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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？Ⅱ            

                              ２０１９．０６．２７ 
                                 片岡康昭 
１．第二次世界大戦の勃発 
３９年９月第二次世界大戦がはじまった。イギリス、フランスの同盟軍にベルギーやオラン

ダが後に追従して大連合軍となり、ドイツに宣戦を布告した。「まやかしの戦争（Ｐｈｏｎ

ｙ ｗａｒ）」と言われ戦いを宣していながら銃火を交えない、ひたすら睨み合いの状態が

続いた。これは冷戦ではなく小さな小競り合いが続いていた。４０年の初め無策の阿部信行

内閣が倒れ、1 月に代わった米内光政内閣は「世の中の動きに反している」と始めから大不

評で、大した仕事もできなかったがこれは陸軍の暴圧がますます強くなったからであった。

２月２日の第７５議会で民政党の斎藤隆夫代議士が陸軍を強く批判し「ただいたずらに聖

戦の美名のもとに隠れて国民的犠牲を閑却し、曰く国際主義、曰く道義外交、曰く共存共栄、

曰く世界平和、かくのごとき雲をつかむような文字を並べ・・・」と内閣の政策を批判した

うえで「支那事変が始まって２年半になるが１０万の英霊を出しても解決していない、どう

戦争解決するのか処理案を示せ」と陸軍に詰め寄った。陸軍は「聖戦」の目的を批判したと

怒って逆に斎藤議員を追い詰めたが斎藤議員が「私は辞職しない、文句があれば除名せよ」

と啖呵を切ると、陸軍は本当に斎藤議員を除名した。これが議会最後の抵抗となった。7 月

に陸軍の策謀により米内内閣が倒れた。畑俊六陸相が「閣僚として責任が持てない」と辞表

を提出、代わりを出すよう米内総理の要請に対して「協力できない」と拒否した。ここで近

衛文麿が再度登場した。5 月 1 日ドイツは「まやかしの戦争に」に終止符を打って西部戦線

に攻撃を仕掛けた。５月１４日にオランダが降伏、１７日にベルギーの首都ブリュッセルが

陥落、マジノ線を突破したドイツが英仏連合軍をダンケルクまで追い詰めた。軍部はヨーロ

ッパ戦線に不関与の方針をとり、親独路線の傾向が強まり日本もナチスドイツばりの「強力

な一元政治」で、すなわち一つの組織で引っ張っていくべきだという声にも耳を貸さぬ、日

独伊三国同盟締結への勢いが再燃しても目もくれず何とかアメリカとの関係を改善したい

と言い張る米内内閣が邪魔になった。連戦連勝のドイツに倣って日本もアジア新秩序を作

るべきだ、今こそ「バスに乗り遅れるな」と日本中が浮かれる中で畑陸軍大臣が理由もなく

辞任し、後継の陸相を陸軍は出さない、このような状況の中で米内内閣は倒れた。７月１２

日に近衛内閣が誕生する。近衛はどちらかといえば反米英主義者で、アングロサクソンの世

界制覇に対して懸念が強かった。他人の意見を聞くふりをして自分の意思を頑固に押し通

し、まずくなるとすぐに逃げ出すという誠に頼りない人物であった。当時内閣書記官長であ

った富田健治は「組閣早々近衛首相の考えを支配していた問題は三国同盟と政治新体制問
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題であり、その他は馬の耳に念仏であった。独伊問題は単なる政治協定でなしに軍事同盟ま

で行く」と云っている。近衛は日独伊三国同盟を軍事同盟として結ぶことと政党を解体して

一元的で強力な新体制（後の大政翼賛会につながるもの）を作ることしか考えていなかった。

この時近衛首相を取り巻いていた人はのちの駐独大使となる大島浩、のちの駐伊大使とな

る白鳥敏夫、徳富蘇峰、中野正剛、末次信正、久原房之介といったいずれもそうそうたる枢

軸派つまり反米英派の大物であった。彼らは月に一度星が丘茶寮に集まって三国同盟をい

かにして結ぶか、新体制をどのようにするかなどを話し合っていた。また、外務大臣には強

硬な反米英派の松岡洋右が就任した。松岡洋右はアメリカの世界戦略に日本は引き回され

ている、アメリカと対等な立場で外交を展開するためには日独伊三国同盟は勿論のこと、さ

らに「日独伊ソ」四国の枢軸で協定し、日本の国際的地位を上げ、毅然とふるまう以外に方

法はない、独ソ不可侵条約が結ばれている今がそのチャンスであると明言していた。要する

に日独伊ソの四国で臨めば英米と対等にやりあえるという強力な意見の持ち主であった。

日本は明治以降ソ連を仮想敵国としてきたが、近衛首相はこの四国同盟構想に飛びつき、松

岡に吹き込まれて「アメリカが日独伊のそれぞれの立場と地位を認めるにおいては日独伊

三国もアメリカ大陸における米国の主導的地位を認めることにする」という声明を出した。

すなわちアメリカが日独伊の三国の地位や力を認めるならばこちらも南北米大陸における

アメリカの地位を認めてもよい、「米国は日本の真意をよく理解し、世界新秩序建設の大事

業に積極的に協力すべきであると思う」、世界新秩序とはヨーロッパの場合はヨーロッパ新

秩序、アジアの場合は日本のアジア新秩序であるからアメリカはアメリカ大陸だけにして

おけということである。「米国があえて日独伊三国の立場と真意を理解せず、あくまでも同

盟をもって敵対行為として挑戦してくるにおいては戦うことになるのはもちろんである。」

と続いている。太平洋戦争については松岡外相の力が大きく、この戦争についての最大の責

任者は松岡洋右とこれを任命した近衛文麿であると思う。９月７日リッペントロップ外相

の特使としてシュターマーが来日し日独伊の四国が同盟ならずとも通商協定を結ぶことで

意見の一致を見た。アメリカのヨーロッパ参戦を抑止し、同時に日本との戦争も抑止できる

魅力的な案であると日独伊三国同盟を結ぶ機運が盛り上がり松岡－シュターマー会談の合

意を受けて９月１２日近衛文麿首相、松岡洋右外相、東条英機陸相、及川古志郎海相の４人

が話し合い、このとき及川海相のみは態度を保留した。１４日の大本営政府連絡会議、１６

日の臨時閣議を経て１９日の御前会議であっという間に日独伊三国同盟が国策として決定

された。これは１２日に態度を保留していた及川海相が１３日には一転して「現在の局面を

打開するには他に名案がない」として「政府に一任する」と明言したからである。かって米

内光政、山本五十六、井上成美トリオが猛反対し、当時の海軍中堅クラスも陸軍と戦争する

覚悟で反対した三国同盟を一年もたたないうちに海軍が事実上賛成してしまった。この同

盟を結ぶことは完全にイギリスはもちろん、それを応援しているアメリカをも敵に回すこ

とになる。その背景には独ソ不可侵条約の締結に驚いて「複雑怪奇」の言葉とともに平沼麒

一郎内閣が辞職したとき、次の海相候補であった山本五十六海軍次官を暗殺の危険を避け
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るため連合艦隊司令長官として海に出し、その流れをくむ吉田善吾が海相となった。そのと

き、住山徳太郎次官、伏見宮軍令部総長、次長に近藤信竹中将、作戦第一部長の宇垣纏少将

など親独、対米強硬派が周りを占めていて、その当時の海軍の方針である①陸海軍備対等の

建前を堅持して建艦計画を展開する（陸海軍の予算平等）、②米国を仮想敵国とする（これ

は１９０７年以降の方針）、③米英蘭等との衝突を覚悟しつつ南進する、に対してドイツの

連戦連勝を知り、またアメリカが４０年１月に日米通商条約の完全破棄、石油や屑鉄などの

日本への輸出の許可制を理由に三国同盟の必要性を迫り、ついには松岡外相の知己の石川

信吾大佐の説得にあい、吉田海相は健康を害して辞職したことがあった。その後を継いだ及

川海相は交代した豊田貞次郎次官とともに方針の大転換を行った。このとき９月１３日の

海軍部内の会議において及川海相、豊田次官、阿部弘毅軍務局長、近藤次長、宇垣作戦部長

の５人の出席のもとヨーロッパ戦争にアメリカが参入してドイツと戦いになった際、日本

も即座に自動的にアメリカと戦争になるかについて議論した。このとき松岡外相の説明に

よると「そのようなことは条項に書く必要はない。自動的に参戦ではなく自主的決定に委ね

る。状況を見て日本は自主的に判断するというように書けばよい」とのことであった。これ

はイラク戦争に自衛隊を派遣するとき「それはその時の情勢を見て自主的に決める」という

小泉首相の論理と酷似している。つまり軍事同盟といっても“自主的”という条件付きであ

るから安心ということで、これをこのときの海軍は信じた。またこの時を逃がせば三国同盟

が成立せず、これによって近衛内閣が倒れると内閣を倒す原因を海軍が作ったといわれる

責任回避の面もあって賛同の雰囲気にあった。これは他の一面では海軍は大和や武蔵など

巨大戦艦を作っており、これは対アメリカ戦のためではないかと陸軍につつかれ、戦争はで

きないというと予算獲得にも影響するといった点もあった。以上のような経過をたどり９

月１３日に条件付きで賛成に一致した。この海軍の豹変に近衛首相も驚いたと伝えられて

いる。これは「海軍善玉説」にあるまじきいい加減な決定で、その裏には目下あまりにドイ

ツが強いのでドイツと組んだほうが有利だという明快な理屈があった。ところが皮肉なこ

とに日本海軍が三国同盟を決めたまさにその日にドイツ空軍がロンドン上空で大打撃を受

けていた。９月１６日には大本営政府連絡会議の決定を受けて、閣議で内閣一致で同盟締結

を決定したことを近衛首相が昭和天皇に報告した。昭和天皇は「この条約は非常に重要な条

約で、このためアメリカは日本に対してすぐにも石油や鉄屑の輸出を停止してくるかもし

れない。そうなったら日本はどうなるか。この後数年にわたって大変な苦境と暗黒のうちに

おかれるかもしれない。その覚悟がお前にあるかどうか」とご下問があった。この時点で天

皇は相当な危惧を三国同盟に対して持っていた。「昭和天皇独自録」に三国同盟に関しては

賛成でなかったと書かれている。秩父宮は強硬な三国同盟賛同者であった。近衛首相は松岡

外相から吹き込まれていて「今後は日独伊ソ四国同盟になり、それは日米戦争防止に非常に

役立つので大丈夫である。同盟を締結しないほうがかえって日米開戦の危険は大きい」と答

えている。このとき山本五十六は及川海相に面会し将来の見通しを訊ねたとき、及川海相は

「あるいはドイツのために火中の栗を拾う危険がないとは言えないかもしれないがアメリ
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カはなかなか立たない、まあ大丈夫だと思っている」、伏見宮は「こうなった以上はやると

ころまでやるもやむを得ない」といい、山本は失意して東京を後にした。倒閣の責任を取り

たくない、陸軍とこれ以上角を突き合せたくない、金が欲しいといった理由で海軍は承諾し

た。このとき山本は「内乱では国は滅びない、戦争では国は滅びる、内乱を避けるために戦

争にかけるとは主客転倒も甚だしい」と云ったといわれている。９月１９日に御前会議が開

かれ、三国同盟を国策として決定した。その二日前の９月１７日ドイツでは「Ｂ軍団は本日

付けをもって東方に移動すべし」と決定している。Ｂ軍団とはイギリス作戦の先陣を切る基

幹兵力で、これにより英本土上陸作戦は完全に放棄され、次の目標は東方、ソビエト侵攻を

示した。すなわち日本の夢見た「日独伊ソ」の四国同盟によって英米に対抗するという構想

は終わった。この時点で三国同盟はあきらめ原点に戻るべきであった。ドイツは独ソ不可侵

条約を放り投げ、東方進撃を決定したのである。 
 
２．独ソ政略に振り回される中での南進論 
日本はヨーロッパで大戦争を起こしているドイツと軍事同盟を結び、仮想敵国ではなく、英

米を正真正銘の敵とする決断をした。これに連動するように陸軍は万一に備えて軍隊を南

方に進出させておく必要から４０年９月２６日北部仏印（現ベトナム）に進出する大計画を

立てた。北部仏印はドイツに降伏後樹立されたペタン元帥が指揮するフランスの傀儡政府

の総督府があった。日本はこの”仮”政府と交渉し北部仏印、現在のハノイ周辺に軍隊を送

り込む作戦を立てた。問題を大きくさせないために軍隊を北部周辺にとどめ交渉を進めた

が９月２３日進駐してきた日本軍は手続きの問題でごたごたしている間に仏印軍と戦火を

交えた。話し合いがスムースに進まないことに苛立った陸軍が突入し、無用の流血を強いる

こととなり平和進駐のつもりが侵略という形になってしまい日本は世界の非難を浴びるこ

ととなった。平和進駐のため交渉を続けた現地責任者は２６日東京に「統帥乱れ信を内外に

失う」と打電した。三国同盟や日本軍の無謀な仏印進駐はいかなる障害があろうとも断固と

して突破するという戦闘意識を世界的に感じさせた。４０年１０月１５日岡敬純少将が軍

務局長に、富岡定俊大佐が作戦を担当する軍令部第一課長になった。さらに１１月１５日高

田利種大佐が軍務第一課長に、石川信吾大佐が軍務第二課長に就任した。石川は以前アメリ

カと戦争するために大型戦艦を作るべきだと意見書を出しており、大和は建造中であった。

１１月１５日これらの強硬派が推進して海軍は出師準備を実施した。これを受けて１０月

２８日対米強硬派の軍令部作戦課の選任部員神重徳中佐は陸軍参謀本部作戦課の岡村信之

少佐に「海軍は４１年４月以降に南方作戦をしないと部内統制上都合が悪くなる。それに４

月以降になれば対米戦に自信がある。対米兵力比が７割５分になるからである」といってい

る。１２月１２日及川海相の認可のもと海軍中央に「海軍国防政策委員会」ができた。これ

には四つの委員会があり、第一委員会は政策、第二委員会が軍備、第三委員会が国民指導、

第四委員会が情報を担当しいずれも対米強硬派であった。この委員会が発足した後海軍の

政策はほとんどこの委員会によって動いた。この委員会が南方への進出などこれ以後の海



5 
 

軍国防政策のすべてを牛耳った。このようにして１２月終わりごろ海軍中央部は南進論の

中原義正少将を人事局長に据え、対米強硬派を配置した。この人事は薩摩か長州の出身者で

ドイツの賛美者であった。 
このひと月前の１０月１２日、近衛首相は大政翼賛会を発足させた。これは彼が首相になっ

た時から口に出していた「新体制運動」の実践であり、民政党や政友会などの過去の政党が

すべて解散させられ、翼賛会に吸収された。その後の日本は大政翼賛会中心に政治が動き、

これもたちまち軍部と内政の中心たる内務省の支配下に置かれ、戦争協力の御用機関とな

っていった。１１月１４日に西園寺公望が死去し、西園寺は三国同盟が結ばれたとき「これ

で日本は滅びるだろう、これでお前たちは畳の上で死ねないことになったよ」と側近に云っ

たといわれている。４０年１２月、文芸春秋が「日米戦争は避けられるか」というアンケー

トをしたところ「避けられる」４１２人「避けられない」２６２人「不明」１１人で、この

時すでに１／３は避けられないと考えていたが、逆に２／３はまだ避けられると考えてい

た。１２月１９日アメリカのルーズベルト大統領が「炉辺談話」を発表し、日独伊三国同盟

に猛反対し、ナチスドイツと戦うイギリス国民を支援する、民主主義国家へ今後物資を送る

など支援を声明した。これはモンロー主義を脱し、ヨーロッパ戦争への参戦を考え始めた表

明であった。この時点で日本国民は多くは一気に南方へ進出するよりもアメリカとの関係

を外交交渉によって丸く収めたいと考えていた。松岡外相は三国同盟を結んだのでこれを

基盤に持論である「日独伊ソ」四国協定にまで話を進めるチャンスと考え、４１年３月～４

月にヒットラーとスターリンに会うため外遊した。３月２７日、４月４日の二回の会談でヒ

ットラーはシンガポールの攻略を勧めた。このとき松岡外相は約束はしなかったといわれ

ているが最近の研究では約束したけれど帰国後報告しなかったという説もあり、天皇も「昭

和天皇独自録」で松岡はドイツびいきになったと不信を述べている。４月１３日にモスクワ

に到着し、その日に世界中の予想に反して日ソ中立条約が調印された。これはドイツがやが

て攻めてくることを予期し、かつ日本海軍の南進政策を見越して締結したもので、帰国時に

松岡外相は国民に大歓迎で迎えられた。松岡外相がモスクワにいたとき４月１２日付きで

チャーチルは中ソ英国大使に松岡宛に書簡を託し、その中で「４１年夏から秋においてドイ

ツは果たしてイギリスを征服できるのか、この問題が解決するまで待つのが日本にとって

有利ではないか」、すなわちイギリスはそうたやすく負けませんよといった。４０年６月２

２日バルバロッサ作戦計画が発動し、日本政府に通告なしにナチスドイツはソ連に侵攻を

開始した。このとき松岡外相は突然「断固としてソ連を攻撃する」ことを主張した。これを

受けて４１年にあった４回の御前会議の第一回が開かれ、「南進すべきか、北進すべきか」

が中心議題になった。 
 
３．御前会議 
４０年米国よりウォルシュ神父とドラウト神父が「日米国交打開策」を携えて来日した。そ

の案は「ルーズベルト大統領と近衛首相がアラスカまたはハワイで会見し、日米両国間の懸
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案を一挙に調整するというもので、その前提条件としてヨーロッパ戦線に対する日米両国

の態度、日支事変の解決策そして日米通商問題－アメリカから通商航海条約を打ち切った

ことについての再検討などが挙げられ、日米の基本的な問題についてお互いに調整しよう

という内容であった。これに特に陸軍軍務局長の武藤章少将は乗り気で当時欠員であった

駐米日本大使に海軍大将野村吉三郎を選んだ。野村は３９年９月阿部信行内閣のとき外相

で、当時対米英強硬派が主流の外務省の大改革を行って一掃し、駐独大使の大島浩、駐伊大

使の白鳥敏夫を更迭、代わりにドイツに来栖三郎、イタリヤに天羽英二を当てた。外務官僚

はこれらの経緯を踏まえてサボタージュで迎えた。野村大使はコーデル・ハル国務長官と会

い、４月１８日最終案を日本に送り、日本政府はこれを歓迎、特にモスクワに旅行中の松岡

洋右に代わり外相を兼務していた近衛首相は大賛成、陸相、海相、参謀総長、軍令部総長も

賛成した（このとき戦争回避のチャンスはＡ）。しかしこの時近衛首相は「松岡外相の意見

も聞いてはどうか」の一言で即時の返信は保留となった。そこに日ソ不可侵条約というお土

産を持って４月２２日帰国、これを聞いた松岡外相は「これは陸軍の陰謀だ、外務省はこの

ような案には乗ることはできない」とつっぱねた。このとき松岡外相の胸中は俺が乗り出し

てドイツ、ソ連と同様にアメリカとの交渉もうまくやって見せる、他のものが余計なことを

するなというものであった。ワシントンでは野村大使とハル長官の間で交渉は始まってい

た。アメリカの主張は「日独伊三国同盟から日本は外れること」、「中国および北部仏印の日

本軍の撤退」、「満州国も日本だけが抑えている形にせずアメリカにも機会均等にすること」

という原則論を押し出し難航しかけていた。御前会議は第一回が４１年７月２日、第二回が

９月４日、第三回が１１月５日、第四回が１２月１日に開かれた。御前会議は天皇の前で内

閣と軍部が一緒になって日本の国がとるべき大方針を決める国家最高の会議で、天皇陛下

は天皇陛下と大元帥陛下の両方の役割をもって出席するが発言はなく、意見を聞くだけで

それを承知する建前である。そのために政府も軍部も前もって大本営政府連絡会議で決め

たことを天皇に報告し、了承を取っておくという手続きをとっていた。第一回の御前会議で

日中戦争の処置はどんどん進め、自存自衛の基礎を固めるために南方に進出し、同時にドイ

ツの攻撃によって生じる情勢いかんでは北方のソビエトの問題を解決するというもので、

松岡外相の強硬な主張に乗って南へ進出する、北も都合によってはやるということであっ

た。ここでは「本目的のためには対英米戦を辞せず」と決められ、戦争の決意を公式のもの

にした。この決定はワシントンにも知らされ、すでに暗号を解読していたアメリカは対英米

戦の決意を知った。７月２３日北部仏印進駐にとどまっていた軍隊をサイゴンに向け移動

を決定すると、７月２５日アメリカは日本の在米資産をすべて凍結すると発表、イギリス、

フィリッピン、ニュージーランド、オランダもこれに続いた。これにかまわず７月２８日南

部仏印上陸を開始すると、アメリカは８月１日石油の対日輸出の全面禁止を通告した。野村

－ハル交渉は中止された。第一回御前会議の結果由々しき事態となり、近衛首相は松岡外相

を排除するため１１月１７日内閣総辞職を行った。天皇も「昭和天皇独自録」に「…国際信

義を無視するものでこんな大臣は困るから私は近衛に松岡を罷めるように言ったのだが…」
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と記されている。９月６日第二回御前会議が開かれるがその前日の９月５日の大本営政府

連絡会議で①英米に対して戦争準備をする②これと並行して日米交渉を進める③１０月上

旬となっても日米交渉成立の目途なき場合は英米に対して戦争を辞せざる決意をすると決

定されていた。その報告を聞いた天皇は戦争準備が第一になっているのはいかがなものか

と問い詰め、近衛首相は順序は軽重を示すものではないと返答し、天皇はこれに納得せず杉

山参謀総長、永野軍令部総長に問いただした。この時のやり取りは「日米に事が起これば陸

軍はどのくらいの期間で片付ける確信があるか？」、杉山「南方方面だけは３か月で片付け

る」、天皇「杉山は支那事変勃発時の陸軍大臣で、そのとき事変は一か月で片付くといった

と記憶している。４年たってもまだ片付いてはいないではないか？」、杉山「支那は奥地が

開けており予定通りいかなかった」、天皇「支那の奥地が広いというなら太平洋はもっと広

い、いかなる確信で三か月というのか？」とのやり取りがあり杉山参謀総長が参ったとき永

野軍令部総長が助け舟を出し、質疑は終わった。第二回の御前会議の結果「戦争を辞せざる

決意のもとにもう一遍対米交渉をやり直し、１０月上旬に至るもなお我が要求を貫徹しう

る目途なき場合においては直ちに対米開戦を決意す」と決めた。このとき天皇は無言のまま

明治天皇の御製を詠みあげられた。このころ海軍では山本五十六の真珠湾攻撃案をめぐり

軍令部は猛反対していた。近衛首相は天皇の意をくみ野村大使に電報を打ったが米側は反

応せず、ルーズベルトからサミット拒否の連絡を受けて１０月１６日近衛首相は政権を投

げ出した。このとき陸軍大臣東條英機中将は「アメリカが要求している中国からの撤兵は陸

軍にとっては致命的で、これまで４年間戦っていた支那事変の成果はゼロになり、満州国も

危うくする。朝鮮を国防の最前線とすることも不可能になる。撤兵は退却そのものである。

これは外交ではなく降伏だ」と主張、近衛首相が海軍大臣に問うたところ「首相に一任する」

と返答した。近衛首相は陸海軍の不一致を理由に辞表を提出した。海軍はここで敢然として

和を主張すべきであったが「一任する」と責任逃れをした。国家存亡の危機に際して当事者

の無責任さが如実に示された。二日後の１０月１８日に東条英機の内閣が成立した。開戦を

迫った東条英機を推挙したのは内大臣の木戸幸一であった。このとき昭和天皇は「虎穴に入

らずんば虎子を得ずだね」といった。このとき木戸には、東條は天皇の信頼が厚く、第二回

御前会議で決まった期限付きはまずかった、もう一度東條に果たして戦争すべきかどうか

を研究させてみようとの意図があった。つまり宮廷グループのリモートコントロールが一

番効くのが東條と考えたのである。東條内閣成立の翌日１０月１９日連合艦隊から黒島亀

人参謀が東京に乗り込みハワイ作戦は無謀であるとする軍令部に対して山本五十六の意を

くんでハワイ作戦の実行を迫り、永野軍令部総長は「山本がそんなに自信があるのならばや

らせてみようと」いって決行を決定した。山本の意図はやれば負ける戦争だから軍令部のい

うように敵の艦隊を日本近海に待ち受け、大艦巨砲よる一大決戦で勝つことなどありえな

い、一気にけりをつけて早く講和を考えるというものであった。東條内閣は戦力を再検討し

戦備を整えることは続けながら日米交渉を続けると結論付けた。この間１０月２６日東京

日日新聞（現在の毎日新聞）は戦争開始の論調を社説で書いた。１２月２日大本営政府連絡
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会議が開かれ、賀屋興宣蔵相、東郷重徳外相の戦争反対の異論はあったが永野修身軍令部総

長はじめ軍部の意思に押され対米戦争を決意することとなった。天皇はこの報告を受け、極

力日米交渉で打開を図ってもらいたいと切言し、東條は恐縮して聞いていた。１１月５日、

第三回の御前会議は事実上太平洋戦争の開戦を決定づける会議となった。これらの経緯は

米側に筒抜けになっていた。このとき日本は最後の日米交渉に「中国派遣軍は２５年を目途

に撤退する」甲案とやや引き下がった「仏印から日本軍は撤退する。その代り米国は日本に

石油を供給する」乙案、すなわち日米関係を４１年７月以前の状態に戻すとした案を野村大

使に送った。１１月１５日の大本営政府連絡会議はドイツが勝つことを当てにした戦争終

結を結論とした。このとき東京日日新聞、朝日新聞は勇ましい対米強硬論の論陣を張った。

ワシントン時間２６日午後５時にハル国務長官は乙案を否定し①中国およびインドシナか

らの日本軍および警察の完全撤退②日米両國政府は中国において重慶政府以外の政権を認

めない③日米両國政府は中国における一切の治外法権を放棄する④第三国と締結した協定

を太平洋地域の平和保持に衝突する方向に発動しない、すなわち３1 年の満州事変以前の日

本に戻れというハルノートを提示した（この条件をのめば戦争は回避できたが実現はＣ）。

これを受けて第四回御前会議が開かれ、交渉決裂、戦争を行うと決定した。１１月１９日天

皇は重臣会議を開いて結果を報告し、若槻礼次郎、岡田啓介、米内光政は反対意見を述べた。

特に若槻礼次郎は「自存自衛ならともかく戦争目的にある八紘一宇といった理想に目をく

らましてはならぬ」と発言したことに対し東條首相は「理想を追うて現実を離れることはし

ない」と反論これに対して「理想のために国家を滅ぼしてはならない」と正論を述べた。 
 
４．おわりに 
今から考えれば実にばかばかしい戦争をしたものだと思わざるを得ないが最後に二人の言

葉を紹介する。「…やはり日本が米英蘭との開戦を決意しなければ太平洋戦争はあのような

形では起こらなかった。その点をしっかり見つめる必要がある。むろんアメリカは日本の外

交電報を読んでいたが（マジック）最後の決定的瞬間を選択したのまぎれもなく日本側であ

った。またマジックに関しては最近神戸大学の蓑原俊洋助教授が日本もまたアメリカの外

交電報を解読しコーデル・ハル国務長官の出方を予想していたということを外務省外交史

料館に残されていた資料から明らかにした。核心となる問題はルーズベルトの陰謀によっ

て日本が開戦させられた云々といったレベルではないのだ」（加藤陽子）、「自由はある日突

然なくなるものではない。それは目立たない形で徐々に蝕まれ、気が付いた時にはすべてが

失われている」（宮澤喜一）。 
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