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スマイル会資料   
 

         満州事変から太平洋戦争まで 
戦争回避のチャンスはあったか？            

                              ２０１９．０５．２３ 
                                 片岡康昭 
１．まえがき 
戦後 75 年たって現在の視点から過去の戦争、事変の現在まで明らかになった要因、個人や

集団の責任を考察した。またそれぞれのターニングポイントにおいてだれがどのようにし

たらあるいはしなかったらどうなったか、またそのようにする難易度について考察してみ

た。現在の視点で第二東京裁判を行うとだれがどのように責任を負うべきかをランク付け

してみた。さらに今まで表面に現れなかったマスコミの行動と責任、現在悪者になっている

陸軍に対して海軍は本当に善人であったのかについても言及した。 
 
２．日本はいつから満州事変、日中戦争への道を歩み始めたか 
孫文の死後広東国民政府は国民革命軍（蒋介石）による北京政府からの奪権を目指し北伐戦

争を開始した。中国国民革命である。日本は国民革命に敵対、田中義一内閣（政友会）は三

次にわたり山東出兵を行い省都済南の軍事占領を続けた。済南を迂回した蒋介石国民政府

は北京政府を崩壊させ、中国統一はひとまず達成された。日本は北京政府を統治していた軍

閥張作霖に奉天に退去するように勧告した。１９２８年６月４日張作霖の列車は奉天駅に

おいて関東軍参謀石原莞爾により爆死させられこれを国民革命軍の仕業とし、これを口実

に満州を占領する計画であった（首謀者石原莞爾）。田中義一内閣は共産党勢力に大弾圧を

加え組織をほぼ壊滅し（３．１５事件）２８年３月治安維持法を改正し、最高刑を死刑とし

た。１９２８年は戦争へのターニングポイントとなった。国際社会では２８年８月パリ不戦

条約が締結され戦争を違法とした。アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリヤ、日

本などが署名、批准、中国も加盟しのちに６３か国が加盟国となった。１９２８年は「戦争

違法化」へ向けた世界史の転換点となった。 
関東軍参謀の石原莞爾は同じく参謀の板垣征四郎とコンビを組んで満州を軍事占領するた

めの謀略を計画３１年９月１０日夜、奉天近郊の柳条湖で満鉄線を爆破、これを張学良の東

北軍の仕業として軍事行動を開始した。中国国民政府は国際連盟に提訴した。３２年 1 月

昭和天皇は関東軍の策謀と独断的軍事行動を称賛する勅語を発した。（責任者天皇、石原、

板垣）。これにより満州侵略は日本の国策となった。 
日本では 18年政友会総裁の原敬が首相になって以後政党の総裁が首相となり組閣する内閣

制が続いていた。しかし、３２年５月１５日海軍将校グループが「国家改造」を唱えて決起、

犬養首相を殺害した。これにより政党内閣政治は終焉を告げ軍部による専横政治が始まっ
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た。 
３３年２月、国際連盟総会は満州事変と「満州国」について日本の主張を認めない決議を賛

成４２、反対 1（日本）棄権１で採択、日本はこれに反発して３４年３月国際連盟脱退を通

告、天皇も国際連盟脱退の詔勅を下した。このころ世界の流れを日本は把握できていなかっ

た。満州事変に対して中国国民政府の蒋介石と東北政権の張学良は不抵抗主義をとったが

各地で抗日ゲリラ闘争が発生した。関東軍は抗日義勇軍の討伐を進める一方農業移民を送

る計画を実行した日本では満州国開拓移民と言っていたが、実情は中国農民から土地を強

奪し日本人を移住させた。最初の満州国開拓移民は在郷軍人で組織した武装移民団であっ

た。３５年９月関東軍憲兵司令官兼関東局警務部長に就任した東条英機は東北抗日軍と共

産党勢力撲滅に執念を燃やした。３７年３月関東軍参謀長となった東条英機は治安粛清作

戦を指揮、東北抗日連軍を壊滅させた。その後日本人の分村移民や一般人の満州開拓移民が

膨大に送り出されるようになった。 
 
３．日中戦争はどのように準備されたか 
日中戦争の歴史書は一般に盧溝橋事件（３７年 7 月 7 日）から日中戦争が勃発したように

記述されているが日中戦争は日本海軍によって積極的に拡大、遂行された重要な歴史的事

実を見落としている。天皇の統帥権を錦の御旗にして専横的に政治権力を手にした陸軍内

部では統制派と皇道派が３６年２月２６日早暁クーデタを試みた（２．２６事件）。昭和天

皇は激怒して武力鎮圧を命じ、決起部隊を反乱軍とみなす奉勅命令を出した。この結果、軍

部の強権的政治体制が確立、日中戦争は陸軍の主導権を掌握した統制派によって遂行され

る。また海軍は天皇の統帥権を利用した軍部強権政治体制を利用して本格的に日中戦争を

準備した。この場面での責任者は首謀者 17 名の他帝国陸海軍の解体的出直しを講ずべきで

あった点からして荒木貞夫大将などが挙げられる。 
関東軍は満州支配に続いて「満州国」に接する華北の支配に着手した。土肥原賢二奉天特務

機関長が中心となり３５年傀儡政権の冀東防共自治政府を樹立した。３６年になると日本

政府は華北五省を国民政府から分離させる「華北分離」政策を決定した。陸軍は２．２６事

件以後支那駐屯軍を１７７１人から５７７６人に増強し、北京周辺で軍事訓練、演習を公然

と行った。翌年の盧溝橋事件は起こるべくして起こったのである。２．２６事件の衝撃を利

用した海軍の主導で「帝国国防方針」をそれまでのソ連を仮想敵国とする北進論に米英を仮

想敵国とする南進論を加えて「南北併進論」に改定させた。力の分散を行う最悪の戦略であ

った。広田弘毅内閣はそれをそのまま認めて、そのための予算を配分し、軍備拡張をするこ

とを定めた「国策の基準」を決定、陸軍は対ソ戦、海軍は対米英戦争を準備していくことと

なった。アジア太平洋戦争の始まりである。この時の海軍はかってワシントン海軍軍縮条約、

ロンドン軍縮条約を締結した「国際的、開明的」な海軍とは一変し対米強硬派の皇族伏見宮

博恭軍令部総長（１９３２～１９４０）の人脈で海軍首脳は固められていた。山本五十六は

海軍軍縮条約で制限の対象とならない海軍航空交兵力の開発と拡充に努めた。日本の陸軍
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と海軍は中国大陸の縄張りを決め、満州・華北は陸軍、華中・華南、台湾は海軍の管轄に棲

み分けてそれぞれ作戦の主導権を尊重しあった。３６年９月、海軍の管轄であった広東で日

本人が殺害された事件と、上海で水兵が中国人に殺害された事件が発生した。海軍中央（軍

令部と海軍省）は直ちに日中戦争準備態勢に入り「渡洋爆撃」への出撃に向け待機した。し

かし陸軍中央（参謀本部と陸軍省）が強く反対したので海軍の日中戦争発動は実現しなかっ

た。このことは海軍が３７年９月謀略による大山事件を仕掛け、第二次上海事変を勃発させ

る伏線となった。この間中国側は蒋介石の監禁、西安事件などが起こった。 
 
４．日中戦争はどのように起こったか 
３７年 7 月 7 日盧溝橋事件が発生した。事件そのものは偶発的に発生したもので現地軍の

間で停戦協定が成立した。しかし陸軍参謀本部内で統制派の武藤章や田中新一らの拡大派

が華北分離の懸案を一気に解決するという「中国一撃論」を主張して勢力を拡大、石原莞爾

らの不拡大派を凌駕した。この時点で拡大派を抑えれば以後の展開は大きく変わっていた

（難易度Ｂ）。近衛文麿内閣は陸軍が要請した日本軍の華北派兵を認め「北支事変」と命名

した（責任者：近衛、武藤、田中）。前年に日中戦争を企図としながら陸軍の反対で不成功

に終わった海軍は好機到来とばかりに華北から華中、華南への戦争を拡大する態勢に入っ

た。一方石原莞爾参謀本部第一作戦部長ら不拡大派は天皇も望んだ北支事変の早期解決に

動き、近衛内閣も賛同して「日華停戦条件」を決定、秘密裏に国民政府と和平交渉を進めた。

国民政府もこれに応じ８月９日に上海において和平交渉を開始した。和平交渉が成立し「日

華停戦」が実現することを恐れた現地海軍は同日夕方上海特別陸戦隊西部分隊長の大山勇

夫を中国保安隊に射殺させる謀略を仕掛けた。現地海軍の思惑通り日本国内の世論が激高

「暴支膺懲」が叫ばれ、のちに日中戦争のスローガンとなった（この時点で海軍は平静に事

実を調べ、マスコミも正しい取材をすべきであった）。８月１３日海軍特別陸戦隊と中国軍

との間で第二次上海事変が開始され、華北の戦争は上海に拡大した。海軍航空隊は南京を渡

洋爆撃する態勢をとったが台風のため中止、１４日、１５日なって決行した。宣戦布告をし

ていない南京を爆撃したのは戦争国際法に違反する不法行為であったが日本の軍部、政府、

国民にその意識は欠如していた。１３日夜の臨時閣議で米内光正海相は陸軍の上海派遣を

強硬な態度で決定させた。米内海相は翌１４日の夜も臨時閣議を開かせ、近衛内閣に「暴支

膺懲」の帝国声明を発表させた。帝国声明に基づき陸軍は「上海派遣軍」（松井岩根司令官）

を出動させ、政府は北支事変を支那事変と改名、日中戦争は海軍の思惑通り中国との全面戦

争に拡大した。９月になって上海飛行場を開設した海軍航空隊は中攻機隊と九六式艦上戦

闘機による南京空襲部隊を編成、１１次にわたり南京空襲を敢行した。南京空襲の目的は中

国の首都の軍事、政治、経済機能を破壊して、国民政府を屈服させ、中国国民に敗戦を意識

させることにあった。現在の戦争の主要形態となっている都市空爆戦争の先駆けである。海

軍航空隊は広東、漢口、南昌その他の中小都市の空爆も行った。日本海軍機による中国の無

防備都市の爆撃および日本の中国侵略を非難する世界の世論が高まる中で９月２８日国際
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連盟総会は「都市爆撃に対する国際連盟の非難決議」を全会一致で採決した。アメリカのル

ーズベルト大統領は１０月５日シカゴにおいて日本に対する経済的、政治的封鎖をにおわ

せる「融離」演説を行った。さらに、国際連盟総会の提案を受けてイギリスとアメリカが提

案国となって１１月３日からブリュッセル会議を開催、日本の中国侵略に対する制裁措置

を検討することとなった。日本が最も恐れたのは石油や鉄などの軍需物資を大きく依存し

たアメリカの主導による経済制裁が決定されることであった。日本政府はドイツ政府に申

し入れて国民政府との和平交渉を開始した。中華ドイツ大使の名にちなんでトラウトマン

和平工作といわれる。ブリュッセル会議が日本の中国侵略を道義的に批判するだけに終わ

ったことに勢いを得た日本の政府、軍部は１１月２０日戦時における最高統帥機関である

「大本営」を宮中に設置した。本格的な日中戦争の構築である。三か月に及び苦戦した上海

戦は武藤章作戦課長が作案、現地に飛んで指導した第１０軍による杭州湾上陸作戦が功を

奏して上海戦は終結した。上海派遣軍は第１０軍と合わせて中支那方面軍（松井石根司令官）

を編成し、武藤章が参謀副長となった。統制派で拡大派の武藤章は国民政府の首都南京を攻

略して降伏させ「中国一撃論」の正しさを証明しようとした。松井石根司令官は南京を攻略

して蒋介石政府を倒し、親日派政権を擁立することを最初から考えていた。中支那方面軍は

多田駿参謀次長の統制に従わず、上海戦で疲労した大軍を食料補給、装備、運輸も不十分な

まま南京攻略に向かわせた。大本営は中支那方面軍の独断専行を追認して１２月１日南京

攻略命令を下令した。日本軍は南京城の攻撃、包囲殲滅戦を展開、１２月１３日に南京占領、

続いて徹底した残敵大掃討を繰り広げ、世界に報道されて国際的非難を浴びた南京大虐殺

事件を引き起こした。（この時の責任者松井石根、大本営）。南京陥落の前日の１２日、空か

ら南京防衛軍の陣地を爆撃した海軍航空隊は中国軍の指導部が船舶に乗って長江上流へ脱

出しつつあるという情報を得て、長江上の船舶の爆撃に向かい、先頭の村田重治隊がアメリ

カの砲艦パナイ号を急降下爆撃して沈没させた（パナイ号事件）。パナイ号事件で４人が死

亡、ヒューズ艦長は重傷を負った（村田重治の処分については不明）。衝撃を受けたアメリ

カ国民の間に日本商品ボイコット運動が広まった。のちに日本海軍が真珠湾攻撃をすると、

アメリカではパナイ号事件を「真珠湾攻撃への序曲」と想起するようになった。日本におい

てもパナイ号を撃沈した村田重治が真珠湾攻撃において最初に戦艦バージニアを魚雷攻撃

で炎上させた。またパナイ号事件ではアメリカ政府との対応に奔走した山本五十六海軍次

官が日本連合艦隊司令長官として真珠湾攻撃を指揮した。さらに常州の基地で南京爆撃を

指揮した参謀が真珠湾攻撃の作戦計画を立てた源田実であった。山本、源田、村田の三人は

パナイ号事件が「真珠湾攻撃への序曲」となったことを証明した。 
 
５．日中戦争はどのような戦争だったのか Ⅰ 
国民政府壊滅を目指した大作戦の展開（１９３８年） 
中国の首都南京を逃れた国民政府はすでに重慶の遷都を決定し、武漢に暫定的な首都機能

を移して抗日戦争の態勢を整えていた。３８年１月１４日、近衛内閣はトラウトマン和平工
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作を打ち切り「国民政府を相手にせず、国民政府の壊滅を目指し新政権を樹立する」という

閣議決定を行った（この時点で和平工作の可能性は？難易度Ｂ）。大本営、政府連絡会議の

決定を経て翌１６日、近衛内閣は、帝国政府は爾後国民政府を相手にせずという近衛声明

（第一次近衛声明）を発表した。日中戦争の目的は国民政府を壊滅させ、新たに親日政府を

樹立することにあると定めたのである。徐州は華北と華中を結ぶ交通の要衝である。徐州に

国民政府の主力を結集しているという情報を得た日本軍は５月１７日、徐州を占領、日本国

内では提灯行列をするなど戦勝気分を盛り上げたが、中国主力軍はすでに退却してしまっ

ていた。大本営は８月２２日「中支那派遣軍は海軍と共同で漢口付近の要地を攻略すべし」

と武漢攻撃作戦（武漢作戦、漢口作戦ともいわれる）を命じた。海軍は武漢地区の占領を強

く要請した。二か月に及んだ武漢攻略作戦は日本、中国とも大軍を投入、それまでの日中戦

争におけるもっとも大規模な戦闘となった。日本軍は１０月２７日武漢全域を占領した。し

かし中国政府は日本軍の武漢侵攻を予想して６月には奥地の重慶に政府機関を移転、主力

軍も地の利を利用して撤退していたので中国軍に打撃を与えるという日本軍の目的は達成

できなかった。日本軍はイギリス領の香港を通じて欧米からの国民政府援助物資が搬入さ

れることを阻止するために武漢攻撃作戦と同時に広東作戦を命令した。周到な準備をした

日本軍が台湾を出発、広東に侵攻したが国民政府の抵抗はほとんどなく１０月２１日には

広東を占領した。蒋介石は武漢撤退に際して「全国国民に告げる書」を発表して全面抗戦の

堅持を呼び掛けた。３８年に日本軍は国民政府の「潰滅」を目指して大作戦を敢行したにも

かかわらず壊滅することができず、日中戦争は長期戦の泥沼に入り込んだのである。中国は

抗日戦争は長期持久戦段階に入ったと位置付けた。３８年１１月３日近衛内閣は「東亜新秩

序建設声明」（第二次近衛声明）を発表、国民政府の新秩序への参加を拒否するものでない

と和平の期待を盛り込み「国民政府を相手にせず」という第一次近衛内閣声明を修正した。 
 
６．日中戦争はどのような戦争だったのか Ⅱ 
日本海軍は３９年２月１０日から中国大陸の南端にある海南島への侵攻作戦を開始、三日

後には作戦を終了した。海軍は海南島を軍事占領して航空基地と軍港を建設した。海軍は海

軍航空隊の陸上基地を開発、運営、防衛するために海南警備府を設置した。日米戦争では戦

艦同士の決戦は行われず、初戦では航空部隊を主力とする航空母艦同士の決戦が展開され

たが、ミッドウエー海戦の敗北以後は陸上基地の争奪戦が重要となった。アメリカは海軍の

海南島軍事占領と南進基地化に抗議して３９年７月２６日、大統領の権限で「日米通商条約

廃棄通告」を日本政府に提出、同条約は６か月以後無効になると通告した。アメリカ政府に

よる対日経済制裁の第一段階となった。陸軍の北進論、北進政策は「満州国を基地にして沿

海州、東部シベリヤ、内モンゴルへも進出する」というものであった。３８年夏の「満州国」

と朝鮮と沿海州の国境地帯の張鼓峰で日本軍（朝鮮軍）が挑発したソ連軍との軍事衝突事件

が発生した（張鼓峰事件）。ソ連軍に一方的に敗北した日本軍に対して関東軍参謀辻正信は

ソ連軍の警備が薄いとみなした「満州国」と国境を接する東部モンゴルからソ連のバイカル
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方面へ侵攻する作戦計画を立てるようになった。モンゴル人民共和国は２４年に建国され

たアジアで最初の社会主義国であった。日中戦争が開始されると日本に通敵するのではな

いかというスターリンの猜疑心が強まり３７年１０月から３９年５月にかけてモンゴル人

民革命党、政府、軍の指導者二万人余が銃殺され、モンゴル軍が崩壊状態にあるという情報

を得た関東軍司令部はモンゴルに侵攻する好機が到来したと判断した。３９年５月末ハイ

ラルから出撃した関東軍の部隊はモンゴル／ソ連軍がハルハ河を超えたと攻撃した。しか

しソ連軍の反撃により一部隊が全滅した（第一次ノモンハン事件）。関東軍においては辻正

信参謀と参謀（作戦主任）の服部卓四郎が陸軍の飛行兵団と戦車兵団からなる大部隊を出動

させてソ連軍を撃滅させ、さらにモンゴル領内に進攻する作戦を積極的に進めた。７月２日

からハルハ河をはさんで関東軍とソ連軍の大部隊が第二次ノモンハン戦争を開始した。日

本軍の第２３師団は潰滅し辻や服部は関東軍の全部隊を投入して決戦を挑もうとしたが

（私的な復讐の臭いが強い）、大本営は第二次世界大戦の勃発というヨーロッパの情勢の急

変にともない関東軍司令部の幹部を更迭、日本政府は９月１５日にソ連と停戦協定を結ん

だ。この時ソ連はドイツのポーランド侵攻に対処するためあっさりと和平に応じている。服

部と辻は更迭された後参謀本部の作戦課長、辻は作戦班長に栄転した。（この人事の責任者

は不明）。ノモンハン戦争でソ連の機械化部隊の圧倒的な戦力を見せつけられた二人は北進

論から南進論に転向、アジア太平洋海戦に向けて参謀本部を積極的にリードしていくこと

になった。ノモンハン戦争は対ソ戦から対米英戦争への一つの大きな転換点となった。 
 
西ヨーロッパにおけるドイツの電撃的勝利は日中戦争に行き詰まっていた日本社会に大き

な衝撃と興奮を呼び起こした。新情勢の到来によって宗主国の敗滅した仏印（ベトナム）や

蘭印（インドネシヤ）、さらにはドイツからの攻撃にさらされているイギリスの植民地（香

港、マレー半島、ビルマ）に進出して資源、特に蘭印の石油を手に入れる絶好の機会が到来

したと軍部、政府、世論も色めき立った。ナチスドイツのような強力な「新体制」を構築す

る必要があると近衛文麿は第二次近衛内閣を組閣、４０年８月１日「ドイツのヨーロッパ新

秩序」に呼応して東南アジア、南太平洋を含めた「大東亜秩序」を確立するという「基本国

策要綱」を発表した。ノモンハン戦争の責任を取った陸軍参謀本部の首脳が更迭された後の

第一作戦部長となった富永恭次は陸軍の北進論を南進論に転換させた。富永は自らハノイ

に乗り込み参謀本部の制止を無視して南支那方面軍をハイフォンから上陸させ４０年９月

２６日北部仏印に武力進駐を強行した。これに対抗してアメリカ政府は同日、対日屑鉄輸出

の全面禁止の断行に踏み切ったので日本は日米開戦への決定的な第一歩に踏み込んだ（責

任者：富永恭次）。さらに近衛内閣は松岡洋右外相が積極的に動いて９月２７日日独伊三国

同盟を締結、いわゆる枢軸国陣営を形成してアメリカやイギリスに敵対する立場を明確に

した。 
第二次国共合作によって華北の共産党軍は国民革命第八路軍（八路軍）、華中の共産党軍は

国民革命軍新編第四軍（新四軍）に編入替えされた。４０年８月下旬から１０月上旬にかけ
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て二次にわたり八路軍は日本軍が占領する華北の主要鉄道、通信線、日本軍の拠点に対して

全勢力をあげて奇襲攻撃を加え大きな損害を与えた。皇軍の威信失墜という屈辱を味わっ

た北支方面軍は共産党八路軍の抗日拠点に対する「燼滅掃討作戦」を治安維持作戦として実

施し、徹底的殺戮、破壊、放火、略奪して生存不可能とするもので、中国では三光作戦と言

われた（焼光、殺光、搶光）。日本は４１年夏の段階で「満州国」の関東軍を除いて約８５

万人にも上る日本軍を中国大陸に投入していたが、中国における後方戦場の拡大強化によ

り正面戦場における戦果も減殺された。国民党と共産党とは中国革命を巡っては敵対する

勢力であったが、第二次国共合作により相互補完的に抗日戦を戦った。そして中国における

「正面戦場」と「後方戦場」という二つの戦場の形成により日本軍が日中戦争に勝利する展

望は消滅した。武漢占領後、陸軍は「陸軍航空兵団」海軍は海軍航空隊の基地をそれぞれ建

設した。地上戦における国民政府軍の潰滅作戦にことごとく失敗、行き詰まった日本軍は重

慶の都市と住民を標的にした「無差別爆撃」を行い重慶国民政府の屈服を迫るという本格的

な戦略爆撃を３９年から開始した。重慶市民に対する無差別爆撃の惨状は国際的な批判を

呼び起こし、特にアメリカにおいては様々な中国支援団体が政府と協力しつつ石油、屑鉄、

機械などの対日軍需物資禁輸に向けた働きを行った。 
 
７．日中戦争からアジア太平洋戦争へ 
第二次近衛内閣の松岡洋右外相は４１年４月１３日日ソ中立条約を結んだ（有効期限５年

間）。ソ連は独ソ戦準備のため、日本は南進政策を進めるためであった。６月２２日、ドイ

ツが独ソ不可侵条約を一方的に破ってソ連に侵攻、独ソ戦が開始された。７月２日大本営御

前会議において「情勢の推移に伴う帝国国策要綱」を決定、まず仏印およびタイに進出、さ

らに南方進出の態勢を強化し対英米戦争を辞せずとした。対ソ戦については独ソ戦の推移

が日本にとって極めて有利に進展すれば、武力を行使して北方問題を解決するとした。この

ため北進と南進の両方を準備することになった。日本は日ソ中立条約を締結している手前

「密に対ソ武力準備」を関東軍特殊演習」（関特演）の秘匿令で実施した。７月７日日本陸

軍創設以来空前の８５万人、２６個師団基幹態勢を整える大動員が下命され、７月１３日か

ら大部隊が満州北部のソ連との国境付近に集中輸送された。しかし、８月初旬を過ぎても日

本軍が期待したソ連がドイツによって崩壊する好機は到来しなかった。大本営陸軍部は８

月９日、年内の対ソ戦を断念「１１月を目途とする対南方作戦準備の促進」という対英米開

戦準備の方針を決定した。「関特演」が陸軍主導で行われたのに対し、「南部仏印進駐」は海

軍の主導で行われた。４１年７月２５日陸海軍共同の大部隊が海南島の三亜港を出港、８月

４日に南部仏印進駐は終了した。南部仏印進駐に対抗してアメリカ政府は７月２５日在米

資産の凍結令を公布、８月１日対日石油全面禁輸を発動した。海軍航空隊は南部仏印進駐と

同時期の４１年７月２７日から８月３１日まで陸軍爆撃隊と共同で重慶爆撃の１０２号作

戦を敢行した。重慶市街を徹底的に破壊して重慶政府を降伏させるという目的のほかに、こ

の作戦はアジア太平洋戦争の開戦に備え日米航空決戦の実習演習という性格を持っていた。
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８月１５日、及川古志郎海相は各航空隊に１０月２５日まで各航空隊や各艦船部隊に対し

てアジア太平洋戦争開戦に向けた戦闘準備を発令した。１０２号作戦は３月３１日で終了

となり、アジア太平洋戦争開戦初日の奇襲攻撃作戦のための準備と猛訓練に入っていった。

４１年７，８月の間は参謀本部内ではまだ北進派、南進派と日中戦争解決優先派の対立があ

ったが、ノモンハン戦争にかかわった田中新一が作戦部長、戦争を仕掛けた服部卓四郎が作

戦課長、辻正信が作戦課兵站班長に就任、彼らはノモンハン戦争の惨敗の反動として積極的

な対米英開戦論者となり、参謀本部内を対米英戦争論にまとめるために積極的に動いた。４

１年９月６日の大本営御前会議において「帝国国策遂行要綱」を決定、「帝国は自存自衛を

全うするため、対米（英蘭）戦争を辞せざる決意のもとに概ね１０月下旬を目途として戦争

準備を完成す」とアジア太平洋戦争の開戦を決定した。山本五十六連合艦隊司令長官は御前

会議で開戦を決定した後「艦隊としてはゼロ戦、中攻、各１０００機ほしいが現在ゼロ戦は

３００機しかない、しかしこれでやれぬことはない」と述べた。４０年以降十分な訓練を積

んだ海軍航空隊の戦力への自信がうかがえる。ゼロ戦は１２月末には５５０機を超えた。第

二次近衛内閣は１０月１６日に総辞職し、二日後に対米強硬派による東条英機内閣が成立、

１２月８日のアジア太平洋戦争へと日本は突き進んだ。 
 
８．日中戦争はどのような戦争だったのか Ⅲ 
４１年１２月８日、日本はアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリヤに宣戦布告、同日

アメリカ、イギリスも対日宣戦布告し、９日中国国民政府は正式に日本、ドイツ、イタリヤ

に宣戦布告、１１日ドイツ、イタリヤがアメリカに宣戦布告した。東条内閣は「支那事変を

含めて大東亜戦争と呼称する」と発表した。第三次世界大戦の一環となったので中国は連合

国２６か国の一員となり、日中戦争は日米戦争を中心とするアジア太平洋戦争に包摂され

た。日中戦争はアジア太平洋戦争の「中国戦区」に設定され、蒋介石が総司令官につき、ス

テイスウエルが中国、ビルマ、インド戦区の米軍司令官・連合軍中国戦区参謀長・アメリカ

軍駐華軍事代表として中国に派遣された。連合国が中国を支援するとともに中国の単独降

伏、単独講和をさせないことを保証したので中国が抗日戦に敗北降伏することはなくなり、

日本が中国との戦争に勝利することはなくなった。ただし、米英両国は「ヨーロッパ第一主

義」の戦略を堅持したので中国は一定の期間困難な戦闘を負担し続けることとなった。日本

はアジア太平洋戦争のため中国戦場から大兵力を南方に抽出したために、これまでの国民

政府を壊滅させようという作戦は断念し、代わって日本軍がアジア太平洋戦争を戦うため

の食糧、資源、労働力などを収奪して供出させる総兵站基地の役割を中国に課した。華北に

おける治安戦はアジア太平洋戦争の兵力培養補給の重要な支えとなり、食料、資源、労働力

の安定供給のために安定した占領統治地域を拡大することを目的に日本軍は共産党・八路

軍の根拠地に対してかってない大規模な燼滅掃討作戦（治安戦）を繰り広げた。日本国内の

鉱山や土木工事、軍用施設の建設などの両動力不足を補うために、日本軍は抗日根拠地や抗

日ゲリラ地区の村落を包囲襲撃して成年男子を集めて強制連行し、強制労働に従事させた。
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中国の総兵站基地化により日本軍の占領地に樹立させた傀儡政権下の農村、農民からも米、

小麦、綿花などの食糧や資源を「買収」の名目で収奪、略奪した。日本の植民地とされた「満

州国」はアジア太平洋戦争の総兵站基地化の役割を強制された結果、植民地経済そのものが

破綻した。４３年後半から関東軍は精鋭基幹部隊のほとんどを南方や中国戦場に抽出して

「空洞化」し、大本営陸軍部は以後の対ソ攻撃を断念した。４２年４月１８日アメリカ航空

母艦から発進したＢ２５爆撃機１６機（ドゥリトル隊）の東京、横浜、神戸などを縦断して

主要都市を爆撃して中国大陸の方向に飛び去った。政府と軍部の受けた衝撃は大きく、以後、

日中戦争の性格が大きく転換し、米軍機の日本本土空襲を防衛するための戦争となった。南

京、上海、杭州など中国主要都市への渡洋爆撃で日中全面戦争を開始した日本と中国の関係

は逆転したのである。大本営は中国の空軍基地からＢ２５爆撃隊が日本本土を連続して空

襲することを恐れ、ドゥリトル隊が着陸を予定していた浙江省の飛行場をはじめ浙かん省

（杭州―南昌）沿線の飛行場を破壊する目的で４月２０日支那派遣軍約１８万を動員して

浙かん作戦を命じた。同作戦は浙江省の中国軍飛行場を破壊して９月に終わった。同作戦で

日本軍は毒ガス兵器を大規模に使用した。日中戦争は徒歩で米軍機を追いかけて飛行場を

攻撃破壊するという勝算のない戦争となった。４３年１１月２日中国の江西省の飛行場を

発進したＢ２５、Ｐ３８の計１５機が台湾の飛行場を空襲した。完成が近いとされた大型長

距離爆撃機Ｂ２９が出現すれば日本軍が侵攻していない中国南西部の飛行場からも日本本

土爆撃が可能となる。それを阻止しようと中国大陸のアメリカ軍飛行場の覆滅と中国大陸

を南北に縦断してベトナムを経由して南方への輸送路を確保するという目的で、大陸打通

作戦が４４年４月から４５年２月まで実施された。作戦の作案者は参謀本部作戦課長の服

部卓四郎だった。支那派遣軍の約８割に当たる５１万人が動員され、大陸を縦断すること１

５００キロ、国民政府軍１００万を撃破しながら徒歩で南下、しかも食料はほとんど現地住

民からの略奪によった。日中戦争における最大規模の作戦であった。しかし、４４年７月に

サイパンが陥落してアメリカ軍はサイパン、テニヤン、グアムにＢ２９爆撃機の基地を建設、

同基地を出撃したＢ２９の大編隊が直接日本本土を空襲するようになった。 
 
９．日本軍は満州で何を行ったか 
石原莞爾が関東軍参謀に赴任して来たのは張作霖爆破事件の４か月後の２８年１０月で、

同事件の首謀者だった河本大作の推薦があったためと言われている。張作霖爆破事件が関

東軍の謀略であることを隠蔽しようとした田中義一首相は天皇から叱責されて２９年７月

２日総辞職したが河本大作も連座する形で７月１日関東軍参謀を停職させられた。しかし

それまでの半年間石原と河本は同じ関東軍参謀として大いに意見を交わし、関東軍による

満蒙問題解決のための作戦の検討を行った。石原は河本が行った張作霖爆殺事件の失敗か

ら得た教訓を生かして、もっと大掛かりで確実性のある謀略を計画し準備した。さらに河本

が事件の責任者として軍部や政府から訴追されなかったことは、謀略によって満州事変を

起こし、政府の意向を無視して軍事行動を起こしても処分されないという確信を石原に与
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えた。政府、政党、メディアなどが張作霖爆殺が関東軍の謀略であることを察知しながら事

件の真相を広く国民に知らせることなく名前まで明らかであった河本大作の責任を追及す

ることなくあいまいに処分したことが満州事変を引き起こさせ、やがて日中戦争を、さらに

アジア太平洋戦争につながった（責任者：河本大作、マスコミ、政府、軍中央、各政党）。

石原莞爾は来たるべき世界は東洋文明の代表である日本と西洋文明の代表選手であるアメ

リカとの間で「世界最終戦争」が争われるという軍事思想を持っていた。これに備えるため、

日本は国力を速やかに増強する必要がある。そのため国土が狭く資源の乏しい日本は満蒙

を領有して農産物で日本の食糧問題を解決し、資源を開発して産業を発展させ、航空機を含

めた近代的な軍備を拡充して国防力を強化しておかなければならないと考えていた。河本

大作の後任の関東軍参謀となった板垣征四郎は石原の満州領有計画に共鳴して以後石原、

板垣のコンビで満州事変の謀略を計画、準備していくことになる。石原はまず関東軍参謀を

集めて「対ソ作戦計画の研究」を名目にした参謀旅行を行い、中国東北（満州）の各地を実

施検分して攻撃作戦を立案した。さらに、満州事変決行に備えて陸軍中央に対して榴弾砲２

門を日本から送らせ、事前に奉天城に照準を合わせて設置させた。３１年９月１８日午後１

０時３０分ごろ、石原、板垣らの関東軍は奉天駅から東北へ約７．５キロの柳条湖で満鉄線

を爆破させ、それを合図にそこから東南約５００米にあった中国軍（東北軍）の兵営の北大

営を攻撃占領した。そのころ張学良の中国東北辺防軍は４４万人の規模であったが、張学良

は蒋介石の命令によりその主力１１万を率いて北京周辺に出動していたので、奉天にはそ

の一部部隊の留守部隊が残っているに過ぎなかった。石原、板垣らはこの間隙を利用して軍

事行動に出たのである。朝日新聞３１年９月１９日号外はこれをよく読めば柳条湖（号外で

は柳条溝と誤記）事件が関東軍の謀略であることを証明するものになっている。①「奉天軍

の計画的行動」の見出し記事に「１８日午後１０時半、奉天郊外北大営の西側北に暴戻なる

支那兵が満鉄線を爆破し、わが鉄道守備隊を襲撃したが、わが軍はこれに応戦した」とある

が、18 日の深夜 10 時半に発生した爆破事件を調査もせずに中国軍の爆破と即断して軍事

行動を開始することは通常ではありえない。②「軍司令部奉天に移る」という見出しで旅順

にあった関東軍司令部を 19 日に奉天に移し、関東軍司令官本庄繁中将が幕僚を随えて奉天

に急行と伝えている。突発事件ならば、まず真相究明した上で対応策を考えるのが常套なの

で、満鉄爆破と同時に司令部を奉天に移すという手際の良さは謀略の手の内を自ら明かす

ものである。③「わが軍奉天城内に入る」という見出しで関東軍が奉天城内を攻撃して１９

日午前３時に場内に進入とあるのは関東軍が前述の大砲を設置していたからである。深夜

に発生した満鉄線爆破を合図に奉天城攻撃を開始したことを証明している。④在鮮二個師

団に非常準備命令」と見出しにあり、爆破事件発生とともに朝鮮に駐屯していた日本軍二個

師団を増援として出動させる準備をしたというのである。事前に関東軍司令部と朝鮮軍司

令部が謀略作戦を合意していなければできないことである。柳条湖事件の報を受けた民政

党の若槻礼次郎内閣は９月１９日の午前、緊急閣議を開き、事態をこれ以上拡大しないとい

う不拡大方針を決定し本庄関東軍司令官に伝えた。この段階で軍中央も不拡大方針に一応
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同意していた。しかし関東軍参謀の石原らはこれに従わず吉林特務機関の謀略により９月

１０日に吉林の日本人居留民（日本人約１０００人）が危ないという不穏状態を作り、居留

民保護を理由に２１日吉林に出兵した。これを見た朝鮮軍司令官林銑十郎中将は、すでに出

動準備を命令していた朝鮮軍を天皇の勅命を得ることなく独断で越境させ、奉天に向かわ

せた。当時関東軍は１０４００名でこれだけで満州を占領することは不可能であった。この

朝鮮軍の独断越境により事変は政府の方針に反してさらに拡大することになった（責任者、

林銑十郎、石原莞爾）。日本の植民地であった朝鮮から中国へ国境を越せて出動するのには

天皇の統帥権に基づく勅令がなければならなかったし、また出兵に伴う費用については閣

議の承認が必要であった。しかし林朝鮮軍司令官は天皇と政府に無断で朝鮮軍を越境させ

てしまったのである。明らかに天皇の統帥権をないがしろにした。林銑十郎は「越境将軍」

と称されたがこの件で軍法会議が招集されたとか問題が提起されたかということはなかっ

た。結局若槻首相も「出たものは仕方なきにあらずや」とすでに出動した事実を認めて経費

支出を承認し、昭和天皇も「この度は致し方なきも将来十分注意せよ」と軍規違反を不問に

してこの軍事行動を追認してしまった（この時の責任者天皇、若槻礼次郎）。出先の軍が独

断で作り出した謀略と軍事行動に引きずられて、日本政府は不拡大の方針を守れなかった

のである。以後も現地軍の独断専行を天皇と行政府が追認するというパターンが繰り返さ

れて日本は侵略戦争拡大の一途をたどり、満州事変は４５年８月１５日まで続く「１５年戦

争」の発端となった。蒋介石と張学良は不抵抗作戦で対応したため、３２年１月３日錦繍を

無血占領、２月５日にはハルビンを占領し柳条湖事件以後４か月で満州の主要都市と鉄道

を軍事占領した。若槻内閣の不拡大方針に全く従う気配を見せず関東軍が１１月１９日に

満州北部のチチハルを占領すると、若槻内閣は１２月１１日に総辞職し、代わって政友会の

犬養毅内閣が成立した。この間、１０月２４日国際連盟理事会は日本軍の満州からの撤退を

勧告する決議案を１３対１で採決した。関東軍が容易に満州占領に成功したのは蒋介石と

張学良が不抵抗主義をとったことが主要な原因であったが、日本軍部内にはなぜ蒋介石が

不抵抗主義をとらざるをえなかったかという理由を冷静に分析することなく、中国軍はバ

ラバラで弱い、日本軍が本気になって一撃を加えれば蒋介石は簡単に屈服するという中国

の政府、国民の抗戦力を軽視、蔑視した安易な「中国一撃論」が台頭することになった。 
第一次上海事変 
「満州国樹立」の策動から国際社会の批判の目をそらすため３１年１０月初め、関東軍参謀

板垣征四郎大佐は上海駐在陸軍武官補として特務機関の活動をしていた田中隆吉少佐に上

海で事を起こして列国の注意をそらしてほしいと依頼した。３２年１月１８日日本山妙法

寺の僧侶ら５人がうちわ太鼓を鳴らして勤行しながら上海共同租界のはずれにある三友実

業公司というタオル工場の前にさしかかったところ数十人の中国人に襲われ、重軽傷を負

い、一人が死亡した。これに対して日本人居留民３０人が武装して三友実業公司を襲撃し、

中国官憲と衝突、双方に死者が出た。これは田中隆吉と川島芳子が仕組んだ謀略であった。

資金は鐘紡上海出張所が捻出した。呉鉄城上海市長が日本側の要求を全部承認したにもか
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かわらず２８日の深夜日本海軍陸戦隊は上海を防御していた中国第１９軍のバリケードを

攻撃し、第一次上海事変が開始された（責任者板垣平四郎、田中隆吉、川島芳子、海軍陸戦

隊幹部）。中国支配をめぐり、日本の陸軍と海軍は管轄区域、すなわち縄張りを、華北と満

蒙（満州と内蒙古）は陸軍、華中と華南は海軍と大きく棲み分けていた。上海に配備されて

いた中国軍は国民政府の中央軍ではなく、地方軍の広東系の第１９路軍で、上海市民の熱烈

な支持を受けて抗日意識も強く、海軍陸戦隊は予想外の強力な抵抗にあって苦戦に陥った。

海軍は第三艦隊の艦船５０隻と第一航空戦隊の飛行機延べ２５６機を投入、中国機と初め

ての空中戦を行った。意外な戦況に驚いた軍中央は上海派遣軍を編成して合わせて三個師

団の陸戦隊を送り込んだ。第一次上海事変は第１９路軍約３万、国民政府の中央軍１万に対

し、日本軍の投入は約４万に達した。第一次上海事変について蒋介石が満州事変と違って不

抵抗主義を指示しなかったのは蒋介石の対日戦略としてフランス租界や共同租界があり、

欧米列強の権益が集中している上海を戦場にして、日本が戦争を起こせば列強が対日批判

を強め、将来は対日制裁を引き出す可能性があると考えていたからである。第一次上海事変

は国際連盟からの勧告を受け、３２年３月下旬から英、米、仏、伊の関係４か国による停戦

が開始され、５月５日に停戦協定が整列した。日本軍は死傷者３０９１人という犠牲を出し

て上海から撤退した。３２年１月８日昭和天皇は関東軍の「果断迅速」の行動を全面的に称

賛し「朕深くその忠烈を嘉す」という勅語を発した。関東軍の謀略と独断により若槻内閣の

不拡大方針を無視して展開した軍事行動は天皇の追認を受けたのである（責任者：天皇、犬

養毅、軍中央、板垣平四郎、田中隆吉：Ａ）。３２年度予算として満州事変臨時軍事費２億

７８２１万円（同年度予算の１４．３％）が認められ、それは平年の予算の約２倍であった。

これを見た海軍は謀略により第二次上海事変を起こした。陸軍と海軍はこれ以後毎年続く

膨大な臨時軍事費を獲得し、軍備拡張に成功したことは、第一次世界大戦後憲政会の加藤孝

明内閣、民政党の浜口雄幸内閣、若槻礼次郎内閣が推進してきた海軍、陸軍の軍備縮小政策

の破綻をもたらした。３２年５月１５日犬養毅内閣の対応に反発した海軍青年将校グルー

プが「国家改造」を唱えて決起、首相官邸を襲撃し、「話せばわかる」と言い聞かせようと

した犬養首相を「問答無用」と叫んで射殺、別のグループは内大臣邸、警視庁、日銀、変電

所を襲撃した（５．１５事件）。犬養首相暗殺により政党内閣は終焉した。事件以後、右翼

団体の活動はさらに活発となり「統帥権干犯」を錦の御旗にした軍部の政治介入が一層強ま

り、大正デモクラシーによってようやく開始された議会政治、政党政治は終わりをつげ、軍

部強権政治が開始されることとなった。ここで歴史の教訓として考える必要があるのは軍

部強権政治の露払いをしたのが「統帥権干犯」問題を持ち出した犬養毅、鳩山一郎、森格ら

の政友会幹部であったことである。主力艦（戦艦、航空母艦）保有の制限を決めたロンドン

軍縮条約（３０年）を調印批准したのは民政党の浜口雄幸内閣であり、同軍縮会議の首席全

権を務めたのが文官出身の民政党の元首相若槻礼次郎であった。日本の補助艦の保有率を

日本が要求した対米７割でなくアメリカが主張した６割９分７厘と決めたことに軍令部長

の加藤寛治ら海軍の強硬派が「この比率ではアメリカと戦えない」と猛烈な反対運動を展開
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した。パーセントで表示するとわずか０．３％の違いである。加藤寛治らの主張が統帥権干

犯を批判するための言いがかりであったことがわかる（マスコミの堕落）。この海軍の条約

反対運動を犬養、鳩山、森らは政敵である民政党の浜口内閣を打倒する政治運動に利用しよ

うと議会において「浜口内閣は天皇の統帥権を干犯した」と民政党攻撃を行った。軍部や右

翼が主張するならともかく、政党である政友会が立憲政治、議会政治を根本から否定する

「統帥権干犯」を持ち出した。鳩山一郎らが主張した「統帥権干犯問題」は軍縮条約に強い

不満を持つ軍部や右翼団体を活気づけ、以後「統帥権」が軍部の強権政治の「錦の御旗」と

なり政党政治、議会政治を葬る強力な武器となった。ロンドン海軍条約を批准させることが

できた浜口雄幸首相は３０年１１月１４日東京駅ホームにおいて右翼の佐郷谷留雄に狙撃

されそれがもとで死亡した。政争のために「統帥権干犯」問題に火をつけた犬養毅自らも軍

部の統帥権を呼号して決起した海軍将校グループによって暗殺される運命に見舞われた。 
世界の無法国家になった日本 
中国からの提訴を受けた国際連盟理事会は、満州事変並びに「満州国」建国に関する現地調

査を行うために委員長をイギリス人のリットン伯としたリットン調査団の派遣を決めた。

リットン調査団は３２年２月から７月まで調査し、１０月２に日に公表された報告書は満

州事変は日本が主張するような関東軍の自営的、合法的な軍事行動とは認められないと認

定した。また「満州国」についても日本側が主張する民族独立運動によって建国されたとは

認められないと断定した。しかし今後については満州国を日本を中心とする列強の共同管

理下に置くことを提案し、帝国主義としての利害の共通性から日本への理解と融和を示し、

日本が妥協することを期待するものであった（この時点で難易度Ｂ）。それでも日本政府は

リットン報告書の提案する満州国の国際管理は認められないと連盟とは対決する道を選ん

だ。リットン報告書を審議する連盟理事会（１１月）や臨時総会（１２月）において日本代

表の松岡洋右は高姿勢で臨み、報告書を激しく非難した。最後に臨時総会は日中両国を除く

１２理事国および総会選出の６国と総会議長からなる１９人委員会に問題を付託した。こ

れを受けて１９人委員会はリットン報告書を採決し「満州国」を不承認とする内容の勧告案

を作成したが日本はこれを根本的に否認する修正案を提議した。３３年２月１４日、国際連

盟総会はリットン報告書に基づく１９人委員会の報告・勧告案を表決に付した。その結果は

賛成４２、反対１（日本）、棄権１（シャム）で日本の完全な孤立を証明した。シヤムが棄

権したのは本国からの指示が未着であったことによる。これに対して日本代表松岡洋右は

「日本はこの報告・勧告を受け入れることはできない」と演説して随員を随えて総会議場を

退場した。東京朝日新聞は３３年２月１５日「連盟よさらば！遂に協力の方途尽く」、「総会、

勧告書を採決し我が代表堂々退場す、４２票対１票、棄権１票」という大見出しで松岡洋右

を英雄視する報道を行った。４２対１という評決は満州事変と満州国に関する日本の主張

が国際的には全く受け入れられない、不法なものであることを明示したものである。しかし、

日本政府はあくまでも「満州国」に固執して３月２７日に国際連盟の脱退を通告、天皇も国

際連盟脱退の詔書を下した。日独伊のファシズム国家の中で日本が国際連盟否定の先駆け
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となった。当時の日本社会は国際連盟総会から帰国した松岡洋右を「国民的英雄」とし凱旋

将軍のごとく熱狂的に歓迎したが、そのつけは松岡が外務大臣となって日独伊三国軍事同

盟の締結、日ソ不可侵条約の締結と奔放な松岡外交を展開し、ついには日米開戦に日本を導

くことになって現れる。柳条湖事件からほぼ 1 年になる３２年９月１５日「日本国は満州

国がその住民の意思の基づきて自由に成立し、独自の一国家を形成するになすに至りたる

事実を確認したにより」「満州国」を正式に国家として承認するという「日満議定書」に調

印した。それを認めない様々な反満抗日の動きが強まる中で、１５日深夜から翌１６日未明

にかけて大刀会（民衆武装自営団）を中心とする遼寧民衆自衛軍が撫順炭鉱事務所を襲撃し

た。撫順炭鉱は露天掘りでも知られた当時世界有数の埋蔵量を誇った炭鉱で、国策会社であ

る南満州鉄道株式会社（満鉄）が経営していた。撫順には関東軍の独立守備隊第２大隊第２

中隊（中隊長川上精一大尉）が駐屯、さらに憲兵隊や警察隊も駐在していて厳重態勢をとっ

ていたが、襲撃を防げず戦闘で日本側の死者５人、負傷者７人を出して完全に面目を失う結

果となった。抗日義勇軍が撤退した後の１６日未明、独立守備隊と憲兵隊の首脳部は急遽会

議を招集して対応を検討、川上中隊長は平頂山の村民が「匪賊」が村を通過したのを警察派

出所に報告しなかったのは村民が匪賊と通じていたからであるとして報復と見せしめのた

めに全村民の殺害と村の焼却を命じた。村民３００人余りはすべて殺害され、ガソリンをま

き焼却された。７０年地中に埋没したままだった遺骨は掘り起こされ、平頂山惨案遺跡記念

館が建てられた。 
張作霖爆破のスイッチを押した独立守備中隊長の東宮鉄男が奉天にあって満州農業に関心

を持ち調査研究していたのを石原莞爾が知るところとなり、石原は奉天の関東軍司令部に

呼び寄せ、農業に従事しながら地方の治安維持とソ連に対する辺境防衛に当たらせる屯田

兵制度を実施するための調査研究を命じた。この構想は満州武装移民団の派遣として実施

された。マスコミが「満州熱」を扇動する中で在郷軍人会が主体となって「満州試験移民」

の募集が行われた。年齢３５歳以下の在郷軍人で農業に従事中のものとし、さらに出身者の

地方をまとめて村落構成にするために選出地域は東北６県と群馬、栃木、茨城の北関東３件、

新潟、長野の信越２件に限定された。選抜された在郷軍人４９２人が第一次武装移民団とし

て３２年１０月吉林省佳木斯に送られた。移民団は「匪賊」の襲撃を受け戦闘を体験した。

東宮大尉は銃と軍刀の威力のもとに強制的に中国人住民の家と土地の買収を行った。続い

て第二次武装移民団の４５５人が、第三次武装移民団が３４年１０月、第四次武装移民団が

３５年９月それぞれの地区に入植した。３３年７月になると関東軍は入植地域をさらに拡

大すべく第１０師団が出動し、その監督のもとに満鉄の傍系会社である東亜勧業（株）が買

収に当たった。土地強制買収とともに関東軍は民間の武器を回収した。中国農村には伝統的

に自衛組織があり、紅槍会や大刀会などは民間信仰を紐帯にした強力な武装自営組織であ

った。土地を奪われ、村を追われ、武器まで奪われようとした農民たちの怒りは頂点に達し、

依蘭県境山地区の地主で自衛団長であった謝文東を指導者として３４年３月、農民たちは

東北民衆自衛軍を組織して決起、日本人武装団の駆逐を図った。第二次移民団の千振村は自
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営団の襲撃を受け、一時村を放棄して鉄道駅のある湖南営まで非難したこともあった。謝文

東軍の勝利は周囲の各県にたちまちにして伝わり、約１万人の農民が日本人移民団撃滅を

叫んで立ちあがった（境山事件）。謝文東は飛行機まで投入して討伐を図ったが撃滅するこ

とはできなかった。謝文東は３９年３月関東軍の帰順工作に応じて帰順した。関東軍の周到

な討伐作戦により反満抗日闘争も個別に鎮圧され、３２年９月にはほとんど掃討された。こ

れに代わり反満抗日闘争の主力となったのが中国共産党が指導組織した抗日遊撃隊による

抗日遊撃戦である。共産党の指導による反満抗日闘争の新たな展開は、日本の「満州国」支

配を根底から揺るがすものとして関東軍と「満州国」政府の治安当局に深刻な脅威を与えた。

３５年９月東条英機が少将として関東軍憲兵司令官兼関東軍警務部長に就任した。東条は

すぐに満州の共産党勢力の一掃を目指し、満州共産党並びに親ソ・通ソの人物の弾圧を各憲

兵隊に厳命した。全満州の各憲兵隊は隷下の各分隊、分遣隊を総動員して３６年６月、共産

党員および重要シンパ、親ソ・通ソ容疑者の一斉検挙を行い合計約３０００人を逮捕した。

反満抗日武装闘争がほぼ壊滅されると日本人の満州移民は武装勢力移民に変わって分村移

民が主力となった。日本の村を母村として母村から集団的に移民を組織して送り出し、満州

の入植地に母村と同じ村名を付けて分村した。３６年には広田弘毅内閣は２０年間に１０

０万戸を移民として送り出す計画を国策として決定し、以後毎年多数の「満蒙開拓団移民」

が組織的に送り出された。４５年の日本の敗戦時には満州開拓移民は１０万６０００戸で

３１万８０００人を数えた。４５年に満州に居留していた日本人全体は１５５万人で１７

万６０００人が死亡した。４５年８月８日ソ連が日本に対して宣戦布告を行い、翌９日から

国境を越えて満州に侵攻してくるソ連軍を前にして、関東軍幹部と「満州国」の日本人幹部

らはいち早く朝鮮、そして日本内地へと引き上げていった。そのため関東軍と「満州国」政

府ならびに日本政府に見捨てられた膨大な日本人が犠牲となって死亡した。また引揚でき

ない極限の状況の中で残留というよりも残置され中国人養父母に育てられた残留孤児、や

むを得ず中国人と結婚して生き延びた残留婦人が約４５００人もおり戦後さまざまに厳し

い体験を強いられた。満州にいた日本人の敗戦直後の悲劇は、ソ連軍の捕虜となってシベリ

ヤ抑留を強いられた日本軍将兵の悲惨な体験とともに語られてきたが、そうした悲惨な「被

害体験」をした日本人が、「満州国」の時代は中国人に対して加害者であった側面は多くの

日本人には自覚的に認識されていない。 
 
１０．日中戦争はどのように準備されたか 
ロンドン海軍軍縮条約をめぐり政友会がパンドラの箱を開けてしまった天皇統帥権とそれ

を干犯したとして民間右翼テロにより民政党浜口雄幸首相の殺傷、さらに５．１５事件を引

き起こした軍部右翼テロによる政友会犬養毅首相の暗殺により政党政治の命脈は絶たれ、

統帥権を盾にした軍部強権政治が進められた。日本の軍部は陸軍と海軍からなり陸軍の中

央機関は参謀本部と陸軍省、のちに教育総監部が天皇直属となって加えられ、それぞれ軍令、

軍政、教育を分掌する三元性となった。参謀本部は天皇に直属しして主として国防および傭
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兵事項を担当した陸軍の軍令統括機関であり、陸軍省は陸軍の軍事行政をつかさどり陸軍

大臣は行政権を担当する最高機関の内閣の閣僚であった。陸軍中央の要職は陸軍士官学校

―陸軍大学校という軍人エリート教育を受けた将校たちによって独占された。同じく海軍

中央の要職も、海軍兵学校―海軍大学校というエリート教育を受けてきた将校たちが独占

した。陸士、海兵とも中等学校を卒業して受験したが、陸軍には陸軍幼年学校から陸士へ進

むエリートコースがあった。参謀本部・陸軍省並びに軍令部・海軍省にわたる軍中央の要職

を独占したのは陸軍大学校卒と海軍大学校卒にほぼ限られた。ピラミッド型の陸海軍中央

組織において、頂点にあって国策としての戦争を指導したのは人数の限られた超特権階級

幹部であり彼らは陸士・陸大、海兵・海大の同期か前後する成績優秀の同窓生仲間であり大

なり小なり知己の間柄であった。そのため日本の戦争指導、作戦指導の中枢である参謀本部

や軍令部では作戦計画が失敗し、兵員の大損害が出ようとも参謀本部内あるいは軍令部内

のなれ合いの構造によって責任を追及され、処罰されることはほとんどなかった。その結果

として同様な誤りを繰り返すことになってしまった。さらに恐ろしいのはピラミッド型軍

官僚機構の中間部を構成した職責に忠実な中堅将校層の役割であった。これらの官僚化し

た中堅幹部層は国家の命運よりも陸軍、海軍の組織的利益を図るために、戦争を利用した軍

備拡張を最優先に考え、特定の職務上の使命感から戦備の促進、作戦の立案、戦争準備に没

頭した。歴史的経緯をたどり、統帥権の保証によって政界やマスコミ、さらに国民の批判に

さらされない特権的官僚組織となった日本の軍中央では次のような特徴を備えた強権政治

体制が築かれるようになった。それは軍中央部内における派閥の形成と派閥抗争の展開で

ある。熾烈な派閥抗争の結果「勝ち組」と「負け組」が生じ、「勝ち組」が以後戦争政策や

戦争開戦を主導することになった。軍中央における派閥の形成と抗争はロンドン軍縮条約

の調印と批准をめぐって海軍内に形成された「条約派」「軍政派」と反条約派の「統帥派」

「艦隊派」との抗争があり、後者が勝ち組となった結果、日本はアジア太平洋戦争への道を

進むことになった。海軍内には仮想敵の対米戦に備えた海軍軍備拡張をめぐって形成され

た「巨艦主義の艦隊派」と「航空兵力派」との対立があり両派が競り合いながら海軍軍備大

拡張を図っていくことになった。陸軍内では盧溝橋事件への対応をめぐって形成された「拡

大派」と「不拡大派」の抗争があり、前者が「勝ち組」となって日中全面戦争へ突入してい

った。派閥構造は大体において戦争政策、作戦立案、戦争指導をめぐって強硬派と慎重派と

が対立する構造が一般的で、その場合戦争をすることが本務の軍部の本質上、大言壮語的に

強硬論を主張し、人格的にも攻撃的な人物が派閥の牽引者になり、多数の沈黙派を統御して

「勝ち組」になっていった。もう一つは天皇の軍隊の特質として天皇や伏見宮軍令部長（の

ちに総長）などの籠臣となって派閥抗争の「勝ち組」となるケースである。陸海軍中央にお

ける派閥の形成と抗争によって、合理的な戦争政策と戦争指導、何よりも国策が妨げられた

ことは言をまたない。２．２６事件によって倒れた岡田啓介内閣に代わった広田弘毅内閣は

組閣の時から軍部の圧力のもとにおかれ、ほとんど軍部のロボット内閣のようであった。広

田弘毅の対抗馬として吉田茂がいたが軍部の拒否にあい、広田内閣が誕生した。加えてこの
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時陸軍大臣、次官は現役の軍人が就任するという現役制が復活させられたので、首相や内閣

が軍部の意向に反した場合は陸相、海相を引き揚げたり、任命しなかったりすることで軍部

が内閣の死命を制することになった。軍部強権政治体制の確立である。 
35 年、関東軍と支那駐屯軍は当時「北支自治工作」と称したが、華北を国民政府から分離

して日本の支配下に置くために傀儡政権を樹立する工作を開始した（華北分離工作）。支那

駐屯軍は義和団戦争に勝利した連合８か国が清朝を脅迫して０１年の議定書において居留

民保護の名目で発足し、辛亥革命後の 13 年清国駐屯軍を支那駐屯軍と改称し、司令部を天

津においていた。35 年 5 月には北京と天津合わせて 1771 人の守備隊が駐屯していた。華

北分離工作の目的は華北の豊富な資源を獲得し、日本と満州の経済圏をさらに華北を含め

て拡大することである。日本は華北を「第二の満州国」化する構想を考えたのである。日本

が満州、華北さらに全中国の軍事侵略を正当化するために“防共”“赤化防止”という表現

を使用した。国民政府は宋哲元を委員長とする冀察政務委員会（察はチャハルを指す）を設

立させた。冀察政務委員会は蒋介石の巧妙な対日妥協策によるもので、国民政府からは独立

して河北省、チャハル省、北京、天津を支配下に置いた地方政権であった。蒋介石は当時「安

内攘外」政策をとっていたので、傍系の地方軍閥を日本軍の矢面に立たせたのである。「安

内攘外」政策とは中国国内の撲滅を優先して全力を投入し、それが成功した後に「攘外」す

なわち日本の侵略軍と戦って追い出すという戦略であった。そのために交渉あるいは対抗

する相手は国民政府ではなく宋哲元の冀察政務委員会となった。宋哲元は日本側の要求に

対し経済収益などで小さな譲歩をしながら「華北自治」「共同防共」などの重要要求は交渉

回避や引き延ばし政策をとった。河北省に二つの政権が併存する形になりこの二つの政権

を利用して日本の資本、企業の華北進出が促進され、３５年１２月には華北、華中の経済開

発機関として満鉄の全額出資による興中公司（社長十河信二）が設立された。日本政府は「北

支処理要綱」を決定し、これを受けて東洋紡、鐘紡などが華北に工場を新設したのをはじめ

日本企業が雪崩を打って華北に進出した。日本は国民政府の定める関税率の１／７の低率

の輸入税を設定させ、冀東特殊貿易と称した。実態は密貿易で、持ち込まれた安価な日本製

品が大量に華北だけでなく上海など華中にまで進出するようになり、中国の民族産業に大

きな打撃を与えた。さらに冀東は日本人によるヘロインを中心とする麻薬の密造、密輸、密

売の舞台となった。２．２６事件を利用した軍部強権体制の強化に伴い３６年４月１７日、

広田弘毅内閣は陸軍の要請通りに支那駐屯軍をそれまでの１７７１人から５７７４人と３

倍以上増強することを決定した。陸軍はその理由を増大した在留日本人を華北における共

産党の脅威の増大から保護するためであると発表した。日本が列国の了解も得ずに支那駐

屯軍を一挙に増大したことは、日本が華北の「第二の満州国化」を目論んでいるという危機

意識を中国国民に抱かせ、学生運動を先鋒にして抗日救国運動を一層激化させ、西安事件の

要素となった。支那駐屯軍の増強の結果、北京には新たに歩兵旅団司令部と歩兵第一連隊が

置かれることになった。しかしそれまでの北京城内の公使館区域にある兵営では手狭にな

ったので、第一大隊は北京城内におき、第二大隊は天津に、第三大隊は北京西南部の豊台に



18 
 

駐屯させた。豊台駅は天津、張家口、漢口へと延びる幹線鉄道の分岐点になっている要所で

ある。ここに新たに日本軍を駐屯させたのは北京を戦略的に遮断包囲する意図によるもの

と中国側に受け取られたのは当然である。しかも豊台には宋哲元の第２９軍の部隊の兵営

もあったので、日本軍のとの間に一触即発の険悪な空気がただよい、事実３６年の９月１８

日満州事変勃発記念日にあたる日に日本軍の一つの部隊と中国軍の一つの連（中隊に当た

る）が対峙して小競り合いを起こした豊台事件を発生した。この事件は中国側の陳謝、関係

者の処分、豊台の中国軍の陣営の撤去を条件に解決したが、北京を支配する宋哲元軍の警備

領域に日本軍が侵入して駐屯し、華北分離工作を推進するための軍事演習を挑発的に行っ

たのであるから盧溝橋事件のような衝突事件が発生するのは時間の問題といえた。盧溝橋

事件も豊台事件と同じように支那駐屯軍の部隊と第 29軍の連との間の発砲事件が最初のき

っかけになったのである２．２６事件の衝撃に日本が揺れた３６年３月、海軍中央は海軍次

官の長谷川清中将を中心に日本の南方進出を図る方針の検討を開始し４月ごろ「国策要領」

を作成した。 
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ノモンハンの夏      半藤 一利               文芸春秋 
果たして陸軍だけが悪かったのか！？ 半藤 一利          文芸春秋 
昭和史大論争       文芸春秋２０１５秋号          文芸春秋 
昭和十年代の陸軍と政治  筒井 清忠               岩波書店 
戦前政治家の暴走     篠原 昌人               芙蓉書房出版 
あの戦争になぜ負けたのか 半藤 一利、保坂 正康、中西 輝政、戸高 一成 
             福田 和也、加藤 陽子         文芸春秋 
それでも日本人は「戦争」を選んだ 加藤 陽子           朝日出版社 
文芸春秋、２００７，８月号、昭和の海軍              文芸春秋 
朝日新聞 ２００６、４月３０日 他 


