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内容

はじめに

1．カイロからヤルタまで

2．東アジアの冷戦と熱戦（一）：大陸部東アジア（以上、前号）

3．東アジアの冷戦と熱戦（二）：日本と東南アジア（以下、本号）

4．ジュネーブからバンドンへ

むすびにかえて

３．東アジアの冷戦と熱戦（二）：日本と東南アジア

同じ時期の日本と東南アジアの状勢も同じように不安定だった。まず、

日本だが、敗戦国として米軍に占領されたため、米国の政策はここでは絶

対的だった。日本の国内勢力がもつ影響力は初期の段階ではまったく大き

くなかった。戦争が終わろうとするとき、トルーマン政権は米軍による単

独占領の原則を明確にした。その目的の第一は、まさにソ連を排除するこ

と以外にはなかった。英国も中国も占領にはもともとあまり関心がなかっ

たのである。8月18日にトルーマンの批准を受けた文書は極めてはっきり

とつぎのように述べている。日本では「政策決定に際し、米国に至上で無

上の発言権がなければならない」し、占領当局の長と副長は米国人でなけ
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ればならない」【69】。ただ同盟国の感情に配慮して、トルーマン政権は「諮

問委員会」の設置を提案してはいたが、その権限は各種の提案をできるこ

とだけだった。関係国は9月に一度会議を開いていたが、気まずいまま散

会になっていた。その後、12月のモスクワ会議の際に、米英ソは「極東

委員会および同盟国の対日委員会設置に関する決議」を採択した。けれど

も、対日政策で協調するという願望を、列強がなお無理に表現しようとし

たことが反映されているだけで、この点を除けば、この文書は単なる机上

の空論であった。その後、これらの組織は相次いで作られたが、マッカー

サーの占領軍司令部には、それらのものはまったく眼中になかった【訳註1】。

米国が単独で日本を統治することはすでに既成事実だった。風刺的に言う

とすれば、かつては列強のひとつに数えられていた日本も、敗戦によって、

この時には東アジア地域で唯一の、自分の力では列強らしい政策を行使で

きない国家だったのであった。

戦後の最初の段階において、米国の占領政策の重点は、日本に対する

「懲罰」、「弱体化」「改造」であり、それは、日本の軍国主義思想を排除し

非軍事化させ、さらに各領域で民主的な改革を推進することであった。こ

の種の政策は概ね、戦争時期に確定した指導思想、すなわち、日本の戦争

能力を根本的に根絶やしにし、中国をアジア太平洋戦略の重心とする考え

方の延長線上にあった。冷戦の勃発につれて、大陸部東アジアの状勢は、

中国の全面内戦と国民政府の敗色が日増しに鮮明になり、日本軍の送還と

武装解除も基本的に終了したために、それにつれて、米国の対日政策には

戦略的で深遠な転換が起きていた。その核心にあったのは、日本の再軍備

によって、中国に代えて日本を米国東アジア戦略の支柱とすることであっ

た【訳註2】。

米国の対日政策転換の主要な理由は、日本国内勢力の影響ではなく、欧

州冷戦の先鋭化と大陸部東アジア状勢の劇変の間にあり、そこには明確な

相互影響関係が存在していた。1947年に、政策企画室長のジョージ・ケ

ナンが米国国務省の対日政策研究を主宰するようになった【訳註3】。彼は、



105法政理論第53巻第2号（2021年）

封じ込め戦略の登場に重要な思想資源を提供したところであり、このこと

は、彼の対日問題に対する思考に影響したはずである。その主要な内容

は、すなわち、戦時の政策を踏襲することを改めることであり、その重点

は世界政治構造の転換に検討を加えることにあった。このことが、真っ先

に関係するのは、米国世界戦略における日本の地位であり、ルーズベルト

のもっていた戦後アジア太平洋秩序に対する不適切で実際的ではない構想

は放棄すべきであり、アジア太平洋戦略の重心は中国から日本に移るべき

だと考えられていたのだった。そのことは彼のつぎの言葉のなかに見てと

れる。「一つの真に友好的な日本と一つの有名無実の敵対的な中国なら、

米国はかなり安全だと考えることができる」。「けれども、一つの有名無実

で友好的な中国と一つの敵対的な日本であれば、われわれの脅威であるこ

とはすでに太平洋戦争によって証明されている」。当然だが、日中が同時

に米国の敵であることは受け入れられない。「中国に不合理な義務を負わ

せる」ことを止めるように彼は提案しており、彼の考えでは、日本とフィ

リピンが、米国の利益を守るに足る太平洋安全保障システムの礎石になる

のだった【70】【訳註4】。

1948年3月23日、ケナンたちは研究を繰り返し、関連部門との調整を

へた後、ひとつの政策文書を提出した。それはかなり詳細に各部門が日本

に扶植するさまざまな計画を定めたもので、対日講話を遅らせる構想もそ

こには含まれていた【71】。その後、米国国家安全保障会議の批准をへて、

この文書の内容は、対日政策の支柱となった。10月9日には、トルーマン

が正式に許可し、米国は最終的に戦後の対日政策の転換をおこなった。

「民主化」と「非軍事化」は、日本の経済政治的安定の確保に取って代わ

られ、日本経済の復興が政策の主要な課題となった。米国対日政策のこの

転換は、戦後東アジア国際秩序形成過程にとって計り知れないほど大きな

ものであり、その影響は遙か今日まで続いている【訳註5】。

戦略の角度から言えば、新しい対日政策は、当初から三つの重要な問題

の解決を必要としていた。すなわち、戦後における米国アジア太平洋戦略
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における日本の地位、米国と日本の関係、および日本を再武装させるか否

か、である【訳註6】。米国の政策決定層がこのとき対日政策を根本的に変え

たことには、まず欧州状勢が関係していた。1949年4月、NATOがすで

に成立していた。その一方で、中国革命の進展はさらに直接的に関連して

いた。中国共産党はますます全国的な勝利にむかっており、米国のアジア

太平洋戦略における日本の位置はますます重くなり、この二つの変化はま

さに正比例して動いていた。トルーマン本人も、1948年12月につぎのよ

うに述べている。「中国革命の進展は、日本の重要性の高まりと、切り離

し難く結びついている」【72】。1948年10月に批准された「米国対日政策に

関する提案」（PPS/28）において、日本が米国アジア戦略の「礎石」にな

ることは、起草者であるケナンの構想した各種政策の前提となる1点で

あった。もっとも、その表現は決して明快ではない。トルーマン政権のな

かでは依然、意見の食い違いも多かったのだ。日本の再軍備と関連する問

題は、この文書のなかにはまったく書かれていない。ケナンはただ、解釈

的な覚え書きのなかでこの考えに言及しているだけである【73】。

中華人民共和国成立前後、米国国家安全保障会議は続けざまに二つの重

要な文書NSC48/1とNSC48/2を採択した。これらの文書は、中国状勢の

劇変後における東アジア状勢の全面的な変化にもとづいて、極めて明確に

米国アジア太平洋戦略において核心となる日本の地位を定義している。文

書は、「封じ込め」を米国アジア太平洋安全保障戦略の主要な目標とし、

米国の戦略的考慮のなかで、その特殊な国家的資質ゆえに、日本を関係国

の最前列に置いている。米国の政策が確保すべきことは、日本を絶対にソ

連陣営に参加させないことであり、さらに、米国のアジア太平洋軍事戦略

の中心的地位を日本に占めさせることであった。この戦略にあわせるため

に、米国は日本に軍事基地を保持し部隊を配置し、日本に新しい軍隊の形

成を許した。そして、日本経済「復興」のための措置をとり、日本を政治

的に「極端」にならないように仕向けたのだった【74】。

こうした対日政策の転換がもたらしたもうひとつ別の結果は「対日単独
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講和」の構想を生み出し、実際の行動となった。1947年3月、米国国務省

極東局は対日講和案の初稿を起草した。歴史的には「ボルトン草案」と呼

ばれる。この草案は、概ね、戦争期の米国アジア太平洋構想に沿ったもの

であり、示されるやいなや米国政府内部各部門の批判を受けた。その思考

回路は旧すぎると考えられ、戦後世界の変化、特にアジア太平洋状勢の重

大な変化を反映しておらず、米国が日本を支配しているという地位の重要

性を重視していない、とみなされたのであった【75】。これからあまり時を

へず、ケナンが指導する国務省政策企画室はこれと関連する政策の研究を

始め、彼らは報告書のなかで対日講話を遅らせる構想を示している。「細

分化」によっていわゆる「事実上の平和」を実現するというのだが、それ

は、実質的には日本を改造する充分な時間を確保し、日本が米国のアジア

太平洋戦略の拠点になるというプランを「講和」が乱さないようにするこ

とだったのである【76】。この提案は、すぐにトルーマン政権においてさま

ざまな部門の賛成をえて、講和を遅らせて「事実上の平和」を実現するこ

とが、この時期における指導原則となったのだった。

7月11日、米国国務副長官が1カ月後に極東委員会を開催し、対日講和

条約を共同で起草する提案をおこなった。この提案は、ソ連代表の反対に

遭った。モスクワ会議における合意によれば、まず米英ソ中の外相会談を

開くべきだというのである【77】。国民政府の立場はどっちつかずではっき

りしないものだった。けれども、トルーマン政府は、事前にすでにつぎの

ように宣言していた。たとえ各国の意見が「一致しなくても、米国として

は速やかに行動を採り」日本の「復興」を助けなければならない【78】。対

日講和はこのようにして延期されたのだった【訳註7】。

欧州において二大軍事集団が対峙する局面は日々明らかになり、英国等

ははっきりと米国の講和政策支持に舵をきった。1949年9月、英国は前後

して、東京とワシントンに代表を派遣し、日本との単独講和などについて、

ソ連が参加していない状況で米国と合意に至った。対日講和条約に調印し

た後、米国が日本と相互的な安全保障協定を締結することに英国は同意
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し、しかも、英連邦諸国がこれを支持するように説得することも約束した

のだった【79】。その後に開かれた米英仏の3カ国外相会議はこれらの原則を

支持した。

指摘しておかなければならないことは、日本国内の政局の変化が生み出

す影響が、ますます重要になっていったことである。1947年に始まった

トルーマン政権内部の対日政策に関する議論と変化は、まもなく、日本内

部の問題を処理する各種の措置の変更をともなうこととなった。それは、

戦後に生じた左翼運動や各種の社会運動への圧迫、共産党攻撃、労働スト

の弾圧などを含んでいた。このことは、日本における親米勢力の力が拡

大・向上し、日本政治を主導する勢力となったことを意味した。1949年2

月、日本の指導者である吉田茂は再度組閣したが、この政権は、米国から

の安全保障を日本が獲得することに決定的な役割を果たした。米国政府内

部における意見の違いを解決するために、この政権は実現可能な路線を提

供したのだった。4月25日、日本国大蔵大臣池田勇人は訪米し、米国政府

に対し、吉田茂の極秘の伝言を伝えた。それは、講和条約締結後も、米国

軍の継続的な日本駐留を可能とするものであった。しかも、この1点は吉

田政権が自分の側から自発的に提案したもので、それはトルーマン政権が

国内で直面している難題を解決するものであった【80】。6月1日、吉田政権

は1冊の「白書」を発表し、日本を独立国として承認するいかなる国とも

講和を締結する願望があることを宣言した。日米双方は迅速にこの問題で

意見を一致させたが、このことはトルーマン政権による関連する諸政策の

提案を加速させることとなったのであった。

1950年6月、対日講和計画を主管するダレスは軍指導者とともに国務省

と軍代表を率いて東京にむかった。23日、彼らはマッカーサーと協力し

てひとつの覚書の最終稿を確定した。その核心は、講和と同時に日米安全

保障条約を締結するというものだった。この条約の指導原則は、つぎのこ

とを含んでいた。すなわち、日本が米国に駐軍と基地保持の権利をあたえ

ること、日本全体が米国の潜在的な基地とみなされること、米国はそこで
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無制限に軍事力を使う自由をもつこと、そして、日本も自衛のためにでき

るだけのことをしなければならないこと、である【81】。二日後、朝鮮戦争

が勃発したが、このことはトルーマン政権がその内部で早期講和で意見を

まとめる助けとなり、「細分化された講和」を国際法上合法的なものとし、

日米同盟の成立を可能にさせたのだった。9月になると、米国国家安全保

障会議はNSC60/1という文書を採択し、最終的に対日講和の原則を確定

した。すなわち、米国は日本の「排他的な戦略的支配権」を確保したので

あった【訳註8】【82】。

1951年9月4日、対日講和会議がサンフランシスコで開催された。51カ

国が会議に参加し、48カ国が日本との講和条約に署名した。調印式終了

から5時間後、日米両国は「安全保障条約」を締結し、日米同盟はここに

成立した。この後、相当に長い期間、日米同盟は東アジア秩序の重要な構

成部分となり支配的な戦略的パワーのひとつであり続けた。日本国内の政

局にも長期的な影響をあたえ、左翼政治勢力は外部からの深刻な圧力を受

け、拡大の空間を失うことになったのだった【訳註9】。

戦後初期において、英国の指導する東南アジア参謀部に組み入れられて

降伏を受け入れた東南アジア諸国の状勢はとても複雑なものであった。ま

ず、当地の発展趨勢は同盟国の占領政策と密接に関係しており、ほどなく

して勃発した冷戦は、すぐには直接の影響はおよぼさなかった。頑固に植

民地統治の回復を主張する英軍に組み入れられて降伏を受け入れ、占領を

実施したために、共産党組織およびその他の激しい反日抵抗組織は、ほと

んどの場合、有力な外部からの支持を受けることができなかった。このこ

とは、中国、朝鮮、さらにヴェトナムなどの状況とは非常に異なっている。

このほかに、当地の状況の複雑さは決して東アジアその他の地域にひけを

とるものではなかった。そこには、各種の矛盾と衝突がとても長い間続

き、欧州の植民地宗主国と当地の民族主義運動の矛盾、地域利益において

主導的地位を得た米国と欧州宗主国との間の民族自決権をめぐって展開さ

れた闘争、当地の植民地国家内部の各種政治勢力間の闘争、さらには内戦、
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植民地諸国の独立後に相互間で発生したたとえば領土問題のような紛争、

などが含まれていた。

インドネシアは、これらの諸国のなかで、最も典型的なものであった。

インドネシアには、日本の占領期にすでに強力で保守的傾向をもった当地

の政治集団が形成され、当然のことながら、その他の性格をもった複雑な

抵抗勢力もいた。また、英国とオランダともにすでに時代遅れの政策をと

り、戦前の植民地統治を回復しようとしており、これではそもそもインド

ネシアですでに形成された政治局面に適応することができなかった。日本

の崩壊と欧州植民地主義者の復帰によって、そこでは反植民地主義闘争、

さらには戦争が即刻勃発したのだった。

日本の降伏後、インドネシアのスカルノやハッタとその他の抵抗組織は

集会を開き、「インドネシア独立宣言」を採択し、インドネシア共和国の

成立を宣言した。英国軍はジャカルタ上陸後すぐに、反対する力に遭遇

し、未組織の武装勢力の抵抗に遭ったのだった。当地の各政治勢力は、な

により、オランダがインドネシアに植民地統治を復活させることには頑強

に反対した。植民地主義の維持という一貫した政策をもつ英国は、インド

シナでフランスにおこなったのと同じように、自分の占領地をオランダに

明け渡そうとし、オランダはインドネシア共和国との接触を拒否したの

だった。英国とオランダとの間の、インドネシア占領地域での密かなやり

取りは、当地の人々に安定も、彼らの期待した独立もあたえなかったので、

英国軍が派遣された任務を終えて1946年に撤収を始め、オランダ軍の進

駐が開始されると、オランダとインドネシア共和国との衝突はすぐさまエ

スカレートしたのだった。1946年11月15日、英国の斡旋のもと、オラン

ダとインドネシア共和国代表は「リンガジャティ協定」に仮調印した。け

れども、英国軍がすべて撤退すると、オランダ政府はインドネシアに対す

る統制を強化しようとし、双方の矛盾はすぐに緊張度を高めることになっ

た。

1947年春、オランダは米国の支持を求めてきた。米国の東アジア政策
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は前述のとおりで、まさに調整の過程にあった。米国国務省が起草したあ

る覚書には、東南アジア地域に対して「極めて関心がある」と明確に表現

されている。いっそう重要なことには、東南アジアの民族主義勢力の特徴

とおそらく形成される影響について、深い分析がなされていることであ

る。オランダのやり方と異なっているのは、その覚書は当地の政治勢力に

極めて重きを置いており、当地の民族主義勢力における穏健派との協力を

勝ち取ることを、「世界政治と経済の安定にとって、かなり重要である」

と提案していることである。覚書は、オランダに妥協を勧告し、インドネ

シア民族主義勢力のなかの穏健派との協力を促す提案をしている【83】。そ

れと同時に、米国はインドネシア共和国と直接、関係の構築を始めた。米

国の行動はオランダの反対を招き、オランダは米国に抗議すると同時に、

米国に対しつぎのように警告した。ソ連が支持するインドネシア共産党の

影響がますます強くなっておりインドネシアはソ連の「橋頭堡」になるか

も知れない、というのである。トルーマン政権はこの考えに同意せず、イ

ンドネシア共和国との協力は「共産党がそれによって浸透する各種の条

件」を取り除くのに効果的であるという認識を堅持したのだった【84】。

実際の状況は、ソ連は確かにインドネシア共産党を支持していたが、影

響力が十分ではなく、また積極的でもなかった。スターリンは中国共産党

をより重視しており、彼らが政権を取った後、東南アジア革命運動を支持

するなかでいっそう大きな作用を発揮して欲しいと願っていた【85】。この

期間、インドネシア各派内部で衝突が発生し、主なものはスカルノが指導

する勢力とインドネシア共産党の間で発生していた。1948年8月、インド

ネシア共産党指導者のムソがソ連から帰国した。彼の支持のもとで、イン

ドネシア共産党はすぐに拡大会議を開き、インドネシアの「完全独立」実

現を求め、オランダ軍を駆逐し、連合政府を打ち立てる決議を採択した。

ハッタ内閣は、すぐさま武力鎮圧を決定し、インドネシア共産党は軍事衝

突で惨敗し、そのメンバーは多くが殺害され、党組織の核心は破壊された。

ハッタ政権はこのときからインドネシア国内の主要な勢力となったのだった。



112 カイロからバンドンへ：戦後東アジア秩序の起源（1943–1955）（下）　（牛軍：真水康樹訳）

1947年7月20日、オランダ軍はインドネシア共和国に侵攻し、オラン

ダ・インドネシア戦争が勃発した。1948年12月、オランダ軍はインドネ

シア内部の衝突を利用して、再度戦争を仕掛け、スハルトなどのインドネ

シア指導者を逮捕した。インドネシア共和国軍が猛烈な反撃を展開し、国

際社会からの大きな圧力もあり、植民地支配を回復しようとするオランダ

の努力は最終的に失敗に終わった。1949年8月、オランダとインドネシア

共和国はハーグで円卓会議を挙行し、オランダが12月30日までにインド

ネシアに主権を委譲すること、さらに、その後のオランダとインドネシア

間のさまざまな関係を確定したのだった【訳註10】。

オランダのインドネシアにおける失敗は、東南アジア地域において植民

地統治の終焉が避けられないことを示しており、当地に存在する強大で保

守的な民族主義勢力は自己の独立したアイデンティティをいっそう熱望

し、その地域における主導的な影響力を際立たせてみせた。他方、同じ時

期、東南アジア地域で、マレーシア、ビルマなどが相継いで独立を果たし

た。彼らは、自主的な地域国際行為体として、1950年代に勃興した中立

運動の重要な勢力となったのだった。これらの国家の指導的人物は、その

時代の革命家と同じ大きな抱負をもち、植民地主義統治に深い嫌悪をも

ち、私的利益のために彼らの運命を弄ぶような強権に反対し、新興国家が

世界政治のなかでもつ影響力に大きな期待を抱き、そのために力を尽くす

ことを厭わなかった。こうしたことが、彼らの独特な地位のアイデンティ

ティを構成し、あるいはその後、彼らが共同して採用した行動の思想的基

礎となったのだった。

４．ジュネーブからバンドンへ

戦後初期における東アジア状勢の変化は、地殻変動のようであり、激し

い衝撃と圧力の後に、最終的な新しい姿が形成されていった。一連の戦争
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（内戦と大規模な地域戦争を含む）とさまざまな矛盾の衝突をへて、大陸

部東アジアの辺境には徐々に一本の対峙する戦線が形成され、その両側に

は対峙する軍事集団が鎮座することになった。そのひとつは、1950年2月

14日に中ソ間で成立した軍事同盟である。このできごとは、朝鮮戦争と

相まって、冷戦が東アジアに広がる重要な原因になった。中朝と中越も事

実上の軍事同盟であり、中国はこの2カ国にさまざまな軍事援助を提供す

るとともに、共同の軍事行動をおこない、ともに非常に複雑な東アジアに

おける軍事同盟システムを形成したのだった。これと対峙して向かい合っ

ていたのは、1951年に成立した日米同盟であり、その後、さらに少しず

つ広がっていった米国と東南アジア諸国との軍事同盟、米国とオーストラ

リアやニュージーランドとの軍事同盟であった。

東アジア秩序はグローバルな冷戦秩序システムに連なっていたが、もち

ろん、それが、東アジア秩序の全貌であるなどと述べることはできない。

1950年代中期、東アジア地域にはひとつの新しい政治潮流が形成され、

アジア新興国家（主に東南アジア国家）によって提起され主導された中立

運動が急速に力をもつようになっていた。この運動は、前述の東アジアに

おける反植民地運動の醸成において、かなりの数の新興国家の求める独立

したアイデンティティと自己利益の保護を反映しており、世界政治におい

て、いっそう大きな影響力を発揮しようと希望していたのだった。当時に

おいて、こうした立場の主要な主唱国には、インドネシア、ビルマ、さら

に南アジアのセイロン、インド、パキスタンなどが含まれ、二大陣営の争

いのなかで中立を保持することを標榜していたのだった。その国々は、二

大陣営とさまざまな程度で連繋をたもっており、また、さまざまな程度で

影響を受けていた。もっとも、二つの超大国と欧州の植民地主義者とは完

全に異なった身分と要望をもっているという自己認識を、これらの国々す

べてがもっており、すべからく「建国」という共通の任務に直面していた。

もっとも、ビルマ首相のウー・ヌー、インドネシア首相アリ・サストロア

ミジョヨ、さらに傑出した存在であったインド首相ネルーなどの国家指導
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者にとっての関心は、自分の国を超えて、東アジアの運命を変えることを

含むような大きな抱負にむかっていた。特に指摘しておくべきことは、東

アジアの中立が中国対外政策におよぼした大きな影響であり、最終的には

バンドン会議をつうじて、ソ連陣営に属する中国というこの国は、盛んな

新興勢力の運動のなかに融合していったのだった。当然のことながら、こ

れらの国々が東アジア秩序に対して影響をおよぼそうとすれば、中国との

協力も不可欠であった。こうした地域の潮流から離れ、ただ中国対外政策

の沿革だけを叙述することを中心とした過去の研究は、極めて狭いもので

あったといえる。東アジアの台頭と中立運動およびその中国との関係は、

東アジア秩序を特に安全保障の観点から理解する一本の重要な手がかりを

構成するのである。この視点から言うと、1955年4月に開かれたバンドン

会議は、東アジア諸国が団結して世界政治に影響をあたえようとした試み

であり、戦後の東アジア秩序におおよその構造をあたえることになった指

標でもあったのである。

1950年2月の中ソ同盟成立から、1951年9月の日米同盟の出現まで、欧

州における二大陣営の対抗が東アジアに向かって伝播する局面がおおよそ

形成された。この期間に発生した朝鮮戦争は、二つの陣営のもつパワーが

東アジアにおいて激しく衝突したことを深刻に反映しており、戦争自体は

前述のとおり北朝鮮が発動したものだったとはいえ、最終的には米ソ冷戦

構造の内部変化によって終わることになった。中国は主要な参戦当事者

だったとはいえ、停戦の進展を根本的にコントロールすることは難しかっ

た。

1951年春、朝鮮戦争は膠着状態に陥る。7月から停戦交渉が始まるが、

すぐに戦争を終わらせることはできず、交渉を続けながら戦闘が継続する

局面が一年以上も続いた。1953年3月5日になって、スターリンは突然病

気で死去した。ソ連の東アジア政策には、このことによって重大な変化が

生じ、ソ連の新指導部はすばやく戦争を終わらせることを決定した【86】。3

月8日、周恩来が率いる代表団はスターリンの弔問のためにモスクワに到
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着した。この期間、ソ連指導者は、周恩来に対して迅速に朝鮮戦争を終わ

らせる決定を直接通知し、彼らは同時に平壌にも同じ決定を伝達した【87】。

3月19日、ソ連の新しい指導者は、毛沢東と金日成それぞれに書簡を送り、

捕虜返還問題についてソ連がおこなった決定を説明し、同時にソ連の国連

駐在代表団にも指令をおこない、中朝がどのように停戦交渉を回復するか

という具体的プロセスについて説明し、また、交渉を再開する目的が停戦

を実現することにあることについても説明をおこなった【88】。このことは

ソ連が同盟国の友人ともう相談する気がないことを示していた。3月26

日、周恩来は北京にもどり、ソ連の政策の大きな変化について、直ぐさま

毛沢東に報告した。中国指導者は、その後、自分からは交渉を再開しない

というそれまでずっと堅持してきた方針を変更した。3月28日、中朝は交

渉の再開を希望する声明を発表し、ソ連はこれに対する支持をその後に表

明した【89】。二日後に、周恩来は別途に声明を発表し、捕虜問題の解決の

ために新しい提案をおこなったのだった【90】。

米国指導者の基本的態度はこの戦争に嫌気がさしているという状態であ

り、早く戦争を終わらせるために交渉を再開することに十分な熱意をもっ

ていた。中国が突然政策を変更した動機を疑っていたとはいえ、彼らはや

はり中国側の提案を受けいれることにした。新しい交渉は、4月26日に再

開され、その後の進展は、それ以前と比べると、素早いと形容できたし、

2カ月後には捕虜交換について合意するにいたった。7月27日、交戦当事

者は、停戦協定に署名し、3年におよんだ朝鮮戦争はついに終結したの

だった【訳註11】。

朝鮮半島での停戦は、本質について言えば、冷戦を構成する二つの軍事

集団による東アジアにおける戦争の終結であった。これと比べると、その

1年後に開催されたジュネーブ会談の方は、インドシナにおける衝突を解

決するために東アジアの地域パワーが転嫁したゲームをいっそう多く反映

するものとなっていた。このことはまず、第一次インドシナ戦争が厳密に

言えば反植民地主義戦争だったことによる。軍事衝突の角度からみても、
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二大陣営対立の影響を受けていたとはいえ、典型的な地域衝突であると判

断することができた。そのつぎに、交渉の主役になった東アジア国家は中

国であり、会議の結論に対して決定的な影響力を有していた。しかも、中

国を意思決定に向かわせたのは、東アジア地域からの要請であり、さらに、

中国指導者の東アジア状勢に対する関心の影響をいっそう多く受けてい

た。それは米ソ関係に対する関心の影響ではなかったのである。

ジュネーブ会議に関する最初の動議は1951年にインドが提出したアジ

アの諸問題を解決するためのある提案によっていた。中ソは1952年9月に

「この提案を支持する」ことで合意し、そのことで東アジアにおける中国

の地位は向上していた【91】。1953年の朝鮮戦争停戦後ほどなくして、ソ連

が米英仏3カ国に照会し、朝鮮問題とインドシナ問題を解決するために、

米ソ英仏中による5カ国外相会談の開催を提案した。中国政府はすぐに賛

意を表明し、中国メディアは、5カ国外相会談の重大な意義を熱心に宣伝

した【92】。中国の熱意はソ連外交への協力だとは簡単にみなせない。それ

は、大国間のゲームに参与するための世論づくりであり、中国指導者がそ

の準備を始めたことを意味した。そのロジックの起点は、その他のアジア

諸国や世界の多くの国家とは異なった「地位」を中国が持っているという

ことを確認したことにあった。中国は大国であり、しかも、アジアでは唯

一の大国である。したがって、その国際的地位はいっそう重要で、責任は

さらに重いのであった。東アジアにおける中国の地位が極めて大きく変化

したことを、彼らは認識するにいたり、それを見たいと願ったのであった。

国際業務に参与することをつうじて東アジア大国の威信を樹立することな

どは、中国指導者が強く追求した目標のひとつであり、知らず知らずのう

ちにそれに感化され、彼らの言動を拘束するようになっていた。ジュネー

ブ会議の結果は、東アジア大国の責任に対する中国指導者の理解とその責

任を担いたいという願望によって、部分的には決定づけられていたのであ

る。

中国の特殊な地位は、中国人自身が認定するか否かにだけかかっていた
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のではなく、根本的に言えば、それは、国際システムにおける相互行為過

程において打ち立てられる必要があり、アジアの新興国家とその他の大国

の承認を受けなければならなかった。そうでなければ、ただの自己満足で

しかなかったであろう。ジュネーブ会議はまさに、そのための重要な舞台

を提供することになった。周恩来は、社会主義国と共産党以外の、欧米列

強から東南アジア諸国まで世界のさまざまな国々と交流し、交渉をおこな

い、地域衝突を解決する機会をえた。こうした経験は、近代以来、中国指

導者にとって初めてのものであり、その後の20年近くの期間においても

唯一の機会であったかも知れない。朝鮮戦争とヴェトナム独立戦争の支援

をつうじて、中国は東アジアにおける強国の地位を確固としたものとし、

東アジアにおける衝突を解決するには中国の参与や協力が欠かせない、と

国際社会は当時、あまねく認識していた。このことは東アジア国際政治の

基本的な事実であり、基本的な特徴の一つでもある。

このとき、第一次インドシナ戦争は、まさに転換の要にあった。フラン

ス人は躊躇して撤退を決定できずにおり、米国は軍事介入して腕前を試し

たくてうずうずしていた。ヴェトナム指導者はフランスの植民地主義者を

追い出し、国家統一を実現し、その指導下で大インドシナ連邦を打ち立て

るという志をもっていた。ヴェトナム共産党中央では、フランス植民地主

義者を徹底的に駆逐する軍事能力をすでにもっているという自信を少なか

らぬ人がもっていたが、彼らは自分たちが直面している大きな危険を重視

していなかった。すなわち、米国はいつでも迅速かつ大規模に軍事介入で

きるのだった。かつての研究は、東南アジア諸国の反応を充分に考察して

いなかった。これらの国々は、米国と軍事同盟を作ることを望んでおら

ず、フランス植民地主義者にいっそう反対していたのと同時に、インドシ

ナに平和を実現できることを希望していた。コロンボ会議諸国が当時構想

していた解決方法の概要は、ヴェトナムを南北で一時的に分治し、場合に

よっては、ハノイを含むヴェトナム北部を北ヴェトナムの統治下に置き、

さらにフランス軍には最終的にインドシナから出て行ってもらう、という
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ものだった。このことを中国はすでに大まかに諒解していた【93】。

こうした局面は中国に以下の二つの選択を投げかけることとなった。ひ

とつの選択肢はまず、交渉をつうじてできるだけ速く衝突を終了させる。

このようにしてこそ、米国による軍事介入を阻止でき、中国西南地域の安

定を確保し、財政負担も軽減され、同時に、東南アジアのいくつかの隣国

も納得させることができる。もうひとつの選択肢は、中国が朝鮮戦争の停

戦を決定した深層の理由と論理的には同じものである。すなわち、中国指

導者が東アジア秩序を形作る新政策を策定し、東アジアを含む「平和統一

戦線」と「平和中立地域」を打ち立て、アジアの新興諸国との間で「アジ

ア平和コミュニケ」を締結し、そのことで米国が東南アジアで中国を包囲

する軍事同盟システムを形成するのを阻止することである。その目的は、

東南アジア状勢の安定を含む「安定四隣」であり、そのことで、着手した

ばかりの第一次五カ年計画の完成に全力を注ぐことができる。中国が選ん

だのは後者であった。

ジュネーブ会議でのインドシナ問題に関する交渉は、5月8日に始まり、

主な参与者には、英仏ソ以外に、ヴェトナム、ラオス、カンボジア三国か

ら対立する双方の代表がいた。中国は実際には、競争相手と同盟国それぞ

れとの間で難問をかかえていた。一方で、中国の交渉相手である米英仏は

同じ陣営に属していたものの、実際にはこれら3国の間には相当明白な意

見の違いが存在していた。米国はよりはっきりと、冷戦戦略の思考にもと

づいて立場を決めており、英仏は植民地主義の利益を守る立場から出発し

ていた。中国指導者は、米国の封じ込め戦略への対抗と反植民地主義とい

う二つの戦略レヴェルで、米英仏との関係を処理する必要があった。この

ことは、その他の東アジア諸国と中国が最も異なっていた点である。

さらに別の面で、自分の同盟国との間で、中国はほぼ同じような複雑な

葛藤をかかえていた。そのなかでも最も大きな問題は、ヴェトナムをどの

ようにして説得するかであった。ヴェトナムの最初の目標は、交渉をつう

じて国家統一の完成を加速させることであり、少なくとも統一の行方を
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はっきりと見据えている必要があった。ヴェトナム人にとっては、平和的

なやり方で目標を達成できることが当然ながらより良いことだったが、武

力の使用もだめだというわけではなかった。

会議の期間中、周恩来は精力を傾け熟慮をめぐらせて、停戦を促すため

に極めて大きな努力をおこなった。交渉のおよぶ範囲はあまりに複雑であ

り、ヴェトナムとラオス・カンボジアにおける停戦の個別処理、ヴェトナ

ム軍のラオス・カンボジアからの撤退、ヴェトナムとラオスで部分停戦を

実施するかどうか、部分停戦の位置、および停戦後の全国選挙などを含ん

でいた。会議が何度も行き詰まったとき、大事な転換点は、7月初めの休

会期間に現れた。周恩来は、英仏の代表と会談し、停戦後のラオスとカン

ボジアが中立を維持することを確認し、フランスの新総理ピエール・マン

デス＝フランスと直接会談し、戦争終結に対するフランスの決意を確認し

た。その後、周恩来は、休会を利用して中国の柳州に取って返し、ヴェト

ナム共産党中央と三日間の秘密交渉をおこない、最終的には、同盟国であ

るヴェトナムに非現実的な幻想を放棄させ、できる限り早く停戦を受け入

れるという原則を認めさせたのであった。ヴェトナム共産党中央はこの会

議の後、「ジュネーブ会議に関する案と交渉の問題」という決議を採択し

て、7月5日にジュネーブ駐在の代表団に連絡したのだった【94】。周恩来は

二日目に柳州から北京にもどり、その晩、毛沢東たちにすべての状況を報

告した。7月7日には特に中共中央政治局拡大会議が招集され、出席者は

みな周恩来の行動を明確に支持し、会議はさらにつぎのような獲得方針を

提案することとなった。すなわち、「主動して、積極的、迅速に、さらに

きっぱりと問題を解決し、基本的な利益を損なわないという前提のもと

に、個別には譲歩をして、合意に至ることを求める」【95】というものであっ

た。7月12日、周恩来はジュネーブに引き返し、その日のうちに、ヴェト

ナム代表のファン・バン・ドンと会談し、中越会談の決議である「主動し

て、積極的、迅速に問題を解決する」を受け入れるように促したのだった。

中国の政策変化は最も重要であった。この後の交渉において、フランス
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とヴェトナムの双方は、周恩来に促されて、最終的には、北緯17度線を

境界線とすることに同意したのだった。7月21日には、75日間の討論をへ

て、最後の全体会議の席で、それぞれがインドシナ和平協定と三つの停戦

協定を回復することで最終的に合意し、最終宣言を発表したのだっ

た【訳註12】。中国周縁地域のさらにひとつの戦火の終息について、周恩来は

即座に極めて積極的な評価をあたえている。すなわち、「緊張した局面の

緩和は、その他の重要な国際問題についての話合いと解決に新しい道を切

り拓いたのだ」というのである【97】。

ジュネーブ会議の成功は、中国指導者に東アジアに対する政策をさらに

大幅に調整するよう決心させ、実際にこの時、東アジア国際関係には重大

な変化が生じ始めていた。ジュネーブ会議開催の前後、冷戦初期に勃興し

た非同盟中立の思潮が東南アジアにおいて地域的な運動にまで発展してい

た。それは、東南アジア軍事同盟システムをまずは形成しようとした米国

の政策が、一部の東南アジア諸国の抵抗に遭ったことである。3月6日か

ら8日に開催されたマニラ会議には、フィリピンとタイという二つの東南

アジア国家だけが参加し、インドネシア、ビルマ、カンボジアなどを抱き

込もうとした米国の試みは拒絶されたのだった。

そのつぎに、1954年4月28日から5月2日、セイロン、インドネシア、

インド、ビルマ、パキスタンの五カ国首相がコロンボ会議を開き、アジ

ア・アフリカ諸国が参加する会議を開催することについて議論をおこなっ

た。この会議はインドネシア首相アリ・サストロアミジョヨによって、

1953年8月に初めて提唱された。それは、東南アジアにおける地域民族主

義の高揚、反植民地主義運動と（米ソを含む）大国が地域問題に関与し操

作することに対する複雑な要求が混じり合ったものだった。アリ・サスト

ロアミジョヨ個人の抱負と観点も、重要な作用を果たした。彼は、新独立

国家の団結と協力が世界平和の維持に最も重要だと信じていたのであっ

た【98】。彼本人は、コロンボ会議の場で大きな努力をし、「アジア・アフリ

カ諸国会議を開催するという願望」および「インドネシア総理がこのよう
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な会議を招集する可能性を探ることに賛成する」をコミュニケのなかに

はっきりと書き込むことに、会議参加国が同意するように働きかけたの

だった【99】。12月28日から30日の期間、上述の五カ国指導者は再び、ボ

ゴール会議を開催し、アジア・アフリカ会議を開くことについて明確な共

通認識にをもつことになった。この会議の期間中、五カ国間の最大の争点

は、中国を会議に招請するかどうかであった。この問題が争点として浮上

したこと自体、米国が影響力を使い阻止をしようとしたことの証明であっ

た。ソ連と同盟関係にある社会主義国という性格を中国がもつことは客観

的な事実であった。中国への招聘状送付は、最終的には、ビルマ総理

ウー・ヌーが強く支持したことで確定した。もし中国が参加できないので

あれば、ビルマは「参加しない」【100】と彼は強調したのであった。

1954年4月、コロンボ五カ国会議の開催は、アジア新興国家集団勃興の

指標である。この趨勢は中国の政策方向とジュネーブ会議の結末に波及す

ることとなった。中国の非同盟中立運動に対する見方とそれに関連する五

カ国外交活動などは、初めから積極的で肯定的だったわけではない。中国

共産党の伝統理論によれば、すでに形成されていた二大陣営による国際政

治環境のなかで、「中立主義」は危険で有害なものであり、いかなる国も

必ず二つの対立する陣営のなかでどちらか選んだ側に立たなければなら

ず、ソ連側に立たないなら「反革命」【101】なのであった。朝鮮戦争が導い

た安全保障状勢の悪化は、彼らに東南アジア諸国に対する政策を再度考慮

することを促した。結局のところ、米国が軍事的包囲圏を打ち立てること

を打破することは、中国の安全保障環境の維持と改善に対して急務となっ

ており、米国との同盟の拒絶を選んだそれら東南アジア諸国は、中国に有

利な条件を提供したのだった。

6月25日から29日、ジュネーブ会議の休会期間を利用して、周恩来は

電撃的にインドとビルマを訪問した。周恩来が今回訪問をするにあたっ

て、中立主義に対する観点と評価に大きな変化を加えることに、北京の指

導部は同意していた。米国が封じ込め政策を実施し、軍事同盟システムを
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構築しようとしているという背景のもとで、「東南アジアにもしも中間集

団を確保できるのであれば」、中国の安全と緊張した国際情勢の緩和に「あ

まねく有利である」【102】ということを、彼らはこのとき初めて意識したの

であった。周恩来の構想はいっそう積極的なものであり、彼はインド訪問

の目的を「ある種の形式でのアジア平和コミュニケを締結するための準備

になるなら、東南アジア侵略集団を組織しようとしている米国の陰謀に打

撃をあたえることになる」【103】と定めていた。中国はこのときまさに自己

の主導するアジア平和戦線を打ち立て、「アジア平和コミュニケ」を締結

する準備をしていたので、インドとビルマを訪問している期間、彼らが立

案しつつあったアジア・アフリカ会議には、周恩来は積極的ではなかっ

た。

中国の政策の転換点は前述の7月7日の政治局会議であった。毛沢東は

会議のなかで彼の「中間地帯」思想について詳しく述べている。東アジア

地域にはこれによって、いっそう重要な戦略的意義があたえられてい

た【104】。その後、インドとビルマの指導者が相継いで中国を訪問するにい

たり、このことも中国の指導者が東アジア状勢に対する自信を深める原因

となった。こうした背景のもとに、12月1日、中国を訪問したウー・ヌー

に、毛沢東自身が「アジア・アフリカ会議にわれわれはとても関心があ

り」、「この会議に参加したい」【105】と表明している。バンドン会議開催に

極めて近い時期に、中共中央の中立主義とバンドン会議に対する見方を、

劉少奇が詳しく系統立てて説明している。「中立国の作用に対しては十分

な読みが必要であり」「特に、平和地域の拡大と米国が組織している侵略

的な軍事集団の陰謀を制御することに、中立国の作用は無視できないので

ある」。中国は「まもなく開催されるアジア・アフリカ会議を重視し」、「立

場は揺るぎなく、戦術は柔軟で、態度は友好的でなければならない」、と

して、彼らの「中立主義の立場」を確実なものとした【106】。中国の政策転

換とアジア・アフリカ運動への積極的な支持は、東アジア中立主義勢力を

強化する助けとなり、バンドン会議が成功裏に開催された重要な原因のひ
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とつなのであった【訳註13】。

1955年4月18日から24日にかけて、バンドン会議が厳かに開催された。

この会議では、地域の多角会議に欧米諸国は一カ国も参加せず、議題はア

ジア・アフリカ両大州の重要事項にわたっていた。近代以来の東アジアの

歴史を総合的に眺めるなら、このことについては特に意義が大きい。

バンドン会議の東アジア戦後秩序に対する重要な意義は、まずは、会議

がアジアの「アイデンティティ」についてとりあえずの提唱をしたことで

ある。ネルーが述べているように、「数百年来、アジアの問題は主にアジ

アの外で決定されてきた。この種の傾向は現在もなお存在する。けれど

も、今後はアジア国家の自分や隣国に対する考え方を無視しようとするな

ら、それは不可能なことであると、ますます多くの人が認識するように

なっている」【107】。

つぎに、アジアの新興国家は平和共存の原則のもと、国際安全保障や軍

縮、反植民地主義の戦略問題などを独自の中立的態度で処理するというこ

とを、会議が採択した決議は確認している。客観的に見れば、アジア・ア

フリカ運動における東アジア諸国のなかには、冷戦体系における第三極、

特に、東アジア大国の中国自体がソ連との同盟故に冷戦における一方の当

事者になる、ということを真剣に想定したことのある国家はひとつとして

なかった。これらの国家自身には実力がなかっただけでなく、冷戦の第三

極を構築しようという意欲はなかった。もっとも、会議の影響は確かに重

大で深遠であった。各参与国の国家アイデンティティへの長期的な影響

や、国境画定と戦略問題の処理原則で共通認識に至ったこと、また、これ

らの国家間に各種の多角的二国間連繋が形成されたこと、などがそれに含

まれる。会議のこれらの成果はみな、冷戦体系と冷戦がこれらの地域にも

たらした国際スケジュールや解決方式に、深刻で有力な衝撃をあたえた。

したがって、バンドン会議は、戦後における東アジア秩序が基本的に形成

された指標だと言わなければならないのである。
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むすびにかえて

本稿が通覧した十年は、東アジアがとてつもなく大きな変革を経験した

時代であった。一方では、第二次世界大戦の終結によって、軍事拡張と侵

略戦争によって日本が打ち立てた「大東亜共栄圏」は終わったが、地域実

務に対する列強の関与と影響力は、根本的に終わったわけではなかった。

列強間の外交的権謀術数や対抗と衝突などは、東アジアにおける戦後の戦

争と衝突を招く絶え間のない重要な推進力であったし、東アジア諸国間で

形成された先鋭な対抗と東アジア各国内部で出現した激烈な政治と社会矛

盾の重要な推進力でもあった。植民地主義統治、帝国主義戦争の遺産など

が、戦後の東アジア国際秩序にあたえた影響は計り知れないものであっ

た。戦前と戦争期間における大国関係の遺留物を除去するという歴史的任

務に、この地域は戦後初期になお直面していたが、不幸なことに、この時

期に米ソの冷戦が勃発し、しかも、東アジア地域に対して大規模に広がっ

ていったのだった。

欧州を中心とした冷戦の対決が、東アジアに蔓延する規模の大きさと速

度の速さは、ともに二つとないものであった。特に、冷戦の東アジアへの

蔓延は、大規模な戦争の姿で展開し、激烈な軍事衝突は東アジア国家間に

長期にわたる縫い直すことのできない裂傷を残したのだった。冷戦は、か

つての帝国主義戦争や植民地主義戦争とは異なった特徴を備えており、そ

のなかで最も重要なことは、米国とソ連がともに彼らの主唱する思想が普

遍的なものであると認識したこと、また、彼らの間に造り出された相互の

敵対的思想が全世界の各国家、民族、個人に適用可能であると認識したこ

と、である。米ソ冷戦の激烈さの程度のかなりの部分は、双方とその支持

者が抱いていた強固な信念、そして、自分たちこそが本当の現代性を代表

しており、それだけがおそらくは人類の最終的な最も偉大な希望であると

彼らがそれぞれ認識していたことによるのである。客観的に言えば、ファ

シズム、植民地主義、帝国主義が歴史によって投げ捨てられた後、米ソ両
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国は、世界に向けてなお希望をもたせ成功を獲得している二つのモデルと

選択を示したのだった。米ソが東アジアにもたらした深刻な結果は、一方

では、一部の国において政治集団が国家権力を奪取する過程に深刻な影響

をあたえ、それぞれの国家の建国モデルに異なった選択を提供し、いくつ

かの国々の長期にわたる分裂と内部対立を生み出した。別の面では、東ア

ジア地域には、対立する軍事集団が形成されたのだった。

第二次世界大戦後の東アジア秩序の主要な推進力のひとつと、最も重要

な変革の力は、大戦後に現れた中国を含む新興国家であった。国際冷戦史

研究の成果と歴史檔案の分析にもとづいた本稿もそのことを証明してい

る。それらは、異なった発展状態にあり、異なった挑戦と問題に直面し、

外からきた植民地統治を覆した後に現代化の実現を必要としており、「建

国」の任務を完成させなければならなかった。東アジアにおいて、淘汰さ

れた政治集団もあり、淘汰された政権もあり、根本的に言えば、「建国」

を合理的に完成させることはできなかった。その一方で、東アジアにおけ

る冷戦の展開について、その速度が速く大規模であったことは、東アジア

の特殊な歴史過程と直接に関係している。むしろ、これは東アジア国家の

選択の結果であったと言った方がよいかもしれない。彼らは東アジア秩序

の直接の建設者であり、列強の東アジアにおける作為を決定的に拘束して

もいたからである。

1950年代初期、東アジア国家はすでにあまねく現代国家建設の道の上

にいた。このことは、1955年春にインドネシアのバンドンで第1回のアジ

ア・アフリカ会議が開かれた背景である。この後小規模の衝突と一部の国

家の内戦や反乱はなお存在していたとはいえ、東アジアは相対的安定期に

入った。もっとも、この段階に形成された秩序はなお根本的な安定をもた

らし戦争を取り除くには不十分であり、その原因の多くの部分は、新興国

自体の不十分な発展とその対外戦略選択の不確定性であり、一部の国家の

内部問題は根本的には解決されなかったこと、さらに、いくつかの地域の

実務が「冷戦化」されたことにあった。その後の展開はこれらのことを示
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している。この意義から言えば、1955年のバンドン会議までに形成され

た東アジア秩序はなお転換期のそれであった。東アジア秩序の形成と発展

を理解するためには、伝統的な構造の遺産と冷戦、さらに新興勢力という

三つの基本要素を叙述することが、十分に必要だとはいえ、それだけでは

遙かに不十分である。大量の個別事例の研究をつうじてそのなかの仕組み

［機理］を捜し出すことが、さらに一歩任務を完成させるためには必要な

のである。
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【訳者註】

訳註1．この点につき、マイケル・シャラーはつぎのように指摘している。

「自分たちは無視されていると苛立つイギリス、ソ連、中国をなだめるた

め、アメリカ政府は二つの占領監督機関－極東委員会、対日理事会－を設

けた。だがいずれの機関も、続く六年間の占領期間に対しなんの影響も及

ぼすことはなかった」（マイケル・シャラー，市川洋一訳『「日米関係」と

は何だったのか』草思社，2004，17頁）。マイケル・シャラーはまた、同

書でさらに、トルーマンとマッカーサーとの確執について言及している

が、そこには1948年の米国大統領選挙も影響していた。同書，第一章，

特に16–17頁。

訳註2．米国の対日政策が本格的に再検討されるようになるのは1947年に

入ってからである。「太平洋戦争終結から二年のあいだは、日本がアメリ

カ政府の要人たちの注意を喚起することはほとんどなかった。アメリカの

外交政策の一番の関心事はヨーロッパであり、次いで近東と中国であっ

た」（マイケル・シャラー，同上，15–16頁）。また、トルーマンが自前の

外交布陣を整えたのは1947年に入ってからのことであり、その外交上の

優先度もまずは欧州に向けられていた。五十嵐武士『対日講和と冷戦：戦

後日米関係の形成』東京大学出版会，1986，66–67頁。

訳註3．「政策企画室�Policy�Planning�Staff」は軍人出身のマーシャル国務

長官のもとで、「参謀本部の外交版」を意図して新設された組織であった

（五十嵐，同上，67頁）。この組織は、1947年5月にジョージ・ケナンを室

長として開設された。室員は5～6名であった。政策企画室は5月末まで、

マーシャル・プランの立案に忙殺され、その後、国務省極東局に代わって、
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対日講和問題の検討に入った（五十嵐，同上，67–69頁）。トルーマン政

権では、マーシャル将軍が外交に限らず、政策決定の中枢に位置し、第1

次、第2次トルーマン政権で、マーシャルは国務長官（1947–1949）、国防

長官（1950–51）を歴任する。この間、ディーン・アチソンは、国務次官

（1945–47）、国務長官（1949–1953）を歴任した。アチソン長官のもとでの

国務次官には、ディーン・ラスクがいた。ジョージ・ケナンは、マーシャ

ル国務長官のもとで1947年から48年にかけて最も影響力を発揮したとさ

れるが、それはこの政策企画室をマーシャル国務長官が重視したことによ

る。なお、日本と東南アジアの緊密な関係を政策的に構想したのは政策企

画室のジョン・P・デイヴィズであった（マイケル・シャラー，前掲，

35–36頁）。

訳註4．ケナンにとって、米国安全保障の利益を東アジアで守る支柱は、

日本とフィリピンであった。もっとも彼は、米国が東アジアに関心をもち

すぎることを抑制しようとしていた（五十嵐，前掲，94頁）。

訳註5．1948年10月9日に採択された「国家安全保障会議決定NSC13ノ2」

がそれであり、これは米国対日占領政策の転換を公式に承認したもので

あった。そのベースになったのは同年3月2日から3週間ほどのケナンの

日本滞在であり、この訪日にもとづいてケナンからマーシャルに対してな

された3月25日の報告であった。この報告に対しては国務省内部で、極東

局からの異論があったことが知れる。他方、陸軍省からは強い支持があ

り、陸軍省の考えが抑制されながら、国家安全保障会議の決定に結実する

ことになった（五十嵐，同上，86–124頁）。「NSC13ノ2」が決定されるま

での過程で、マッカーサーの反対は常に意識されたが、予想どおり、国家

安全保障会議の決定後も、その執行に対するマッカーサーの抵抗は存在し

た（五十嵐，同上，101頁，125頁）。他方、このケナンのアイディアの起

源を1947年7月8日のアチソンの「デルタ演説」にみることもできる（五十

嵐，同上，95頁，68頁）。この決定は、対日占領政策の転換を意味したが、

さらに、日本本土の基地化が政策目標に加わることも意味した。そして、
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それはそのまま、講和の延期＝占領の継続、を意味することとなった。そ

こには、中国内戦状勢の悪化が、日本の基地機能の価値を高めたことも影

響していた。

訳註6．日本の再軍備については、すでに1948年2月20日に、初代国防長

官フォレスタルが、「限定的な再軍備」の検討をロイヤル陸軍長官に指示

していた（五十嵐，同上，99頁）。日本は「太平洋のスイスたれ」と唱え

たマッカーサーは、米軍基地を日本本土に設けることにも反対していた

し、日本の再軍備には強硬に反対していた（五十嵐，同上，109頁，119頁）。

ところで、「日本における防衛をめぐる国民的合意の欠如は、保守本流の

原点たる吉田茂を含めた自民党指導者自身に重大な責任がある」とする大

嶽秀夫は、「日本の防衛政策が、西ドイツの場合とは違って、常に右傾化

の要素をはらんでおり、『国防意識』の昂揚を通じて、伝統的価値を強化

しようとする機能を担わされてきた」ことを早くから主張していた。大嶽

秀夫『再軍備とナショナリズム』中央公論社，1988年，ⅱ頁，28頁。

訳註7．マッカーサーは、1947年3月17日には、ワシントンとの調整なし

に、早期講和を提唱していた。もっとも、「1948年以後、占領政策策定に

当たってのマッカーサーの役割が大きく減退した」（マイケル・シャラー，

前掲，69頁）。それは、48年に彼が共和党大統領候補指名選を断念したこ

とにもよっていたが（マイケル・シャラー，同上，29頁）、総じて彼の占

領政策が民主化と中立化のもとでの非軍事化という国際協調を重視したも

のであり、冷戦の深刻化ゆえにその役割を終えつつあったことにもよる。

冷戦の深刻化には東アジア軍事環境の急速な悪化も含まれる。さらに、

1949年2月のドッジ着任も彼の経済面での実権を大幅に奪うこととなっ

た。ただ、1949年10月4日の米英外相会談以降、国務省が早期講和に傾

いていくなかで、講和時期尚早論の統合参謀本部とは激しく対立していく

こととなったが、いわば全本土基地化の主張に立場を変更することでその

仲立ちをしたのはマッカーサーであり（五十嵐，前掲，184–187頁；豊下

楢彦『安保条約の成立：吉田外交と天皇外交』岩波書店，2003，136–141
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頁）、そのためにこの対立は、1950年9月7日には解決することになる。

もちろん、歩み寄りが実現した背景として、朝鮮戦争勃発も当然に考慮さ

れなければならない。

訳註8．この交渉過程については、「基地提供と日本防衛をセットにする

論理が、再軍備と日本防衛をセットにする論理に、みごとに“すり変えら

れた”」という批判的分析がある。豊下，前掲，74頁。また、50頁，65頁，

196–197頁。

訳註9．サンフランシスコ講和条約には吉田全権を含む代表5人全員が署

名したのに対し、日米安全保障条約に対しては、吉田首相のみが署名をし

た。たとえば、高坂正堯『宰相�吉田茂』中央公論社，1968年，6頁。

訳註10．以下も参照のこと。白石隆『スカルノとスハルト』岩波書店，

1997，53–61頁
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それらに関する牛軍の所説については以下を参照されたい。「朝鮮戦争と

抗米援朝」『冷戦期中国外交の政策決定』千倉書房，2007，第3章；「1950
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『法政理論』第49巻第2号，2017年2月

訳註12．インドシナ問題に関するジュネーブ会議についての牛軍の所説

については、以下を参照されたい。「ヴェトナム戦争の政策決定：援越抗

米」『冷戦期中国外交の政策決定』千倉書房，2007，第7章

訳註13．「中間地帯」や「平和共存」路線に関する牛軍の所説については、

以下を参照されたい。「中間地帯の再建：中国アジア政策の起源（1943–
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