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「ハル・ノートと日米暫定協定
〜日米交渉とハル国務長官〜（その一）」

ワシントンDCの国立公文書書館Ⅱで資料を眺めていると、歴史の通説の検証の大切さを痛感す
る事実に直面することがある。

さて、為村浩一理事からワシントン在住の日本人
の皆さまに「大変興味深いテーマを研究されている
ので何とかその一部だけでもご紹介頂けると有り難
いと常常思っています」とのご依頼を受け、『ワシン
トン日本商工会会報』に駄文を書かせていただくこと
になった。通説とかけ離れている場合には、具体的
な資料を示し、信憑性を高めることができればと考え
ます。お付き合いください。

日本では昭和16（1941）年11月26日に野村吉
三郎駐米大使に渡されたハル・ノートは有名であ
る。悪名高いと言うべきであろう。英語ではHull’s  
Ten Points Noteと書かれることが多い。このハル・
ノートの直前まで日米暫定協定案（Modus Vivendi）を提示することを考えていたのが、コーデル・
ハル（Cordell Hull）国務長官であった。ハルは関係各国の大使や公使に昭和16年11月22日と11
月24日に暫定協定案の骨子を示し、また米陸海軍にも原案を披露していた。このことから窺えるの
は、ハル国務長官は日米の風雲急を告げる中、日米暫定協定案を締結し、日米関係を破局から救
おうとしたことである。『ハル回顧録』でハル国務長官はほとんど言及せず、日米交渉を行ったのは
「国防準備のために時間を稼ぐためであった」と述べている。しかし資料を読む限り、これは本当な
のだろうかと思わざるをえない。むしろハル国務長官は日本との関係を改善すべく、野村吉三郎大
使と数十回近く会談し、両国関係の改善に真摯に取り組んだのではないだろうか。

　11月24日に英国ハリファックス（Halifax）大使と豪州ケーシー(Richard Casey)公使は個人的
な見解として、「何も提案しないよりも、ハルの考えに基づく対案を日本に提示することを望む」とそ
の場でハルに述べているが、これは英豪両国政府が日米暫定協定に賛成であったことを示してい
る。

しかし、日米暫定協定は日本側に提示されずに、ハル・ノートが提示された。開戦時の外務大臣
東郷茂徳はハル・ノートこそが最後通牒であったと東京裁判で主張したが、その真偽はさておくとし
て、なぜ急転直下に日米暫定協定案が葬られ、ハル・ノートの提示となったのだろうか。ハル・ノー
トに驚いたのは、イギリス大使とオーストラリア公使であった。

11月27日午後4時15分にハル国務長官との会談を行ったケーシー公使はオーストラリア政府に
以下の骨子の電文を送った。

「ハルは動揺していた（depressed and upset）と感じた。ハルは暫定協定案を葬ったのは中国
であると批判し、中国が強く反対したために暫定協定案は破棄せざるをえなかったと語った。ハル
は26日と27の仏印の領事館からの日本軍の増強に関する電文をケーシーに見せた。ハルは仏印
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ドシナからタイ国を侵略し、ビルマロードを攻撃するだろうと述べた。」（Documents on Australian 
Foreign Policy 1937-49, Vol.5, No.133, pp.236-37）

米外交文書（Memorandum  of  Conversation,  by  the  Secretary  of  State,  November 
27,1941,FRUS1941,Ⅳ p.668）でもチェックしておくと、ハルの記述によれば、ケーシーの発言は
以下の通りである。オーストラリアとアメリカの外交文書の違いは一体何に由来するのだろうか。

「ケーシーは暫定協定案がもう望みはないのかどうか知ろうとしたので、ハルは、望みはないと
答えた。ケーシーは蒋介石の動向や他に何が原因になり日米協定が破談になったのか知ろうとし
た。ハルはハリファックス大使の暫定協定案に対する賛意は十分承知しているが、チャーチル首相
やイーデン外相からきたメッセージでは賛意というものはみられなかった、と返答した」

1941年11月27日の米外交文書の記録は戦争の瀬戸際での、ボタンの掛け違いの怖さを伝え
ている。11月27日朝ハリファックスの緊急の申出によって会見したウェールズ（S.Wells）国務次
官は、ハリファックス英国大使から「昨夜ハル長官から日本の大使に渡した文書内容の概略説明
を受けた。議論してきた暫定協定案が提示されずに、なぜこのような急な変更を行なったのか理
解できない」という質問を受けた。（Memorandum of Conversation, by the Under Secretary of 
State(Welles),November 27,1941,FRUS1941,Ⅳ, pp666-67）（ From Washington to Foreign 
Office, No.5419, F12859, 26th November, 1941, PRO: FO371/27913）ウェールズは、ハルから
の要望であるとした上で、「理由の一つは、最初の段階での冷淡な態度(half-hearted support)と英
国政府からの繰り返された質問（raising of repeated questions）である」と答え、イギリス政府に責
任の一端があるとした。これに対してハリファックスは「理解できない、英国政府は完全に支持する
とハル長官と話し合ってきたのではないか」と応え、ウェールズは「昨日の大統領宛チャーチルのメ
ッセージは『完全な支持』（full support）と言えるようなものではなく、むしろ提案内容に関する重大
な疑問の提起であった」と応じた。

日米コミュニケーションギャップという言葉があるが、英語を母国語とする国と国でのコミュニケー
ションギャップである。こんなことがあっていいのだろうか。しかも日米開戦につながったとしたなら、
世紀のコミュニケーションギャップである。（次回に続く）
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暫定協定案が葬り去られた原因はどこにあるのだろうか。ワシントンDCでどのような動きがあっ
たのか、資料で確認していこう。

スティムソン陸軍長官（H.L. Stimson）の日記によれば、11月25日9時30分にノックス海軍
長官、ハル国務長官との定例会議で「ハルは3ヵ月の休戦案を提示した。彼は今日か明日
のうちに日本側に提案するつもりであった。・・・中略・・・私には日本がそれを受諾する機会
はほとんどないと思われた」と記録されている（Diaries of H.L. Stimson, Reel 7, Vol.36、
実松譲編『現代史資料　34　太平洋戦争1』（みすず書房、昭和43年）14～15頁の訳）。11月25日
にハルはイギリス大使（デスク日誌では10：30）、オランダ公使（デスク日記に時刻など記載なし）、
中国大使（デスク日誌ではハルのアパートで20：00）の順で面会した。イギリス・ハリファックス大使
との会談で、ハル国務長官は、暫定協定案は中国にとっても有益であるという考え方を示した。当
時国務省に勤務していたH.ファイス『太平洋戦争への道』（The Road to Pearl Harbor）によれば、
引き続きオランダ公使ラウドンが来て、暫定協定案に賛成であるが、石油輸出量は制限されるべき
であるという見解を伝え、中国大使胡適は蒋介石の意見を伝えた、と記述されている。

スターク（H.R. Stark）海軍作戦部長は真珠湾攻撃査問委員会で「11月25日だったか、26日
だったか思い出せない」と振り返った後、以下の骨子の証言を行なった（U.S. Congress Joint 
Committee on the Investigation of the Pearl Harbor Attack “Pearl Harbor Attack Hearings 
before the Joint Committee on the Investigation of the Pearl Harbor”,United State 
GPO,Washington:1946以下Pearl Harbor Attackと略記 ,Part5, p.2148.同じ記述がp.2329）。

「蒋介石のメッセージ、それをばらまいたことはハルを大いに悩ました。暫定協定案を廃棄させた
のではなかろうか。その時はじめてハルは日本との外交交渉で問題解決はできないと言明した」

スターク海軍作戦部長の証言を総合すれば、以下のようになる（Pearl Harbor Attack, Part5, 
pp.2326-27. p.2331）。

11月25日に暫定協定案を破棄することを考え始め、26日に破棄の決意を固めた。11月25日の
軍事委員会とは別にハルと会談した折、ハルが暫定協定案に対する胸中を披れきしたことを鮮明
に覚えている。25日の軍事委員会で何を言ったか思い出せないが、蒋介石のメッセージでハルの
胸中は燃えていたのではなかろうかと推察する。蒋介石のメッセージはハルにだけ送られたのでは
なく、国会議員にも送られた。鮮明に残っていることは、中国はハルを支持すべきである、中国のた
めにやっているのに理解していないと語ったことである。ワシントンではハルが宥和に走っていると
いう批判があり、そのことをよく知っている。

スタークはH.E. キンメル(Kimmel)大将に宛てた11月25日付け書簡の中で、「ハルとの長時間の
話をした後で、事態が重大な局面にさしかかっているというメッセージを1日か2日前に送った」と記
し「本日の会議で、ハルは大統領と同じく、日本の奇襲攻撃を再び持ち出した」との趣旨を送ってい
る。11月24日のハルとの私的会話の直後に、スタークは一回目の戦争警告（War Warning）を米
海軍の各基地（当然ハワイにも）に出したこともわかる。スタークのキンメル宛書簡からわかること
は、スタークは11月24日と25日連日、ハルから直接、日米交渉の前途に対する厳しい状況を聞い

「ハル・ノートと日米暫定協定
〜日米交渉とハル国務長官〜（その二）」
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たということである。ハルが本音で話せる一人がスタークであったのだろう。

スティムソンは有名な11月26日の日記の中で以下のように記されている（Diaries of Henry Lewis 
Stimson, Roll 7、『現代史資料　34　太平洋戦争1』15～16頁の訳）。

「ハルは私を今朝電話口に呼び出して、昨日ノックスや私が日本のことに対して言及したあの提
案をすべてご破算にし、しかも、そのほかには提議することは何もないと通告する決意を固めた、と
述べた。ハルがその案を中国にみせると、中国はその提案に反対した。・・・（中略）・・・蒋介石は特
別メッセージを送り、中国ではその提案はおそろしく印象が悪く、その措置をとることは中国の士気
を挫き、蒋介石の敵である日本がそれを使うことになるという苦情を訴えた。宋子文が私のもとへ
手紙を寄せ、私に面会を求めてきた。そこで、私は今朝ハルを電話で呼び出しその旨を伝え、この
問題について宋子文は私に何を求めているかを尋ねた」

日時が前後するが、陸軍長官スティムソンに米陸軍GⅡから「日本軍が南に向かっている」とい
う情報が11月25日の午後に入る。すぐさまスティムソンはハルに電話を入れ、大統領にもGⅡの
情報を伝達した。これがローズベルトを怒らせることになったことになったようだ（Diaries of Henry 
Lewis Stimson, Roll 7）。海軍作戦部長のスタークは米陸軍GⅡの情報について何も証言していな
いので、日本軍南下の情報については何も知らされていなかったのであろう。

戦後東京新聞の坂井特派員が1956年7月28日にホーンベック（元国務省極東担当顧問）の自宅
でインタビューしたところ「25日の午後に暫定協定案をとらないことを決意した」、「ハル長官の決定
には26日の朝ルーズベルトが同意した」とホーンベックは語っている（夕刊昭和31年7月29日）。ス
ティムソンの日本軍の南進情報も暫定協定案破棄の大きな要因であろう。

当時海軍戦争計画部長Chief of the War Plan Sectionであった Ｒ.Ｋ.ターナー（Richard K. 
Turner）大将の査問委員会における証言によれば、11月26日午前10時30分頃に国務省担当の
連絡官であるシュアイアマン（R.E. Shuirman）大佐からターナー、スターク、インガソール（R.E. 
Ingersoll、海軍作戦部次長）に「ハルはこれ以上の交渉は無理である。事態は陸海軍の手中に
ある」「国務省はすでに暫定協定案を渡さないことに決した」という骨子の説明が行なわれた。こ
の日米交渉の頓挫という情報を踏まえて、３人の米海軍首脳は陸軍と調整後、11月27日に再び「
戦争警告」の電文を米陸海軍の各基地に発した（Pearl Harbor Attack, Part4, pp.1947-48.）スタ
ーク作戦部長は11月26日午後1時20分にハルから電話を受けている。ハルは午後5時に野村、
来栖両大使に10か条からなるノート（所謂日本では悪名高い「ハル・ノート」）を手交した。スターク
作戦部長は11月27日にハルから「日本との交渉は終わり、陸海軍の手中にある」と知らされた。
同じ日の11月27日（11：05にハルから電話を入れる）に「暫定協定案を提示したのか、断念したの
か」を電話で確認したスティムソン陸軍長官に「私はそれから手を引いた。いまやそれは君とノック
スとの手中、つまり陸海軍の手中にある」と、ハルは話した（Pearl Harbor Attack, Part5, p.2124, 
pp.2322~2323.）。しかしハルは10か条提案の内容を陸海軍首脳には一言も漏らさず、スタークは
日本大使館が東京に打電した外交電報の傍受「マジック」によって、11月28日にその全貌を知るの
である。

国務省と海軍省の連絡官のシュアイアマン大佐（当時）が実際どのような報告を行ったのかに関
する資料は、管見の範囲では公開されていない。どのような情報が海軍省に送られていたのかに
関する資料の発掘は、小生のワシントンDCでの大きな課題の一つである。シュアイアマンは諜報
関係の仕事についていることも付言しておこう。日米関係に関する非公開資料であるが、ほとんど
公開されているが、戦時中日本の国内にアメリカに情報提供者がいたと思われるが、これは依然と
して「謎」につつまれている。（次回に続く）
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「ハル・ノートと日米暫定協定
〜日米交渉とハル国務長官〜（その三）」

「ハル・ノート」はなぜ日本で悪名高いのだろうか。一つの理由は、極東国際軍事裁判（所謂東京
裁判）で「最後通牒」であったか否かという点を争点に据えようと日本側弁護団が試みたからであろ
う。

被告の東郷茂徳外務大臣はハル・ノートこそは日本に開戦を決意させた「最後通牒」であったと
述べ、暗に日米開戦を先に仕掛けたのは米国側にあると示唆した。一方コーデル・ハル国務長官
は、戦後の回想や査問委員会の証言で、11月20日に日本がアメリカに渡した「乙案」こそが「最後
通牒」であると書いた。（『ハル回顧録』中公文庫、180頁）二人の回想は相手側に「先に仕掛けた
のは貴様だ」と批判の矛先を向けている。この相違は、回想録の記述をどこまで信用できるのか、
またどのように読むべきなのかという問を読み手の側にも投じている。ハルは回顧録で、日米暫
定協定案の関係各国との顛末、スティムソンの日本軍南下情報にはほとんど言及せずに「われわ
れは十一月二十一、二十二の両日反対提案を作ろうと思って、暫定協定とこれに付け加える恒久
的な協定の大綱を起草した。われわれは暫定協定につける十項目の平和的解決大綱を考えた」
（181頁）と書いているが、暫定協定案とハルの十カ条提案があたかも最初からワンセットであった
かのようなに記述している。

東京裁判で日本側弁護団は、「ハル・ノート」が最後通牒であったという弁護方針で臨む作戦を立
てた。（国立公文書館『Ａ級裁判参考資料　真珠湾攻撃と日米交渉打切り通告との関係』、法務省　
平成11年　4B-23-5929）弁護団は野村吉三郎駐米大使にヒアリングを行い、ハル・ノートを最後通
牒とみたのかと聞いたが、弁護団の目論見とは異なり、野村はそのように思わなかったと答えた。（
国立公文書館所蔵　『野村大使と弁護士会談記録（第二回）』、請求番号「法務省　平成11年　4A-
22-7355」、昭和21年9月16日）

「私の得て居る感想ではこれを以てアルチメータムで直ちにアメリカに戦争するといふようなもの
とは思つて居らなかつた・・・中略・・・私は必ずしも最悪の場合には外交関係も断つといふようなポ
ジビリティーを言ふて居るだけであつて、一旦話が打切れたとて、それで急に両国が話をしないや
うになるとは思つて居なかつたのです」

一方東郷茂徳は『東郷茂徳外交手記―時代の一面―』（原書房、昭和42年、261頁）の中で次の
ように述べる。

「即ち『ハル』公文は、米当局の予想によれば交渉が決裂して戦争になるとして万事を準備した
後、日本側の受諾せざることを予期したものであつて、日本に全面的屈服か戦争かを選択せしめ
んとしたものである。」（現代仮名遣いに変更）

東郷茂徳はここで東京裁判のロジックと同じく、「ハル・ノート」は最後通牒であったと指摘している
のである。来栖大使も戦時中の昭和17（1942）年12月に刊行した『日米交渉の経緯』の本文で以
下のように書く。

「米国側はこれに対し十一月廿六日附をもつて、三国条約よりの実質上の離脱、支那並に仏印
よりの全面的撤兵、南京政府の否認、多邊的不可侵条約による華府会議体制の再建等、わが国
の受諾到底不可能なること最初より明瞭なる諸点を含みましたノートを突きつけて参りましたので、
交渉はここに最後の重大なる難関に逢着するにいたつたのであります」（21頁）



Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.

JCAW Copyright © 2011 All Rights Reserved.
会報内すべてのコンテンツの無断転用を禁じます。 

7

号外 〜Vol.2〜

ハルは来栖が戦時中に書いた『日米交渉の経緯』の概要を知っていただろう。来栖をハル回想
録の中で厳しく評価しているが、この点も不思議であるのだが、来栖の戦時中の言動も影響してい
るかもしれない。野村は戦前・戦時中・戦後も変わらぬ一貫性を持っているが、来栖は戦前、戦時
中、戦後で書いたもので論調に違いがある。

『ハル回顧録』（中央公論文庫、2001年）で「日本の宣伝は、この十一月二十六日のわれわれの
覚書をゆがめて最終通告だといいくるめようとした。これは全然うその口実をつかって国民をだま
し、軍事的掠奪を支持させようとする日本一流のやり方である」（184頁）と書いている。

真偽は別として、ハル、野村、東郷は三者三様の回想である。一体本当のところはどこにあるの
だろうか。資料に当たり、検証するしかない。

　「ハル・ノート」がどのように作成されたのか、米国国立公文書館Ⅱで捜したが、決定的な資料が
出てこない。作成された経緯が依然として謎に包まれているのである。一方暫定協定案に関しては
資料が出てくる。財務省のD．ホワイトの意見は暫定協定案に取りいれられたのであって、ハル・ノ
ートではない。筆者の第一感では「これはまずかった」との判断が働き、資料を公開できないのだろ
うというものである。前号、前々号で述べたが、ハルは日米暫定協定案を日本側に提示する予定
で、米陸海軍にも見せ、関係各国にも概要を説明した。しかし「Hull’s Ten Points Note」の内容は
何も示していないのである。様々な要因が複合的に働き、急遽11月26日に野村、来栖両大使にハ
ルノ10カ条提案を行ったのであった。オーストラリア外交文書やイギリス外交文書に明記されてい
る英・豪両国が暫定協定案に賛成であった点は米国外交文書（FRUS）には何も記述されていな
い。

スティムソン日記や米海軍首脳のスタークやターナーの真珠湾査問委員会での証言を踏まえる
と、ハルはスティムソンの「日本軍の南下情報」などを受けて、暫定協定をあきらめて急に作成した
ハルの10カ条提案を作成した。この前後に米陸海軍幹部に対して「陸海軍の手中にある」（I have 
washed my hands of it）と語っている。日本軍が1週間以内に南方で軍事作戦に出ると考えたこと
は間違いあるまい。オーストラリア公使のケーシー（Richard Casey）が11月29日にハルを訪ねた
が、「外交の段階はもう過ぎ去」ったと語っている。（『現代史資料34　太平洋戦争1』11頁）ハルはこ
の時点で日本軍の攻撃があるに違いないと考えていた。一方ケーシー公使も日米関係がデットロ
ックに乗り上げている緊張の緩和に必死の努力を行ったということもわかる。

ローズベルト大統領やハル国務長官が予期した日本軍の1週間以内の作戦行動はなかった。お
そらくこの段階でローズベルト大統領やハル国務長官は「Hull’s Ten Points Note」はやり過ぎたと
思い、予期した日本軍の軍事行動はなかった。それまでに検討されていた「天皇への親電」が持ち
上がったのであろう。「天皇親電」の経緯も今後の筆者の課題である。11月26日に連合艦隊は真
珠湾に向け出港していたのである。

対日強硬論者のハロルド・イッキーズ内務長官の12月7日付けの日記（The Secret Diary of 
Harold L. Ickes, Volume Ⅲ）には、日本と交渉を推進したハルは騙されていたという趣旨の罵詈
が綴られているが、この類の批判をハル国務長官は常に意識しなければならなかった。ハルは 
「日本との戦争準備の時間稼ぎのために日米交渉を行った」と査問委員会で発言し、この証言が
偽証にならないように意識して『回顧録』をハルは書かなければならなかった。米国議会図書館
Manuscript Libraryにあるハル文書のマイクロフィルムを眺めると（同じものが国立国会図書館憲
政資料室）、ハルの回顧録は査問委員会の証言とほとんど同じである。しかも弁護士と相談しなが
ら書いている。日本の政治家が東京裁判を意識して回顧録を書かなければならなかったように、真
珠湾攻撃の各種査問委員会での発言を踏まえて回顧録を書かなければならなかったことがわか
る。

戦後昭和28年11月に野村吉三郎がハルを訪問した際、ハルは「共通の努力をなしたり」と本音を
語った。回想録を書いているハルとは違い、日米交渉に真剣に取り組んだハルの姿がここにはあ
る。

私はハル国務長官が日米開戦を避けるべく奮闘したが、米国国内の強硬派であるモーゲンソー、 
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スティムソン、アチソン、イッキーズ、ホーンベックなどに屈して、暫定協定案を出せなくなったと考え
る。コーデル・ハルには日本で「ハル・ノート」の悪いイメージがつきまとっているのは歴史のアイロ
ニーであろうか。我々日本人は「ハル・ノート」のイメージを払拭して公平に評価すべきであろう。米
国では対日強硬派のモーゲンソー、スティムソン、イッキーズの日記が連合国勝利の後に公刊され
ている。対照的に郵政長官ウォーカーの日記はノートルダム大学アーカイブには1941年12月7日
以降しか残っていない。日米交渉時の日記は見当たらない。戦勝国と敗戦国ではまったく違う。日
本では対米強硬派の日記がなくなっている。まさに対照的である。

これで3回連載した「ハル・ノートと日米暫定協定―日米交渉とハル国務長官―」を終わります。
お読みいただきありがとうございました。

次回は野村吉三郎文書(国立国会図書館憲政資料室所蔵)から浮かび上がる、日独伊三国同盟
の新しい解釈を示したいと考えています。
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日独伊三国同盟を野村吉三郎文書からどのように
とらえることができるのか書きたいと思います。

これまでの通説では、日独伊三国同盟の目的が
日独伊ソ四カ国同盟にまで発展させることにより、日
本の対米開戦を防止するのが松岡洋右外務大臣の
真のねらいであったと解釈されてきた。

外交史研究で著名な細谷千博は論文「三国同盟
と日ソ中立条約（一九三九年～一九四一）」（日本
国際政治学会太平洋戦争原因研究部『太平洋戦
争への道　5　三国同盟・日ソ中立条約』、朝日新聞
社、1963年、261頁）の中で「松岡外相の大構想」と
いうものの存在を強調している。細谷の描いた松岡
の「大構想」の要諦は下の一文に疑縮されている。この構想は、よく読めば、近衛手記の内容をほ
ぼ踏覆している。この点の確認からスタートしよう。

「松岡の胸奥に秘められていた『大構想』とはほぼ次のような輪郭のものであった。まず三国同盟
の成立をはかる。次にこの同盟の威力をかりて日・独・伊・ソ四国協商の実現をはかる。その際、と
くにドイツのもつ『対ソ影響力』を活用して、ドイツをして日ソ国交調整にあっせんの役割を担当させ
る。さらに、『四国協商』が成立すれば、この提携の力の威圧を利用して対米交渉に乗出し、諸懸
案の妥協をはかると同時にアメリカをしてアジアおよびヨーロッパでの干渉政策から手を引かせ、
同時にこれらの地域での平和回復に共同努力することを約束させる。なお、この間三国同盟および
四国協商の力で米英を牽制して、日本の南進政策を推進する。こうしてヨーロッパ・アジア・アフリカ
で四国間に生活圏を分割し、世界新秩序を樹立する。」

次に近衛文磨「三國同盟に就て」（『平和への努力』、日本電報通信社、昭和21年）を引用しよう。
いわゆる近衛手記である。

「獨逸崩壊といふ重大事事実に直面し、一部には三獨同盟に対する責任を云々するものあるや
に聞く。仍ちこゝに余の所見を述べて置きたいと思ふ。

余は今以て三国同盟の締結は、当時の国際情勢の下に於ては止むを得ない打倒の政策であっ
たと考へて居る。即獨逸と蘇聯とは親善関係にあり、欧州の殆ど全部は獨逸の掌握に帰し、英国
は窮境にあり、米国は未だ参戦せず、かゝる情勢の下に於て獨逸と結び、更に獨逸を介して蘇聯と
結び、日獨蘇の連携を実現して英米に対する我国の地歩を強固ならしむることは、支那事変処理
に有効なるのみならず、これによりて対英米戦をも回避し、太平洋の平和に貢献し得るのである。」
（27頁）

「然しながら、昭和十五年秋に於て妥当なりし政策も、十六年夏には危険なる製作となつたので
ある何となれば獨蘇戦争の勃発によりて日獨蘇連携の望みは絶たれ、蘇聯は厭応なしに英米の
陣営に追込まれてしまったからである。」（27、28頁）

「三国同盟の前提たる日獨蘇の連携は最早絶望である。……（中略）……蘇聯を対象とする三国
同盟の議を進めながら、突如其相手蘇聯と不可侵条約を結びたることが、獨逸の我国に対する第
一回の裏切行為とすれば、蘇聯を見方にすべく約束し、此約束を前提として三国同盟を結んで置

「日独伊三国同盟と野村吉三郎」（その一）」
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きながら、我国の勧告を無視して蘇聯と開戦せるとは、第二回の裏切行為といふべきである。」（25
頁）

要するに、対米戦は避けようとしていたということ。そのために日独ソの連携という視点から対米
戦を回避するために日独伊三国同盟を結んだということ、の二点を主張している。独ソ開戦によっ
て、近衛の構想は画餅帰したということが述べてある。他面、ドイツへの批判をすることで、自己正
当化を試みているとも読める。

近衛の回顧録（近衛手記）をどこまで信用できるのであろうか。本当なのだろうか。今回は野村吉
三郎の戦後の回想と付き合わせてみよう。

竹橋の国立公文書館の東京裁判関係資料の中にある『野村吉三郎氏談』（第一回、昭和21年9
月12日）には「松岡ト云フノハ三十年来知ツテ居ルノダガ中々彼ノ意見ハ本当ニ腹ニ考ヘテルコト
ヲ捕捉スルノハ難カシノデス　彼モ『アメリカ』トノ戦争ハ慾シテ居ラナンダ」とあり、以下のように指
摘する。

「近衛サンモ二兎ヲ追ウテ居ツタ　ソレハ松岡アタリカラ『インフルエンス』ヲ受ケテヤツタト云フ　
私ノ想像デスガ日米関係ハ難カシクテ尋常一様ノ手段デハイカヌノデ、外交関係ヲ強化シテ行ツタ
ラ日米関係ヲ改善出来ルト云フヤウナ見方ヲ『インフルエンス』サレテ、日独同盟ニ依ツテ日米親善
ヲ得ラレルガ如キ『イリュージョン』ヲ持ツテ居ツタ、斯ウ私ハ見テ居ルノデス」

『改造』（27巻2月号、1946年）に掲載された野村吉三郎「ハルと松岡　日米交渉顛末記」で「松岡
君が私に何度も説明して同じことを繰返したところは、三国同盟は結局米国を相手にしてゐる条約
ではあるが、実は三国同盟によつて日米戦争を避けよう、そうしてアメリカを参戦させまいとの考へ
なのである」（33頁）と書き、「日本が独伊と三国同盟を結べばアメリカを牽制出来ると思つたのは
大きな間違ひであり、アメリカと日本とは国力において対等でないことを知らなかつたことが大きな
誤算であつた。」（35頁）と回顧している。

　近衛と野村の戦後の回想を読む限り、三国同盟がどのような狙いがあり締結に至ったのかとい
う点で食い違いがある。次号以下でこの点を一次資料で掘り下げて行こう。

付記
井口武夫『開戦神話　対米通告を遅らせたのは誰か』（中公文庫、2011年7月）が文庫本として

刊行されました。最新資料が取り入れられた文庫本は一読の価値があります。またＮＨＫ出版から
上梓された『日本人はなぜ戦争へと向かったのか　下』（2011年6月）には小生のインタビュー記事
「1941年、開戦までのアメリカ」が掲載されています。若いディレクターとＮＨＫ出版の担当編集長が
誠意のある方でしたので、小生の言いたかったことをそのまま活字にしてくれました。お読みいただ
ければ幸甚です。テレビの歴史番組は単純な勧善懲悪に陥りやすい危険性がつきまといます。
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前号で『改造』（27巻2月号、1946年）に掲載された野村吉三郎「ハルと松岡　日米交渉顛末記」
を引用したが、同工異曲の回想を引用しよう。国立国会図書館憲政資料室所蔵の野村吉三郎文
書1057「四月二十六日　第一部会　野村吉三郎講演」である。この講演録には青木得三氏が事務
局長官を務めた「戦争調査会」の印があり、日付が昭和21年9月10日となっている。野村が戦争調
査会で9月10日（他の会場で4月26日）に講演を行ったのか、戦争調査会が9月10日に野村の講演
録を入手したのか、わからない。

「近衛首相とも大分話をした。近衛さんは三国同盟に対する意見を発表してをられるが、私は近
衛さんは二兎を追ふてをったといふ印象を受けてゐる。近衛さんは三国同盟をやって、日米国交調
整が出来る、かういう信者であったと私は見てゐる。すべての点にそう感ぜられる。・・・要するに二
つ天秤に掛けて、巧くこれを操ろうといふ考へでをられたと私は見てゐる。」

野村吉三郎の回想は近衛の三国同盟締結の意図がどこにあったのか鮮やかに描き出している。
「二つ天秤に掛けて、巧くこれを操ろう」としたのであれば、それは政治家近衛文麿の驕りであり、
自信過剰を示唆することになり、回想録『近衛手記』では触れたくなかったであろう。それよりもドイ
ツに責任を転嫁し、ソ連とも仲良くするはずであったと書いた方が「二兎を追う」と書くよりも自己弁
護には都合がよかったはずである。

国立国会図書館の野村吉三郎文書から当時の野村の書いたメモと野村の回想を眺めると、よく
一致している。野村の回想録は当時の記録やメモに基づき書かれているため極めて正確で、脚色
がなく信用ができることが窺える。歴史家からすれば、野村回想をよりどころに安心して青史を刻め
る。

三国同盟のくだりは野村自身が書いた英語の回想でも読むことができる。
Admiral Kichisaburo Nomura, Stepping Stones to War, United States Naval Institute 

Proceedings, September, 1951,Vol 77, No 9, pp..927-931.

国立公文書館の極東国際裁判関係資料の中に『Ａ級裁判参考資料　日、独伊関係』（法務省平
成11年4B－23-5917）があり、及川古志郎の「供述者」が二通りある。その一つ「供述者　及川古
志郎」の中で「二．三国同盟締結ノ直接」とする項目で以下のように回顧している。

「目標ノ第一ハ米国ノ参戦防止デアリ、其ノ第二ハ対蘇親善関係ノ確立デアルガ其他ニモ独逸ノ
謀略封止及帝国生存権ノ確保ト言フ点等モ考慮ニ置カレタ・・・・・・・・

特ニ自動的参戦ノ義務ヲ負フコトニ対シテハ絶対反対ノ態度ヲ堅持シタノデアル。然ルニ其ノ後
ニナツテ松岡外相ノ言ツタ処ニ依レバ「独逸ハ現段階に於テ帝国ノ欧州戦参加ヲ要望シナイバカリ
デナク米国ノ参戦防止ニ就テハ我国ト同様以上熱意ヲ有シ之ノ点我ト協力セントスル充分ナル要
望ヲ認メ得タルコト及同盟締結後ト雖モ如何ナル場合ニモ其ノ行動ハ自主的デヨイコト、日蘇関係
ニ就テハ極力友好的了解増進ニ努メルコト等ノ諒解ニ到達シタ」トノ事デアツタ。・・・最早海軍トシ
テハ従来反対セル理由ヲ失ヒタルノミナラズ当時澎湃タリシ枢軸支持ノ輿論ニ　抗シテ海軍独自ノ
立場ヲ固執スルコトハ却ツテ熾烈ナル国内対立を惹起スルモノト考ヘ余ハ閣議ニ於テ「現下ノ局面
ヲ打開スル為ニハ海軍トシテハ他ニ名乗（妙案？―引用者）ヲ持タズ」ト申述ベタシ次第デアル。」

　米内光政海軍大臣時代にいわゆる第一次三国同盟に反対したのは、ドイツとアメリカが交戦
状態に陥った際に日本がドイツの側に立ち「自動的参戦ノ義務」を履行する条項があったからであ

「日独伊三国同盟と野村吉三郎」（その二）」



JCAW Copyright © 2011 All Rights Reserved.
会報内すべてのコンテンツの無断転用を禁じます。 

12

Japan Commerce Association of Washington, D.C., Inc.
号外 〜Vol.2〜

る。反対するのは当然である。
及川海軍大臣は昭和天皇の信任が厚かったことは『昭和天皇独白録』を読めばわかるが、日米

開戦に最後まで反対したことは周知の事実であろう。及川海相就任直後に三国同盟が締結された
ことと、近衛総理大臣に開戦の決定を「首相一任」したことの二点で及川古志郎は敗戦後厳しい批
判を受けた。例えば井上成美は新名丈夫編『海軍戦争検討会議記録　太平洋戦争開戦の経緯』（
毎日新聞、昭和51年）所収の「第二回特別座談会（二次）」（178頁、原本を国立公文書館東京裁判
資料の中で確認）の中で「陸海軍争うも、全陸海軍を失うより可なり。なぜ男らしく処置せざりしや。
如何にも残念なり」と発言している。

「首相一任」について触れよう。及川は避戦の意向である近衛に事前に「首相一任」すると伝えた
うえで、「首相一任」している以上、どこに問題があるのだろうか。後知恵に依存しない限り、これ以
上先を読むことは不可能であろう。小生は最善を尽くしたと考えるが、資料から言えることは及川海
軍大臣ほど避戦に尽力した海軍軍人は他にいないということである。

野村吉三郎文書（請求番号212）の中に野村宛の面白い英文書簡があった。差出人は極東軍事
裁判所の弁護人John G Brannon（シカゴで弁護士を開業中）で、日付はJune 14, 1951である。野
村の著書を読んで、読後感を記している。

While at the trial I attempted to make as exhaustive as possible study of this situation when 
he left the matter in the hands of the civilian governmental head, Premier Konoye.

In reality was it not really Konoye who was the weak one?
You criticize the military of Japan for being independent of the civilian government in those 

days, and yet in your writing you castigate the Navy for allowing the government to make the 
great decision Is this not true?

中略

Many of the younger officers, the so-called “hot-heads”, were advocating war. But it has 
been proven to me that Yamamoto was not confident; neither was Nagano.  Admiral Nagano 
talked long and often on this point.  He was influenced greatly by the opinion of Admiral 
Yamamoto, as he told me many times. And altogether Yamamoto is one of your greatest naval 
heroes, respected and loved by all who knew him and reversed by millions of your people, it 
is my opinion that he did not give vent to his avowed opposition to war in as strong a manner 
as he could.  If his influence over Nagano was as great as Nagano told it was, I believe that 
Admiral Yamamoto could have done much more than he did to strengthen the Navy’s attitude 
into a positive announcement against war.

この書簡の面白さは欧米の研究者・弁護士がロジカルに物事を考えることができることをよく示し
ている。前半部分の書簡は野村の軍国主義という指摘を受けて、及川海軍大臣の首相一任をシビ
リアンコントロールという観点からどのように考えたらいいのかという点を鋭く突いている。満州事変
以降の陸軍軍人の暴走、日本の右傾化、二・二六事件や五・一五事件のようなクーデター未遂事
件は本当に恥ずかしいことで、弁護などできないが、及川海相や東條英機総理大臣（陸軍大臣の
時と比べると違いは明白）は米国との開戦を避けようと努力したことは明らかである。これらを同列
に論じてはなるまい。

読者に面白い論考を一つ紹介したい。Mark Trachenbergの書いた『The Craft of International 
History』の中の第4章「Developing an Interpretation through Textual Analysis: The 1941 Case」
である。日本の陸海軍のトップが開戦に逡巡していた様を鮮やかに描き出している。Trachenberg
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のロジカルな展開能力を角田順『太平洋戦争への道』と比較されたい。同じ資料を読みながら、ま
ったく違う結論を引き出している。小生の『太平洋戦争と石油』と同じような見方を示している。

さてJohn G Brannonの書簡の後半部分で山本五十六連合艦隊司令長官に言及されている。山
本五十六は太平洋開戦にどのようなスタンスを取ったのだろうか。筆者が不思議でならないのは、
山本五十六が開戦に反対の論拠とされる書簡集『五峯録』の信憑性をなぜ疑わないかと言うことで
ある。東京裁判に提出されたものであり、原本と照らし合わせ、書き換えが行われていないか書簡
一点一点確認する作業を行う必要がある。東京裁判で東條英機が自分からどのように責任をかぶ
っていったのかも明らかにしていく必要があろう。昭和16年の連合艦隊の動きは資料がないのはな
ぜなのだろうか。ここでは読者に問題点をなげかけるにとどめよう。筆者の課題である。

「東京裁判」は勝者が敗者に押しつけたのだろうか。敗者はどのようにストリーを立て、それを勝
ち取っていったのだろうか。忌憚なく言うなら、東京裁判では日本側の弁護ストリーの解明がこれま
で不充分であった。またかかる問題意識すらなく、読み筋から欠落したままであった。日本の弁護
ストリーが戦後史観にどのように受容されてきたのかを明らかにすることで、これまでの歴史像の
形成を跡付けることができると同時に、歴史の新たな解釈が可能となるのである。国立公文書館の
極東国際裁判資料は日本側の対応策を明らかにしている点で歴史解釈に新しい一面を照射する
であろう。もちろん勝者が敗者を裁いたといのも事実である。

最後に蛇足を挟むことを許されたい。鳩山由紀夫の首相在任時に日米関係と日中関係を「二つ
天秤」に掛けて、「巧くこれを操ろう」としたことは、今思い出すだけでも恐ろしいことであった。国際
感覚の欠如・音痴ぶりは、沖縄普天間基地をめぐる安易な発言でもすぐわかる。「二兎を追う」とい
う点で、どこの国とも仲良くしようという単純素朴な発想である。近衛文麿の日独伊三国同盟と同じ
ような発想である点に気づかされる。民主主義国家のリーダーである米国との緊密な関係と、経済
成長が著しいものの事実上一党独裁で選挙も行われていない国家との関係を同列に論じることは
ナンセンス（馬鹿げている）である。国益を損なうだけだ。

付記
5回にわたりお読みいただきありがとうございました。面白い資料をみつけましたら投稿させてい

ただきます。次回のワシントンDCで資料調査の際にお目にかかれれば幸いです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　終わり

三輪宗弘プロフィール

九州大学　記録資料館　産業経済資料部門

東京工業大学高分子工学で有機化学や化学工業を学び、大学院では社会工学を専攻。以後、
文系・理系の枠にとらわれない研究姿勢を貫いている。

徹底的な一次資料重視の研究スタイルで、インタビューも行うが、資料で裏付けを取れないもの
は論文に使用しない。先行研究や回想録も一次資料と照らし合わせて、評価する姿勢を崩さない。

日本の文書館はもちろんのこと、海外の米国国立公文書館、英国国立公文書館、米国議会図書
館、英国国立公文書館、FDローズベルト大統領図書館、スタンフォード大学フーバーアーカイブな
どのアーカイブや図書館で一次資料を探し、それに基づき論文や著書を書く。 

著書に『太平洋戦争と石油―戦略物資の軍事と経済―』（日本経済評論社、2004年、オンデマン
ド版あり）
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