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米国の東北アジア戦後秩序構想の波紋
─分断国家成立と日本の限定的再軍備着手の背景─
芳

井

研

一

はじめに
第二次世界大戦後の数年間に東北アジアが直面した諸問題のうち、米国の朝鮮政策を中心
とする秩序構想の変遷とその波紋について検討する。
第一に、戦時期のローズベルト大統領や国務省の朝鮮政策の推移を跡づける。米国は日米
開戦の直後から戦後東北アジアにどのような秩序が形成されるのが望ましいかについての検
討を開始していた。日本の植民地支配の下にあった朝鮮については、当初から国際信託統治
が現実的な政策選択として浮上していた。なぜ即時独立案など他の選択肢はかえりみられな
かったか、どのような判断が根拠となっていたのかを当時の政策文書をもとに整理し、そこ
に潜在していた諸問題を探る。
第二に、日本の敗戦とともに着手された朝鮮の占領地統治の実情を、米ソの協調と角逐の
推移に即して検討する。国際信託統治案は、実際には北緯38度線を境界とする米ソの臨時的
統治地域に変形された。統一朝鮮の独立に向けての米ソの協議が挫折するなかで、分断国家
体制が成立する。その経緯を、米国の政治的・軍事的判断の推移をたどりながら再考する。
第三に、このような朝鮮を中心とする東北アジア秩序認識の変動が、民主化・非軍事化を
目的としていた日本の占領政策に大きな修正を迫り、限定的再軍備計画着手のきっかけをつ
くったことを検証する。
こうした問題をめぐっては、すでに先学の重厚な研究が蓄積されている。ブルース・カミ
ングスの『朝鮮戦争の起源』は、1945年以降の米国の政策と軍政の実施過程を朝鮮人民共和
国・人民委員会とホッジ占領軍司令官の対抗を基軸として描いており、その後の推移も分析
した大作である＊1 。小此木政夫は、朝鮮信託統治構想の発端から冷戦の形成までを緻密に分
析した一連の研究を発表した＊2 。菅英輝は、米国の戦後東アジア政策を綿密に考証し、中国
や朝鮮を中心とする東北アジアの政治秩序がどのように形成されたかを跡づけた＊3 。他方
和田春樹は、北朝鮮では、当初の民族主義派を含めた連立政権の方向性をソ連が潰し、金日
成政権を作っていたことを明らかにした＊4 。そのほか日本再武装の先駆的研究である三浦
陽一の分析、米国の日本占領政策をとりあげた五十旗頭真の研究など、多くの成果が示され
た＊5 。小稿では、このような一連の研究を踏まえつつ、主として米国国立公文書館所蔵の国
務省や統合参謀本部の関連文書を探索・分析することにより新たな論点を提示する。
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Ⅰ

米国の東北アジア秩序構想

１ ．ローズベルト大統領の信託統治論
第二次世界大戦後の世界秩序形成にあたって朝鮮を含む諸地域を信託統治領とすることを
早くから主張していたのがローズベルト米国大統領であったことは、これまで多くの文献で
指摘されてきたことである。そのうち小此木政夫の研究は、中国国民政府が1941年12月以降
朝鮮独立問題に関心を寄せ、ローズベルト・宋子文会談などを通して重慶の大韓民国臨時政
府の承認を米国に求めるなど積極的な働きかけを行ったことを明らかにしている。また1942
年 2 月に信託統治案を起草した国務省戦後政策諮問委員会のウィリアム・ラングドンについ
て触れている＊6 。ブルース・カミングスや菅英輝もローズベルトの信託統治論をとりあげ
ており、こうした整理に異論をはさむ余地はない。
ローズベルトが英国に朝鮮の信託統治の是非を打診したのは1943年 3 月24日のイーデン英
外相との会談であったことは、いずれの関連研究でも触れている。イーデンの回想録は、こ
の時ローズベルトと極東政策について話し合った際に、大統領が朝鮮とフランス領インドシ
ナを国際信託統治の下に置くこと、朝鮮の信託統治は米国・ソ連・中国によって行われるべ
きことを提案した、と記している＊7 。イーデンは返事を避けた。植民帝国としての英国の立
場に立つと、戦後世界秩序の再編成を求めるローズベルトの提案にはとても同意できないと
考えた。イーデンはこの時賛成したとする文献もあるが、ハル国務長官のこの会談について
の回想は、イーデンの拒否的反応について明確に記している＊8 。ローズベルトは、ウィルソ
ン流の植民地支配の廃絶や世界平和維持機構の創設などを目指しており、独立を直ちに実行
できないと判断される国については当分国際信託統治の下に置き、条件が整えば独立させる
ことを持論としていた。それを戦後世界秩序の担い手としての米国の使命だと考えていた
が、同時に米国の国益にもかなうことであった。英国などの反発を抑えて、どのように進め
ていくかが課題であった。そのためにも、戦後の東アジアの秩序維持の中心国として中国国
民政府を認知させることに尽力する。朝鮮の信託統治の担い手に中国を加え、さらに英国を
加えることで四大国による統治という方針を貫こうとした。
多くの文献ではローズベルトはこうした考えに立って国務省には相談せずに事を進めたと
している。1943年11月のカイロ会談から1944年11月のヤルタ会談に至るまでの国際会議に際
して、側近の意見を求めたことはあるが、政府の他の機関がまとめた報告書等を参照しな
かったといわれている。そうした傾向が顕著であったことは確かであるが、ただ国務省の立
案活動と無関係だったわけではないだろう。信託統治についてイーデンと話し合った際、
ローズベルトは、「イーデンが当地来訪中に提起した特殊問題すべてを国務省に付託するこ
と、また、それらすべてに関して国務省が英国あるいは他の何らかの国に対し、研究的討論
を開始する」ことを要求したという＊9 。1943年 4 月から国務省の内部で本格的な朝鮮問題の
検討が進められたのは、やはりローズベルトの「付託」によるものであったと見るべきであ
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ろう。
２ ．間島問題と信託統治論
国務省による朝鮮問題を検討した調査文書の推移を整理したものが表 １ である。網羅した
ものではないが、主要な文書はここに示されている。そのうちローズベルトの「付託」を受
けて取り組まれた成果として、まず「日本シリーズ」と名付けられヒュー・ボートンによっ
て作成された 5 月19日付T318「朝鮮：国内政治構造」と、 5 月25日付Ｔ316「朝鮮：領土と
国境の問題」、Ｔ317「朝鮮：経済発展と見通し」の 3 文書がある。これらの文書の日付は、
もともと「 4 月」で、その下に手書きで 5 月25日と書き加えられている。つまり最初に作成
されたのは 4 月であったことを示す。 5 月26日付でさらにＴ318「朝鮮：国際信託統治」と
Ｔ319「朝鮮：独立問題」がボートンにより作成された＊10。
表１
作成日

文書番号

米国務省朝鮮関係調査文書の推移
主題

1942.5.27
T355
1943.4（5.25）T316
1943.4（5.25）T317
1943.4（5.19）T318
1943.5.26
T319
PG28
1943.10.2
PG32
1943.10.2
PG33
1943.10.2
PG34
1943.10.４
1943.11.30
H107
1944.1.27
H123
1944.3.28
CAC58：PWC124a
1944.3.28
CAC128
1944.3.29
CAC138
H200
1944.11.13
H201
1944.11.13
H202
1944.11.13
H203
1944.11.13
H204
1944.11.27
H205
1944.11.27
H206
1944.12.1
1944.11.27
H207
H209
1944.11.27
1945.4.7
SWNCC101
1945.8.31
PR18
1945.9.20
PR29
1945.10.24
SWNCC101/4
1945.11.8
PR30

連合国への日本の降伏条件
朝鮮：地域・国境問題
朝鮮：経済発展とその見通し
朝鮮：国内政治構造
朝鮮：独立問題
極東問題への予測されるソ連の態度
朝鮮独立問題
朝中ソ国境問題
中ソをめぐる戦後合意問題
国際信託統治問題：会議メンバー
極東における軍政
朝鮮：政治問題：暫定政府
朝鮮：占領と軍政：軍の構成
朝鮮：占領と軍政：日本人技術要員
朝鮮：政治問題：国際管理機関の必要
朝鮮：安全保障問題：戦略の基本
朝鮮：安全保障問題：軍事技術援助
朝鮮：安全保障問題：軍備
朝鮮：独立能力：教養と教育
朝鮮：独立能力：政府への朝鮮人の参加
朝鮮：政治問題：在外朝鮮人
朝鮮：独立能力：適切な調整の可能性
朝鮮：政治問題：朝鮮の解放と独立の間の期間を決める要素
朝鮮における暫定国際管理機関
太平洋と極東における米国の基本政策
信託統治の合意形式
朝鮮における暫定国際管理機関
朝鮮信託統治草案

起草者

頁数

ストロング
ボートン
同上
同上
同上
モズリー
ボートン
同上
ブレイクスリー
ボートン

8
7
21
11
16
6
6
4
11
7

ボートン
同上
ヨハンセン
ボートン
プレウス

4
5
2
10
4
2
2
7
10
19
3
7
3
11
4
32
12

ブエリグ
マキューン
同上
ラーレン
マキューン
ボートン
ドーマン
ブレイクスリー
ライト

注．Notter file, Anger Hiss File, RG59, etc, National Archives.

これらの文書中まず着目されているのは、間島問題の歴史的経緯であった。ボートンはそ
れに朝鮮問題を扱うＴ316という最初の番号を付してとりあげた。同文書においてボートン
は、朝鮮の人口や地理的位置などを概説した上で、いきなり朝鮮と中国の国境を流れる豆満
江一帯の間島（中国側名称は図們江、現在の中国延辺地域）の歴史を説き起こす。この地域
が朝鮮王朝にとって自国領と認識されていたこと、日本が1909年に間島協約を結んで中国の
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領土であることを承認させたこと、多くの朝鮮人がこの地に移住したこと、日本はそれを後
押ししたのでその後かなりの朝鮮人農民が「満州」一帯に移住したこと、1939年にはその数
116万人となっていたこと、これらの農民は中国人地主に雇用されることが多く両者は潜在
的敵対関係にあったこと、が示される＊11。さらにソ連の沿海州ウラジオストクを中心とす
る地域との関係にふれる。国境を接するこの地にも20万人の朝鮮人が農業労働者として住ん
でいた。また日本本土には百万人が非熟練労働者として低賃金で働いていた、などが記載さ
れている。
ボートンは第二に、この国境地帯の地理的特殊性にふれる。単に国境を接しているだけで
はなく「満州」にとっては日本海への出口になっているので経済的に重要で、中国側はこれ
らの機能を維持することを求めるだろうとしている。とくに朝鮮の咸境北道にある清津と羅
津という二つの港は、
「北満州」地域にとって遼東半島の大連港にたよる必要のない輸送ルー
トの要である。ソ連も、冬季に凍ってしまうウラジオストク港の代替港として羅津港や雄基
港などの利用を求めるだろう。また第三に、間島を含め「満州」、沿海州、日本で暮らして
いる朝鮮人、および「満州」や朝鮮に住む日本人の本国帰還問題を解決しなくてはならない、
と記した。
ヒュー・ボートンは、コロンビア大学で日本史の助教授だったが、1942年10月から国務省
極東班で立案を担当することになったという＊12。主として日本関係の立案に携わっており
朝鮮は専門分野ではなかった。日本を含む近代の東北アジアの歴史に深い造詣があったの
で、かえって間島問題などについても深い分析をすることが可能となったのだろう。彼自身
のまなざしは間島の朝鮮人農民などの地域住民にも注がれていたことは注目される。ただこ
の国境地帯の複雑な歴史を踏まえると、戦後の朝鮮は信託統治国として位置づけられざるを
得ないというのが彼の政策文書としての結論になる。米国の国益、安全保障にとってどうな
のかという判断材料を提供するのが目的だったからである。
1943年秋になると、カイロ会談などを視野に入れつつ、国務省の政策グループ（Policy
Group）が朝鮮問題を検討した。PG28は政策グループのモズリーによって1943年10月 2 日
付で作成された文書である＊13。モズリーはコーネル大学からこの時期国務省入りした東欧
問題の専門家であった＊14。ソ連の対外政策を熟知するモズレーは、ソ連が極東問題につい
て検討していること、ソ連軍の朝鮮への進軍による同地域の占領が行われると極東に全く新
しい戦略上の問題を惹起してしまうこと、その結果中国や日本にも悪影響を与えるだろう、
と予測した。朝鮮については、以下のように記している。
中国は、疑いもなく朝鮮への影響力を幾分か分担することを望んでいる。この第三勢力
による試みは、朝鮮への排他的な影響力を及ぼそうとしているソ連にとっては特に戦後
の協調への中国人の信頼を失わせるばかりでなく、この地域や周辺地域における単独行
動を中国に起こさせることになるだろう。他方ソ連にとって朝鮮は、植民地住民の正し
い扱い方に適応させ、ソ連極東の経済資源を強化し、不凍港を獲得し、中国と日本に対
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する戦略的優位をもたらすなど、とても魅力的な機会を提供することになるだろう。も
しソ連が極東戦争に参戦し朝鮮まで侵攻した場合、戦争終結時に朝鮮は占領されている
だろう。ソ連の朝鮮占領は、極東に全く新しい戦略的状況を生むことになる。中国や日
本に対する悪影響も計り知れない。
モズレーはさらに日本降伏後の極東情勢や東南アジア政策などに言及した。戦後の極東に
権力の真空状態をもたらさないよう、ソ連が単独で影響力を行使することがないよう、ソ連
の対日参戦後に中国を含む四大国による万全の政治的合意を打ち立てることが必要である、
と提言した。
カミングスは、モズレーが「極東における全く新しい戦略的状況」が生まれたと記したこ
とについて、それはソ連ではなく米国が朝鮮に関心を抱き始めたためであるとし、「米国の
膨張主義が新しい段階に入ったことを意味するもの」だと評価した＊15。だがモズレーが最
後のまとめにあたる一般的考察で指摘しているのは、ソ連が対日参戦する場合朝鮮まで軍を
進める可能性があるからこそ、先手を打って四大国の合意による極東の危機状況回避のため
の政策判断をすべきだと提案したと理解すべきであろう。
カミングスはまた、この間の国務省の計画には一貫性が見られず、ソ連の出方を猜疑の眼
で見るという事態を招いたと述べているが、果たしてそうであろうか＊16。実際には生かさ
れなかったものの、ヤルタ会談に向けて作成されたいくつかの文書は、直ちに朝鮮独立が実
現できないという現実と（PG32）
、朝中ソ国境における緊張の歴史を抱える国家間対立を踏
まえると（PG33）
、当分の間四大国による国際信託統治により朝鮮が維持されることが望ま
しいと一貫して提言しているようである。同会議の幹事役だったボートンは、間島問題の歴
史的経緯を振り返りつつこれらの論点を示し（PG33）、さらに極東地域委員会報告文書で国
際信託統治会議の構成や、軍政のあり方をめぐる文書を自ら作成した（H107・H123）＊17。
なお1943年12月 1 日には英米中によるカイロ会談の共同宣言として、
「三大国は朝鮮人民
の奴隷状態に留意し、やがて（in due course）朝鮮を自由かつ独立の国たらしめる決意を
有す」との文言が発表された。よく知られているように、原案では「可能な限り早いときに」
独立するとなっていたのを、ローズベルトが「適当なときに」と修正し、さらに英国が「や
がて」と修正したうえで決定された。1945年 2 月に開かれたヤルタ会談でもこの決定は継承
される。
３ ．朝鮮問題小委員会の報告
1944年に入ると、 1 月に発足した国務省の戦後計画委員会（PWC, Committee on PostWar Programs）が戦後計画全般の立案にあたることになった。その専門委員会として、
1944年秋に朝鮮問題小委員会が作られた。ドーマン、ノッター、ブレイクスリー、ディコー
バー、それにボートンが幹事役として加わった。 5 人による小さな委員会であるが、ここで
朝鮮問題についての 9 つの調査文書がまとめられている。H200からH209までの番号がつい
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た文書で、いずれも1944年11月に作成された。Hナンバーは1943年10月に発足した極東地域
委員会（Inter-Divisional Areas Committee on the Far East）が作成した文書に付されてお
り、その活動の一環だったのでHの通しナンバーがつけられたようである。ブレイクスリー
は特別政治局地域調査部議長、ボートンは同幹事、ドーマンは極東局、ディコーバーは日本
部であった。ノッターは国務省内にこれらの機関を立ち上げた中心人物であり、各調査部の
活動に精通していた＊18。先に触れたように極東局には朝鮮の専門部局がなかったので、日
本部などのメンバーが中心とならざるをえなったのだろう。ただH200～209文書は、ボート
ン以外は、朝鮮の具体的事情に関与する他の部局に依頼して作成されている。まず国際安全
保障部に依頼したのはH201から203までの 3 文書で、いずれも米国の安全保障にとってどの
ような意味があるかを簡潔にまとめている。1944年11月27日付のH207は、独立に際しての
朝鮮人の政治勢力間の調和か可能かどうかを検討した文書である。右と左の大きな対立があ
るが、朝鮮民主化への強い要求を基礎とした独立への要求があり、それは積極的に評価すべ
きだとしている。
同じく1944年11月27付のＨ205では、それまでの朝鮮人の国政への参与の状況が示されて
いる。朝鮮人は日本人行政機関の下に雇用されているが、責任ある地位についていない。村
の行政についてのみ朝鮮人は責任を持って参与しているが、国政には関与していない、と指
摘する。またＨ208では、適切な朝鮮人指導者が不足しているので、独立した国家に責任を
持つことの出来る人を用意することが出来ない、とした。
11月13日付のH200は、信託統治について検討したものである。四大国による信託統治の
可能性を探っている。問題の第一は、戦争終結までにこの地域をアメリカが占領できるかど
うかにあった。第二は、ソ連の出方であった。アメリカ国務省は、ヤルタ会談の合意を受け
て朝鮮を見直すことになる。
カイロ宣言で決まった「やがて朝鮮を自由で独立した国にする」という方針に沿って独立
までの期間をどのように設定するかを論じたのがＨ209である。国内問題と国際環境の両者
について勘案されなければならないが、ここではとくに国内の状況について言及しているの
が注目される。朝鮮国民が文化や政治経済の運営について十分な能力を備えていることは歴
史から検証することが出来るが、現時点において満足のいくものであるかについては疑問が
ある。なぜなら日本の植民地支配の間、朝鮮人による統治は強く制限されていた。もちろん
その間朝鮮農村における地方行政は維持されたので、熟練した朝鮮人名望家による民主的意
識は醸成されていた。ただ国家行政に参加するための国民代表選挙に多くの住民は関与でき
ず、したがって独立して政府を維持するための基盤が整っていない。結局連合国軍による占
領の後に、実際に独立して自治政府を運営していけるかどうか調査することになるので完全
独立の日程は不確かである、と判断された。
このようにして1944年には、各専門部局を動員して、朝鮮問題をめぐるより精密な調査報
告書がまとめられた。日本による植民地支配機構の実情、住民の自治運営能力、国家運営能
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力等についての調査と判断が示されたのであるが、だからこそ即時独立を求めるのは無理で
あり、国際信託統治の下に置くという基本方針は維持されるべきだという結論になる。それ
らは植民地住民の生活や意識に即した課題解決策ではなかった。解放後に住民が抱く生活意
識や、彼らが示すだろう統治能力についてまで検討するための調査は用意されていなかっ
た。その意味では、米軍の朝鮮占領後に依拠できる実際上の調査報告たり得なかったといえ
よう。

Ⅱ

分裂国家の成立へ

１ ．38度線の設定
朝鮮国家の分断を結果として決定づけた北緯38度線の設定は、どのようになされたのであ
ろうか。これまでの通説では、日本の無条件降伏の知らせを受けてペンダゴンで1945年 8 月
10日から翌日にかけて急きょ開かれた国務・陸軍・海軍三省調整委員会（SWNCC、以下略
称で記載）に出席していたボンスティール大佐とラスク少佐が作成した一般命令 1 号の草案
に急きょ38度線で南北に分ける案が盛り込まれたことになっている。一般命令に含まれる米
ソ両軍の占領地域の確定のための作業の中で、ソ連は朝鮮に進軍可能であるが、アメリカは
不可能であるため朝鮮を38度線で切ることが着想された。38度線は、日清戦争後の日露会談
での朝鮮分断交渉のなかで出され、日露戦争前年の日露交渉でも示されていた。南には、首
都ソウルと 3 分の 2 の人口、軽工業の大部分とほとんどの穀倉地帯が含まれる。東北アジア
における米国の国益を少しでも有利に実現するためには、米ソが38度線の南北にそれぞれ軍
隊を進駐させることが出来ればいいと認識された。
しかし朝鮮を38度線で分けるという考え方は、それまでの国務省などでの検討において一
切示されていない。SWNCCでの決定過程は以上のようであるとしても、なぜすでに検討さ
れ合意されていた四大国による国際信託統治案がこの時かえりみられなかったのであろう
か。もちろんヤルタ会談やポツダム会談におけるスターリンの対日参戦の条件をめぐる国益
優先の態度と、 8 月 9 日以降のソ連軍の満州から北朝鮮への進駐という事態を踏まえると、
この時点で国際信託統治案が受け入れられる可能性はほとんどなかっただろう。その意味で
は、カミングスのいう、もしこの問題についての米ソの合意が得られる機会があったとすれ
ばポツダム会談の時であるという指摘は、それが最後の機会であったという脈絡では首肯で
きる＊19。マーシャル参謀総長もマッカーサーも、対日作戦実施のための米軍の厖大な犠牲
を考えると、朝鮮への軍隊の派遣は不可能であると考え、むしろ日米戦争を少しでも早く終
えるためにソ連の対日参戦を望んでいた。そのためにはソ連の「満州」や朝鮮への影響力が
強化されてもいいと認識していた。であれば、米ソの指導者間で国際信託統治案に合意する
可能性があったのではないかと考えることも可能である。
ただヤルタ会談からポツダム会談前までの統合参謀本部（JCS、以下略称で記載）や
−7−

芳井「米国の東北アジア戦後秩序構想の波紋」

SWNCCの議論のなかで、東北アジアにおける朝鮮の位置づけが微妙に変化していったこと
にも留意すべきである（JCSの立案については表 2 参照）
。第一に、1945年 5 月29日付のピ
ネーUSN指揮官補佐官からマックファーランド将軍に宛てたメモランダムによると、リー
ヒ将軍は彼に、統合参謀本部はアメリカの朝鮮・「満州」占領についての非公式案を作成す
るかどうかの当否を問い合わせた。この提案は、スーン・ハンとリーヒがこの件についての
問い合わせに個人的に答えるための意見を求めているからだとしている。理由の第一は、朝
鮮と「満州」は極東においてソ連、中国、日本に接しており経済的にも政治的・文化的にも
最も重要な戦略拠点であるから、米国は極東での平和を維持するために、この地域を勢力均
衡のために中立化する必要がある、という。第二にソ連は、極東での影響力の強化と太平洋
における海軍力を高めるために朝鮮と満州を統治することを求めている。したがって第三
に、戦後ソ連が「満州」を統治することになると、朝鮮も自動的にソ連に統治されることに
なるだろう。日清戦争・日露戦争は「満州」と朝鮮の統治をめぐって闘われた戦争である。
今回の戦争も日本の「満州」侵略から始まった。日米戦争で大きな犠牲を強いられた米国は、
極東における国益と平和を破壊しかねないソ連にこの地域の統治を許すべきではない。第四
に、朝鮮と「満州」は、アジア大陸におけるアメリカの民主主義と企業活動を促進する重要
な協力地域である。もしアメリカ陸海軍がこれらの地域を占領できないと戦争に勝利する意
味がなくなってしまう。それ故米国は、戦略上また戦後計画上朝鮮と「満州」に常置軍を置
くための計画を作成すべきである、と＊20。
表2
作成日
1942.8.8
1944.5.2
1945.6.28
1945.9.20
1945.9.20
1945.9.20
1945.11.24
1945.12.30
1948.4.2
1948.10.25

統合参謀本部朝鮮関係文書の推移

文書番号
JCS73
JCS819/1
JIS176/2
JCS1483/1
JCS1483/5
JCS1483/6
JCS1483/16
JCS1483/20
NSC 8
JCS1380/48

主題
「自由朝鮮人」組織の承認
太平洋地域における米国の民政計画
朝鮮海峡作戦
朝鮮における民政の基本指示
朝鮮における民政の基本指示
朝鮮暫定国際機構
朝鮮関係米国の政策
朝鮮警察軍と国防軍
朝鮮問題に関する米国の立場
日本の限定的再軍備

頁数

1
3
35
23
1
6
6
13
26

注．CCS383Japan, etc, RG218, NA.

このリーヒを介した提案について、マックファーランド将軍は翌 5 月30日に統合戦略調査
委員会（Joint Strategic Survey Comittee）の意見を求めた。 5 月31日、統合戦略調査委員
会のクレス大佐から、否定的な見解が示された。理由は以下の通りである。
⑴米国と同盟国は出来るだけ早い時期に日本が敗北するよう尽力している。その目的の達
成のために米国が負担可能なあらゆる軍事資源を投入することが求められている。
⑵朝鮮と満州を占領するための余裕があるかどうかという問題については、現時点での軍
事的条件に基づいて考える必要がある。
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⑶現在の対日戦争をめぐる戦略的状況から見て、朝鮮と満州に米国軍を送ることは正しく
ないと考えられる。
この見解を受けてマックファーランド陸将は 6 月 2 日付で、リーヒに対して、この問題に
ついての先の統合戦略調査委員会の判断を伝えた。また 6 月15日にこの案件の検討を中止す
る措置をとった＊21。
第二は、ブラックリスト作戦である。統合参謀本部は 6 月14日、日本占領計画を作成する
ようマッカーサー西南太平洋方面最高指揮官とミニッツ太平洋方面最高指揮官に求めた＊22。
この指令を受けてほぼ 2 週間で作成されてポツダム会談の場に送られたのがブラックリスト
作戦の概要である。同案には、日本本土占領ととともに朝鮮半島にも米軍を派遣することが
盛り込まれた。カミングスは同案を「日本の占領に関する細部の項目を規定したもの」であ
るとしているが、 8 月 8 日付の最終案によると、実際には日本降伏後に日本と朝鮮を占領す
る計画であることが明記されている＊23。第一局面で京城、第二局面で釜山、第三局面では
群山・金州に部隊を進出させる計画であった。その目的は一義的には武装解除に置かれた。
日本軍は、日本国内に172万 7 千人、朝鮮に27万人、国民義勇隊が日本国内321万人、朝鮮 3
万 5 千人配置されていると見積られており、それに対応するためであった。朝鮮の占領地は
朝鮮総督府が統括してる人口の多い都市部に限定するとしている。それらの占領地は全人口
の39％、産業施設の18％、農業生産の44％を含めているとした。京城と釜山には第10軍を予
定していたが、最終案では第24軍に変更された。これらは米軍の占領にあたって日本軍が抵
抗することを防ぎ、円滑な軍政を敷くことが出来るよう準備することが目的であった＊24。
第三に、 6 月23日付の統合情報委員のメモランダムによると、統合戦争計画委員会は日本
の飛行機や船舶による妨害を防ぐために朝鮮海峡を確保し、シベリアへの通路を確保すべき
であるとした。ソ連の対日戦は四か月ほどかかるだろうから、このような作戦はX-dayの二
か月後に着手される必要がある、とされた＊25。
第二と第三の問題はいずれも軍事作戦実施のための方策であり、この地をめぐる国益がら
みの問題ではない。だがポツダム会談以前の時期に、軍部側では日本軍の反抗を防ぎつつ米
国を中心とする日本本土の円滑な占領地支配を進めるために、朝鮮をその領域に組み込んで
おくことが必要であると認識していたことを示している。 8 月10日深夜のラスク少佐などに
よる38度線の線引きは、このような軍事的判断を伏線としていたともいえよう。
２ ．軍政と反抗
1945年 8 月11日のSWNCCの38度線を含む一般命令 1 号の採択は、ソ連などが合意しなけ
れば実施できなかった。戦後の朝鮮を国際信託統治とすることについては、トルーマン大統
領がソ連のスターリンに打診し、すでに 7 月 3 日に中国代表宋子文を介して了解を取り付け
ていた。この時統治の具体案は示されず、スターリンもあいまいな合意をしたままであっ
た。そのため 8 月22日付のSWNCC176は、四大国による暫定国際信託統治により進められ
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ることを確認したのみであった。その 2 日後の24日付のJCSからマッカーサーとミニッツ宛
に送られた電報で、大統領がスターリンから一般命令 1 号に同意することが伝えられたこと
が記されている。同命令は日本の降伏を主内容とするものであったが、そこに含まれていた
38度線についてのコメントは特になかったという。電報は、さらに米国軍の朝鮮到着までソ
連軍が南朝鮮に進軍しないだろうという保証はない、ソ連が38度線以南で活動しないことが
確認されているわけではないとしている＊26。
そこで陸軍省は朝鮮への米軍の派遣と占領を急ぐ。ブラックリスト作戦計画では第10軍が
担当することになっていたが、沖縄から直行できる第24軍がその任務をになうことになる。
9 月 8 日、ジョン・ホッジを軍団長とする第24軍の第一陣が朝鮮に上陸した。その前日、
マッカーサー米国太平洋陸軍最高司令官は、朝鮮住民向けに布告第 1 号を出し、北緯38度線
以南の地域と住民の行政権を自らが持つことを宣言した。
しかしこの急な政策決定は、いくつかの解決が困難な問題をその後の朝鮮軍政にもたら
す。第一に、確かにソ連はこの時点で米国の方針を受け入れたが、具体的な内容をともなっ
たものではなかったという問題がある。スターリンにとって問題だったのは、ヤルタ会談で
示されたように、日露戦争での失地を回復することであったという。したがって極東におい
ては、「満州」を確保し、千島を確保すればよかった。実際朝鮮への軍事作戦は後退する日
本軍を追うという補助的なものであった。しかし南北それぞれの軍政が定着すると、「やが
て朝鮮を自由かつ独立の国たらしめる」という目標にどう接近するかという手順がつけにく
くなるという問題を抱え込んでしまった。
第二は、朝鮮住民との関係である。第24軍が進駐する 2 日前の 9 月 6 日、朝鮮各地に成立
した約145と推定される人民委員会を背景として朝鮮人民共和国の成立宣言がなされていた
ことの影響である。その後も、一部の地域では人民委員会が日本軍解体後の治安維持や住民
管理にあたることになる。駐朝鮮米軍総司令官となったホッジは、この事態を全く理解する
ことができなかった。
1945年 9 月 9 日、ホッジは阿部信行朝鮮総督を含むすべての日本人と朝鮮人職員を現職に
とどめ、総督府をそのまま機能させると発表した。朝鮮人より日本人に親近感を示し、より
上層の人々からなる韓国民主党と密接な関係を結んでいく。当初彼らが依拠しようとした安
定した中道勢力は長い植民地支配の下にあった朝鮮では存在せず、右派勢力に依存せざるを
得ないと判断された。そのため李承晩を帰国させ、彼らを中心とする政権構想を進めること
になる。それらの措置への不満が高まるなかで、軍政への抵抗運動が拡がって行く。
そうした事態に対するホッジの対応が、11月13日の南朝鮮国防警備隊創設の発表であっ
た。もちろん彼に軍隊創設の権限はなかったし、SWNCCはそのことを要求していなかった。
ホッジを独走させた状況とは、11月25日付の朝鮮駐留軍からマッカーサーの総司令部に宛て
た電報で示された次のような状況判断である。すなわち、最近開かれたソウルでの朝鮮人共
和国の集会の指導政党はソ連と関係がある朝鮮内の強力な共産主義者によって構成されてい
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る。共産党員ではない左翼も含まれる。彼らが占領統治に対して「戦争宣言」をしかねず、
朝鮮は無秩序状態になるかもしれない、と＊27。ホッジは人民委員会を敵視し、南朝鮮民衆
が「全アメリカ人への怒り」を持っていると認識した。
さらに1945年12月16日付陸軍省への緊急電報は、朝鮮の情勢についての現地駐留軍からの
悲鳴ともいえる混乱状態を伝えている。占領後三か月を経た南朝鮮の現状は、これまで占領
軍が実施してきた建設的努力への怒りと国家分断に対する非難に満ちている。事態はますま
す悪化しつつあるので、これ以上事態を悪化させないような積極的行動が必要になってい
る、と＊28。ホッジ総司令官の緊迫した南朝鮮情勢認識は、北朝鮮統治をめぐるソ連のかた
くなな態度への憤慨とあいまって、緊急に軍政を立て直さなければ破綻してしまうという予
感を生むことになった。
第三に、ホッジが依拠した朝鮮の国内勢力は主として韓国民主党などの右派勢力であった
が、彼らが強く信託統治に反対したため米ソ合同委員会が妥協不能に陥ったという問題があ
る。右派の民族主義的なかたくなな態度や、激しい右派と左派の対立についても、国務省の
調査報告は予測できなかった。
３ ．駐留米軍の撤退
こうした状況に対して米国が選択したのは軍政の立て直しではなく、駐留米軍の撤退で
あった。米国は1947年には、南北分断を確定する方向での重要な朝鮮政策の修正を行うこと
になる。
米国は、1947年に入って南朝鮮の経済復興を助けるための長期計画の立案に着手していた
が、しかしなお将来の統一朝鮮の実現が公式の決定であり、それをくつがえそうとしていた
のではない。南朝鮮における中道勢力への期待をつないでおり、彼らを支援する姿勢も示し
ていた。しかし1947年 3 月12日にトルーマン･ドクトリンが発せられ、米国自身の対外政策
の見直し（封じ込め）がスタートする。 7 月に臨時朝鮮政府の樹立を援助し、信託統治実施
のための提案を作成するための第二次米ソ合同委員会が流産してしまい、この時点で事実上
朝鮮の統一という政策目標が捨てられることになった。
1947年 7 月23日、SWNCCの下部機関として朝鮮特別委員会が設置された。 7 月28日、同
委員会運営委員で国務省北東アジア課のジョン･アリソンは、南朝鮮単独政権成立への見通
しと朝鮮問題の国際連合への上程を提案する覚え書きを作成した。それをもとに 8 月 4 日、
朝鮮特別委員会は「朝鮮における米国の政策」（SWNCC176/30）を採択した。南朝鮮の独
立のためのアメリカの経済援助を実施しないと、米軍の朝鮮からの撤退後はほとんど確実に
ソ連による朝鮮の完全なる支配をもたらしてしまう。そこで南朝鮮への援助を強化しつつ、
同時に朝鮮からの米ソ軍同時撤退をすることを求めた＊29。
他方統合参謀本部は、1947年 4 月以降朝鮮駐留米軍の役割についての見直しを進めつつ
あった。 4 月29日付の統合戦略調査委員会（Joint Strategic Survey Committee）は、朝鮮
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が18の援助対象国の第 5 位ではあるが、アメリカの安全保障にとっての観点では16中第13位
だったので、38度線をアメリカの防衛線にするにはアメリカの経済的 ･ 軍事的負担があまり
に厖大すぎると判断していた。このような軍事力の見積もりの結果作成されたのが1947年 9
月29日付のSANACC176/35である。この国陸海空軍調整委員会極東部会の報告は、最悪の
事態に陥らないために朝鮮から速やかに撤退すべきであると提案した。統合参謀本部はこれ
に全面的に賛成した。統合参謀本部は、駐留米軍にはほとんど戦略的利益がないので撤退
し、他のより重要な地域に用いられれるべきである、と主張した＊30。国陸海三省調整委員
会は南朝鮮からの撤退の必要性は認めつつもソ連の支配を避けるための経済援助は不可欠だ
と主張したが、統合参謀本部は経済援助さえ無駄であるとし、出来るだけ早い時期の駐留米
軍撤退を求めた。この時点では正式決定には至らなかったものの、軍事的観点に立った統合
参謀本部の撤退案がその後選択されることになる。
ソ連は1947年 9 月26日に開かれた米ソ合同委員会で、1948年はじめにすべての外国軍隊を
朝鮮から撤退させるという提案に米国が同意すれば、ソ連軍部隊は米軍部隊と同時に朝鮮か
ら撤退する用意があると提案した。アメリカは、これを渡りに船と受けとめ、撤退のプログ
ラム作りに邁進した。
1948年 1 月30日付の統合参謀本部「朝鮮における米国の政策」は、JCS1483/50によると、
前年 9 月29日付のSANACC176/35の撤退問題に関する部分を次のように改定したという。す
なわち、駐留米軍と軍政府は、南朝鮮政府の創設にともない、出来るだけ早く朝鮮から撤退す
る。遅くとも1948年12月31日以前に駐留米軍が撤退できるようすべての努力をする、と＊31。

Ⅲ

日本の限定的再軍備問題

1 ．再軍備問題の登場と朝鮮情勢
日本の再軍備問題をめぐる研究は、菅英輝によると、計画性と方向性に欠けていたか、そ
れらを持っていたかをめぐって議論されたという。菅は後者の観点に立って、再軍備は「日
本をアジアにおける集団的安全保障の取り決めに組み込むための第一段階ないしは暫定的措
置」として取り組まれたとし、主として中国革命の進展へのリアクションの側面が大きかっ
たと論じた＊32。このような整理に大筋では賛同するが、ただ日本の限定的再軍備問題着手
の決定的契機になったのは朝鮮情勢への米国の対応だったことが明確に位置づけられていな
い。すでに三浦陽一は、1948年 2 月 7 日の南朝鮮単独総選挙反対のゼネストに200万人が参
加したことや、10月20日に韓国国防軍兵員も参加した麗水・順天の反乱が起こったことなど
が米国の日本再軍備計画に直接的な影響を与えたことを指摘しているが、こうした論点をさ
らに詰めて検討する必要があるだろう＊33。
まず1948年 2 月の朝鮮情勢への対応について見よう。 2 月24日付でマッカーサーから統合
参謀本部に送られた電報は、ホッジ駐朝鮮米軍総司令官が以下のような窮状を訴えているこ
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とを伝えたものである。ホッジは、南朝鮮の安全を確保するために必要な最低限の軍事力の
補充に失敗すると、とても危険な状態に陥る。駐留軍は疲弊している。もしより大きな支援
が得られない場合、とてつもない事が起こってしまうだろう。事態はもう賭け事のような危
機に踏み込んでいる。私が提案したように危機に備えるために不可欠の最小限の軍隊を備え
る以外の代替案はない、と＊34。ホッジは、北朝鮮軍への抑止のためには、完全編成の 6 個
師団10万人の南朝鮮軍が必要であると述べていた。だが統合参謀本部は 3 月10日に、 2 月 6
日付のマッカーサー勧告に依拠して 5 万人の歩兵用重火器で装備された南朝鮮警備隊
（Constabulary）の創設を認めたにとどめた。
4 月 8 日 に 決 定 さ れ たNSC 8 「 朝 鮮 に 関 す る 米 国 の 立 場 」 は、 新 し い 報 告 書 で あ る
SANACC176/39を基礎にしたものであり、小規模の援助にとどまっていた＊35。つまり、南
朝鮮の軍事力を北朝鮮軍への抑止力として育成することを排除し、もっぱら治安維持用の軍
隊に限定するものであった。
２ ．講和問題と限定的再軍備問題
日本の占領をいつ終えるかという講和条約締結問題と日本の限定的再軍備問題は連動して
いた。南朝鮮情勢が行き詰まる 1 年前の1947年 5 月に、アメリカ国務省に政策企画室が発足
し、ケナンが室長に就任していた。彼は、アジアの戦後体制を再考し、日本を極東における
唯一の潜在的な軍事 ･ 産業の基地と位置づけた。講和条約締結を延期して経済を復興させ、
最低限の国内治安体制の整備・充実をはかるべきだと考えた。1947年 9 月作成の企画室文書
によると、「外部からの攻撃に対してはアメリカに依存するが、軍事基地のようなある種の
最低限の施設は日本が提供する」とし、また「大衆運動を抑止するため、十分な警察軍およ
び警察力を備える。ただし、これらの武装力は侵略に対する防衛に使用するため、増強の可
能性を妨げない」としている＊36。こうした認識の背後には、「アジアの混乱状態」への情勢
判断が存在していた。中国の内戦がアメリカの思惑を完全に狂わせつつあることに加え、朝
鮮が依然として混沌とした政情不安の渦中にあるので、米国は極東戦略を見直さざるをえな
い、という他の担当者も抱いた認識であった。
ロイヤル陸軍長官は1948年 1 月 6 日、
「日本を全体主義に対する防壁とする」という有名
な演説を行った。比較的安定した再建の途上にある日本を、アジアにおけるアメリカの前進
基地としてとらえなおし、アメリカの国益に沿った役割を果たすように求めたのである。一
方フォレスタル国防長官は 2 月24日に「ドイツと日本の限定的軍備」を部内で検討するよう
求めた。JCS1380/48は、日本の限定的再軍備についてこの時検討された内容をまとめたも
ので、三浦も菅もその内容を紹介している。 4 月19日付でロイヤル陸軍長官に提出された陸
軍省計画作戦局の案は、次のように主張している。ソ連は朝鮮全土を支配するまで南朝鮮へ
の影響力を拡大していくだろう。中国では揚子江の北はソ連の影響力が強くなり、またそれ
以外の地では国民党政府の影響力が低下している。こうした情勢を踏まえると、問題は米ソ
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全面戦争にどう備えるかにある。アメリカの兵力は相当不足しているので、朝鮮や中国東北
部から撤退し、日本本土・沖縄を拠点として防御態勢をつくる。そこで日本の戦略的・地理
的位置を見直し、本土や沖縄に軍事基地を設置すると共に、すみやかに経済を立て直しつつ
再軍備を支援することで政治的独立を保障することが求められる。ただし本格的再軍備は現
実的ではなく、警察力を強化することにより限定的再軍備の道を探る必要がある、とした＊37。
この提言の前提には、日本の再軍備のためには、憲法の改正、ポツダム宣言の放棄、米国に
よって進められた占領政策にともなう諸決定の改定、さらにソ連などが参加する極東委員会
の強い反対を乗り越えるという高いハードルがあるので、とても現実的ではないという判断
があった。これらの点は 3 月21日に開かれたマッカーサー・ドレーパー・ケナンによる三者
会議においてマッカーサーが述べた意見に重なっていた。
さらにいえば、発足したばかりの国家安全保障会議（National Security Council）の 4 月
2 日付NSC 8 「朝鮮に関する米国の地位についての国家安全保障会議の報告」を踏まえてい
たと思われる。同報告は、ソ連の朝鮮における政策の究極の目的が朝鮮全域にソ連の支配を
確立することにあると断じ、それにどうやって対処するかを検討している。ソ連の南朝鮮政
策に対処するために、必要に応じて武力を行使することが必要になる。1948年末までに米占
領軍の撤退を実現しなければならないが、そのためには早急に南朝鮮の警察隊を拡充・充実
させる計画を完遂することが不可欠となる。彼我の軍事力は表 3 のように見積られていた。
南朝鮮の 7 万 7 千人に対し北朝鮮は17万人であり、米ソの占領軍が撤退した後には、南朝鮮
5 万 7 千人、北朝鮮12万 5 千人となる ＊38。NSC 8 が述べているのは、ここまでであるが、
こうした軍事力の格差を踏まえると、米陸軍がJCS1380/48で示した日本本土・沖縄を防御
基地として日本の限定的再軍備を進めるという米極東軍事戦略の転換の理由がはっきりす
る。日本の限定的再軍備構想への着手は、中国国民党政権の弱体化も重要な要素ではある
が、直接的にはこうした緊迫した朝鮮情勢への対応から導き出されたものであった。
表３

NSC 8 における南北朝鮮の戦力比較
米占領軍
朝鮮保安隊

南朝鮮

北朝鮮

計
ソ連占領軍
朝鮮人民軍
計

沿岸警備隊
市民警察
米式警備隊

20000
57000
3000
30000
24000
77000
45000
125000
170000

注．NSC8, Leahy, Box21, Folder142, National Security Council Papers, NA.

ただ最終的に大統領の承認を得た1948年10月 9 日付NSC13/2 「合衆国の対日政策に関す
る国家安全保障会議の勧告」では、第 7 項に「日本の警察機構は現有警察力の増強、再装備、
および現在の中央集権的警察組織の拡充によって強化される」と記されているものの限定的
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再軍備にまでは踏み込んでいない＊39。しかし10月20日には南朝鮮で国軍兵士が参加する麗
水・順天の反乱が起こり、李承晩政権は動揺を深める。また中国での国共内戦は揚子江以北
の広大な地域に広がり、12月 6 日に解放軍が北京に無血入城した。国務省北東アジア局長
マックス・ビショップも12月17日付の覚え書きで、米軍の撤退により朝鮮全域が共産勢力の
支配下に置かれると日本列島がサハリン・千島・朝鮮の三方面から包囲されざるを得ないと
述べたという＊40。NSC13/ 2 の修正による限定的再軍備の挿入が、統合参謀本部から再び強
く求められるようになる。1949年 9 月になると、マッカーサーも、来たるべき講和会議で強
化された警察力とある種の軽武装を許す問題がとりあげられてよい、と伝えた。その翌年の
1950年 6 月に起こったのが朝鮮戦争であり、日本に駐留していた米軍が朝鮮半島に移動する
のにともない、限定的再軍備の前段である警察予備隊が設置されることになった。

おわりに
東北アジアの諸地域で暮らす多くの住民の間には、第二次世界大戦の終結を迎え、食糧難
にあえぎながらも平和で民主的な社会創出への期待感があふれていた。軍事侵攻作戦を展開
した日本に対して民主化・非軍事化が求められ、そうした理念に基づいた新憲法が制定され
たことは、敗戦国日本の住民にとって幸いであった。だが東北アジア全体の戦後に目を転じ
ると、中国内戦から朝鮮戦争へと続く熱戦と冷戦が激しく交錯する不安定な状況が生まれて
おり、厖大な住民がその渦中に巻き込まれた。その生殺与奪を握っていたのは、戦後の世界
秩序の中心的担い手としての米国とソ連であった。
小稿では、米国の戦後東北アジア秩序構想の推移を検討することに重きを置いた。戦時期
の国務省の朝鮮関係調査文書は間島問題の経緯から説き起こしており、朝鮮農民の実態に触
れるなど深い分析力と洞察力を発揮したものであるが、間島で暮らす住民の平和や安全を考
えてのことではなく、米国の安全保障のための枠組みづくりのためであった。もちろんウィ
ルソン的な平和理念や大西洋憲章に基づいた国際信託統治以外の選択肢がこの時にあったと
はいえない。国務省の朝鮮関係調査文書は、歴史的経緯や住民の実情について綿密な分析を
蓄積したが、日本の植民地支配とそこで暮らす住民意識に即した検討ではなかったため、戦
後の軍政のあり方に指針を示すことが出来なかった。
四大国による国際信託統治の実施という政策課題も、米ソ両国間の協調と不信のはざまで
38度線を生み出すことになり、さらに調査文書ではまったく予測されなかった国内状況への
対応に追われ、米ソ対立の拡大という結果をもたらした。こうして成立した分断国家のあり
方が、その後の東北アジアにおける熱戦と冷戦の一つの重要な要因となった。
日本の限定的再軍備計画立案も、1947年夏に統合参謀本部が南朝鮮の駐留米軍の撤退方針
を決定したことに始まる。ポツダム宣言受諾による制約や日本国民の平和憲法への強い支持
などのため米国の思惑通りに再軍備計画が進められたわけではないが、朝鮮戦争の勃発に
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よって警察の名を冠する警察予備隊の設置が実現し、さらにサンフランシスコ講和と日米相
互安全保障条約をセットで締結することにより1954年に陸海空の自衛隊が発足した。限定的
再軍備着手の経緯をふりかえると、自衛隊は米国の東北アジア秩序構想の展開過程の枠内で
着想され、それに制約されて誕生したものであった。
［本研究はJSPS科研費15K02861の助成を受けたものです。］
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