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「! 945年の精神」とその崩壊

ポーレー賠償案の形成と破産 1945- 47

三 浦 陽 一

岐阜大学教養部日本語 ・ 日本事情研究室
(1987年10月8 日受理)

“The 1945 Spirit” and its Demise

Pauley Reparations Report as U .S.

Strategy for Eastern Asia, 1945- 1947

Y oichi M IURA

は じ め に

今日の日本のあ り方に大きな影響を与えたアメ リカの対日占領政策が, 国際情勢, と く に中国情

勢との密接な関連のもとに実施されていったことは, すでに戦後史理解の基本点のひとつである。

すなわち, 当時のアメ リカの極東政策の重点は, 国民党政府による中国全土の統一を援助し, 米中

提携を確立して, 中国をアメ リカの安定的なアジア経営の支柱かつ資本市場とすることにおかれて

いた。 アメ リカは日本の非軍事化と民主化政策を推進したが, それはこのよ うな中国第一主義の戦

略にもとづ く反米的再起防止のための日本弱体化政策とい う性格を帯びていた。 しかし, その後中

国では内戦が激化し, 日本の労働運動も予想を越える高揚を見せるにおよんで, アメ リカは日本改

造の諸計画を修正し始め, アジア政策の拠 り所を中国から日本へと移してい く ( 占領政策の転換)。

日本敗戦から数年間は, 日本近代史上最大の変革期となったが, 占領者として強大な権力を掌握し

ていたアメ リカの政策が転換していったこ とは, 日本の民主化を未完に終らせる大きな要因となっ

た , と。

この対日占領政策の転換については, これまでその正確な時期や要因, 意味内容について, アメ

リカ外交史, 日本労働運動史, 政治史, 経済史など, いろいろの分野から諸説が出されてきた。 し

かし, この問題を考える場合の基本点として留意すべきは, アメ リカの対日占領政策の転換とは,

い うまでもな く アメ リカのアジア政策の転換の一環であ り, また, それはよ りグローバルな国際情

勢変化の関数であったとい うこ とである。 したがって, 戦後日本の歴史過程を理解しよ う とする場

合にも, 日本国内のみに目を向けた り, 世界情勢と日本の状況を媒介なしに関連させて述べるといっ

た方法は適切ではない。 本稿は, 世界と日本をつなぎ, 歴史が作られる場としての東アジア圏を考

え, そのなかで日本国民の軌跡を相対化し よ う とする観点に立つが, と く に戦後を考える場合には,

アメ リカとその出先軍が, 大戦争の直後という決定的に重要な変革期に, 東アジアのいずれの国に

おいても歴史過程に深 く介入したために, その後の各民族のコースに大きな影響を与えた とい う共

通項がある。 その意味で, 戦後期に関してはと く に, アメ リカの動向を探ることは, 東アジ ア圏の

相互関係を歴史的に探るひとつの有力な媒介= 分析対象となるであろ う。 しかし, よ り具体的に,

朝鮮半島を含む東アジアで生じたどの時点の, どの事態がどのよ うな要因によってアメ リカや日本
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にとって と く に重要とな り, それが対日政策, ひいては日本の国家構造再建や国民の運動にどのよ

うな意味をもったかを歴史過程に即して検証し, 具体的な歴史像を構成するこ とは, いまだに大部

分がこれからの課題 と して残されている。

以上のよ うな課題意識のもとに, こ こで と く に初期賠償を と りあげる理由は, 次の点にある。 ア

メ リカ占領軍に指令された最初期の対日経済政策の基本文書は, 既存および将来の軍事武装に直接

的に役立つ産業施設の破壊 ・除去 ・禁止, 日本の 「平和的 ・民主的勢力の成長に貢献」 するよ うな

国内経済の改革, 将来の 「平和的貿易国家」 としての国際経済への復帰の保証の他に, 特に賠償の

実行を明記していた(1)。このように賠償が最初期から具体的な政策分野として特筆されたのは, それ

が ドイ ツに対してすでに実施が確定していた こ とのほかにも, ふたつの点で重要とみなされたから

である。 そのひとつは, 土地 (農地改革) , 労働力 (労使関係の近代化) , 資本 (工業力の制限や独

占禁止など) とい う経済の基本要素の再編と関連付けながら, 賠償による生産力削減を 日本経済の

非軍事化 ・民主化の手段の一つとする, とい う国内的な意義であ り, も うひとつは, 戦争の火付役

としての責任を追及し, 日本からの賠償をアジアの被侵略地域に対する補償 ・弁済とするという国

際的な側面であった。 すなわち賠償政策はアメ リカの対日政策であ り, かつアジア政策であるとい

う性格を帯びていた。 初期賠償は, このよ うに包括的な意義を与えられていたために, アメ リカの

対アジア政策のなかでの日本の位置付けとその変化を最も敏感に反映し, 象徴した政策分野のひと

つであった といってよい。 本稿が賠償を具体的な分析対象としたのは, 以上のよ うな観点から, 賠

償政策の特殊性に着目したからである。 ゛

と く に, 本稿が対象とするポーレー賠償案は, 著し く対日懲罰的で, 当時から戦後初期のアメ リ

カの中国中心のアジア政策を代表するものとみられていたが, 近年に至ってようやく事実経過が相

当程度明らかにされた。 ただ, 今のと ころ, 主としてアメ リカ政府や日本政府の動きを新公開の資

料にも とづいて逐次叙述し七い く こ とが可能になった段階であ り, 歴史的再評価の努力もまだ十分

ではない, といってよい。(2) 本稿は, 戦後世界と東アジアの歴史過程を基礎に, これに介入したア

メ リカのアジア戦略の一端としてのポ= し/一賠償案の形成と没落の過程を最近の公開資料を も とに

あらためてたど り, それを通して対日占領政策の転換に関する歴史的理解につき検討しよ う とする

ものである。

ポーレー賠償案の背景

まず√日本敗戦以前のポーレー賠償案の背景について考察しておきたい。

背景の第一は, アメ リカのアジア構想である。 日独の敗戦が迫った1945年 2月のヤルタ会議の時

点で, アメ リカの描 く新しいアジアの構図は浮び上がっていた。 それはご く大まかには次のよ うに

ま とめるこ とがで きよ う。

(1) 「大日本帝国」 は解体し, その領土をほぼ本土四島に縮限する。 沖縄・小笠原の領土的 (法的)

帰属は流動的と しても, 軍事基地と してはアメ リカが半永久的に確保する。

(2) 日本本土はアメ リカ主導で軍事占領し, 「非軍事化・民主化政策」, すなわち日本が二度とアメ リ

カの脅威にならないよ うな措置を とる。
(3) 中国国民党を援助して国民政府による中国全土の統一をはかり, アジアの安定勢力と して育成

する。
(4) 朝鮮半島は, さ しあた り国際信託統治下におく こ とが考えられるが, その後独立させて, ソ連

中国など一国のみの影響下におかれないよ丿配慮する。
(5レ ッ連には, 対日参戦の代償として南カラフ ト ・千島の領有と中国北部での一定の経済特権を認

めるが, その際, 。上記(1卜 (4)の構想を ソ連に承認 ( もし くは黙認) させる。
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(6) 米軍基地の存続を条件に, フ ィ リピンの独立を認める。

(7) 東南アジアの植民地は, すでに独立の要求が強いが, 当面不干渉を基本とする。 ただし, 具体

的な態度決定にあたっては, 独立が西欧宗主国の経済的基盤をあまりに急激に堀 り崩すことのな

いよ う配慮する(3)。

ここから うかがえる特徴は, アジア唯一の帝国主義国であった日本を叩き落と し, かわ りにアメ

リカの指導下に中国を も り立てること, つま り近代アジアの国際構造に ドラステ ィ ックな改変を加

えるこ とになっていたこ とであった。 また, 日本帝国の解体部分のうち, アメ リカは太平洋の戦略

諸島さ らには日本本土, ひいては中国を獲得し, ソ連は日本の北部諸島と中国北部の権益を得る,

とい う具合に, 二大国による勢力圏分割的な性格を持っていた。 ただし, アメ リカにとって こ う し

た青写真の成否は, 東アジアのあらゆる地域で親米的安定政権下での統一と独立が達成し うるかど

うかとい う問題, すなわち当該地域の人民のそれぞれの動きに大き く依存するものであった こ とは

い うまでもない。 こ う して, 従来の日本中心のアジア国際政治構造の根本的塗 り替え, 米ソ, と り

わけアメ リカの大国的進出, 各地域人民の動向が 「統一」 や 「独立」 というシンボルを媒介と しつ

つ, 国際政治を動かす要因と しての重要性を増したこと, といった点において, 日本の来たるべき

敗北は近代アジブ史上最大の分岐点となるはずであった。

むろん, このよ うな見通しは, ソ連め対日参戦を前提 と したものであ り, 反共色の強い トルーマ

ンが4月に大統領に就任して以来, と りわけ原爆開発成功以後, アタ リカはソ連の参戦以前に日本

を降伏させよ う とする姿勢を強めてい く 。 日本に対し和平の 「条件」 (terms) を明文化して示し,

これを ゛無条件″(unconditional) で受け入れるよ う迫 り ( 7月26日ポッダム宣言) , さ らに日本戦

争能力の純軍事的破壊にとっては大して意味のない目標への原爆投下 ( 8月 6 日, 9 日) によって,

ソ連軍の 「満州」 侵攻 ( 8月9 日未明) を挟み撃ちにした(4)。 しかし, ソ連の参戦は実行され, 以後

アy リカの関心は, 日本の早期武装解除, 朝鮮半島南部の占領の他に, 中国での国共対立のゆく え

と, それに関連して ソ連が東北・朝鮮北部でどのよ うな動きに出るかとい う問題に集中したのであっ

た。

他方, ポーレー案形成の第二の背景と して, 中国国民党の戦後構想も重要であった。 国民党政府

は, 1942年夏ごろから戦後の中国経済再建プランを考え始めていた。 いまだ戦争の帰趨も定かでな

く , その内容は当然, 初歩的で具体性に乏七いものではあったが, 輪郭はある程度知るこ とができ

る。 すなわち, 抗日戦勝利後, 国民政府の下に統一されるべき中国は, 日本にかわってアジアの主

導権を握る資格があると考えられたが, そのための基礎は経済建設であ り, と く に重化学工業化は

国防の見地からも不可欠とされた。 しかし実情は, 人口の過半が農民であり, 高品質地下資源に恵

まれず, しかも開発のための資本と技術が決定的に不足していたことから, アメ リカからの資本 ・

技術輸入に大きな期待がかけられていた(5)。 こ う した条件下にあって, 農業生産力, 鉱物資源, 鉄道

輸送網, 日本による工業開発, などの好条件を備えた中国東北は, 国民政府にとって も と りわけ注

目すべき存在であった。 そ してこの東北とい う 「中国における最も高価な賞品」(6)の獲得と, 対日賠

償, および長期的な対日経済統制, とい う三つの要素は, 中国の戦後プランの中にあたかも三位一

体のごと く 含みこまれていた とみられる。

た とえば, 1943年10月, アメ リカの実業界誌 『フ ォーチ ュン』 は, 戦後予想される 「チャイナ ・

マーケッ ト」 の夢実現へのアタ リカ資本の期待を背景に, 「中国の戦後計画」 と題する重慶からの長

文報告を掲載した。 そのなかで, 日本に関連して次のよ うに述べている。

中国の戦後計画のなかで, 日本はどのよ うに組み込まれているのだろ うか。 中国人はまだこの

点について文書にしてはいないが, 政治家や学者の考えはすでに具体化している。 ……中国の経
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工業施設- これは鉄鉱石 〔の供給〕 を失った以上, 余計なものとなる は, 経済再建のため

済相によると, 日本のー そしてあらゆる国家の一 実力は, 重工業から直接に引き出されるも

のである。 日本を永久に非侵略的にさせるには, 日本の重工業を片端にせねばな らない。 これは

難しい仕事ではない。 なぜなら, 日本の重工業は過去10年にわたって中国最大の鉄鉱資源を もつ

広大な満州の開発を軸として展開してきたからである。 さ らに, 日本が危害を加える能力を永遠

に失 うよ う, 確固たる平和を望むならば, それは満州基地だけではな く , 南洋 〔東南アジア〕 の

鉄鉱石入手権を も 〔日本から〕 剥奪することでなければならない。 こ う して鉄鉱石の供給がな く

なれば, 日本産業の全構造は資本過剰となる。 こ こに中国の入りこむべき余地が生じる。 過去12

年間の戦争で日本が中国社会に加えたはかり知れない破壊と略奪に対する賠償として, 日本の重

大部分を中国に移送すべきである。 日本に必要な鉱物や工業施設については, 日本の国内需要に

応じて国際交渉で算定されるだろ う。 ……中国人は言 う。 日本人ぽ重工業で生きてきたのではな

い。 重工業で生きてきたのは軍事機構だけである。 日本の人民が生きてきたのは, 絹, 茶, そし

て綿布によってであ り, このうち綿布については議論もあろ うが, これらが戦争終了後日本人に

残される経済活動の分野である(7)。

ここには, 「満州」資源や工業力へのやや過大な評価が感じ られるとはいえ, 対日賠償の論理がよ

く表現されている。 すなわち, 帝国を奪われ, 原料資源 ・市場の排他的供給源をすべて失って, 資

源なき小国の地位に日本が転落すべきこ とは, アメ リカの青写真でも確定的なこと と見られていた

のは既述のとお りであるが, その際賠償は単なる報復や 「戦利品」 ではな く , 日本国内の経済構造

についても歴史的な後退を余儀な く させるための手段として位置付けられている(8)。また, 返還さる

べき 「満州」 に, 賠償と同じ く , 自国の復興と, 日本経済押え込みとい う二重の役割を担わせよう

とい うのである。
このよ うな考え方に, も う一つ, アメ リカの観点が組み入れられれば, 初期対日賠償政策の基本

的な背景要素が出そろ うこ とになろ う。 それは, アメ リカ資本の自由で多角的な貿易を保証する国

際経済構造創出への期待と, 海外市場拡大の要請, と りわけ中国市場独占への渇望であった。

戦争最後の年にはいると, 国連の発足, プレ トン ・ ウッズ機構の議会によると承認といった, 戦

後体制確立にむけた動きが活発化していった。 こ う したなかで , 戦争の終結はアメ リカ資本にとっ

て世界的な拡張の機会を意味するだろ う とい う期待と, また, 同じ コインの裏側として, 貿易と資

本投下の大拡張なしには, 戦時に一挙に高まったアメ リカの生産力に見あ う市場を見出せず, 結局

は恐慌とブロック経済化とい う30年代の悪夢が再来するのではないかとい う恐怖感が, アメ リカの

ビジネス界を広 く おおっていた。 自由多角貿易とい う当時のアメ リカ資本共通の目標は, こ う した

期待と恐怖を背景にした政策シンボルであった。(求人広告を見ると, 十の仕事があればそのうち一

つは必ず貿易関係であさ)。 ニューヨーク市だけを とっても, 最近輸出社会が650も出来た。……リベ

ラルであれ保守主義者であれ, 民主党であれ共和党であれ, また実業界や政府の代弁者も, 少な く

とも一点についてだけは意見が一致している6 それは, 戦争のあと, 合衆国は外国貿易を大拡張し

なければならないとい う点である」 (9), 「私の知るかぎ り, 我が国内市場が現行制度の下でわが国の

全生産量を吸収するこ とができると信じているものはいない」 (lO), 「〔アメ リカの〕 西海岸は, 戦争

後の将来についてますます歓喜に興奮している。 ‥…・このますます高まっている楽観主義は, いろ

いろ困難があろ う となかろ う と, 東洋との交易が 〔戦後は〕 自動的に増大して大景気が到来するだ

ろ う とい う確信から来ている」 (11)_ むろ心 こ う した観測も同時に, 貿易 ・資本投資の拡大のた

めには, 取引相手の急速な経済再建, 莫大なアノ リカの戦時余剰物資の処理問題, 貿易決済に必要

な外貨の調達( と く・に ドル不足) , 高いアメ リカ自身の関税障壁の処理など, 困難な問題が予想され
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るこ とを指摘していた。

このよ うな困難は予想されたにせよ, こ う した時期にあって, アメ リカ資本にとって巨大な中国

大陸が潜在的市場と して注目されたこ とは当然であった。 例えば, 戦中からすでにスタ ンダー ド ・

オイル, ウィ リアム ・ハン ト, ナシ 11ナル ・ シティ ・バンクなどの大資本が重慶に支社を置いて,

戦後中国経済再建に参加の名乗 りをあげてお り, アy リカ政府も外国経済局を中心に, 1945年はじ

めから長江, 黄河の河川工事や奥地資源の開発など大規模なプロジェク トを含む戦後中国の工業化

計画を作成し, 工場建設, 運輸施設, 技術供与, 技術者養成など, 合計20億 ドル規模の総合計画を

立てていた。 ただし, 東北 (「満州」) については, 正確なデータがえられないため別個に計画が作

成されつつあった(12)。 国際的地位の向上にともな う諸外国との従属的関係の解消, 台湾奪回, 戦中

の一定の工業化の進展などと相まって, 日本による支配を通じて強化されたはずの東北工業力を も

利用しつつ大陸経済の再建がなされれば, この国は 「アメ リカの過剰生産能力の最大の捌け口とな

り うる」 (13)と さ えみられたのであった。

ポーレーの賠償案は, 以上のよ うなアノ リカと中国政府の相対応する戦後構想と, アタ リカ資本

の利害を背景と していた とみられる。

ポーレー賠償案の形成

対日賠償政策は, 国務省を中心とするアメ リカ政府内部の戦後政策立案作業の初期, 43年前半か

ら検討項目の一つとされ, 第一次大戦後の ドイツ賠償の経験もふまえながら, 金銭賠償ではな く現

物賠償と し, 軍需産業は禁止するが平和産業の維持を許すこ と, 日本在外資産を没収して賠償の一

部とすること, 将来は世界貿易への参加も許すこ と, といった一般原則が日本降伏の時点で決定さ

れていた。 こ う した作業結果を集約したのが, ポッ ダム宣言の 「日本国はその経済を維持しかつ公

正なる実物賠償の取 り立てを可能ならしむるが如き産業を維持するこ とを許さるべし」 (第11項) と

い う文言である。 その際, ポーレー案との関連で と く に注目されるのは, 43年半ばとい う国務省で

の立案最初期の段階から, たんなる損害の補償のための賠償でな く , よ り積極的に, 荒廃したアジ

アの復興に役立つものにする, とい う発想がみられた ことである(14)。 主要交戦国の一つであるアメ

リカが, 自国への賠償はほとんど期待せず, 賠償を一貫して東アジア経営の手段としてとらえてい

た点は特徴的であろ う。

以上のよ うな大まかな原則を うけつぎ, 45年 5月, アメ リカ賠償大使に任命された E. A. ポーレー

は, ドイ ツ賠償交渉を一応終えたあと, 11月15日に来日して対日賠償案作成のための現地調査を開

始した(15)。 ポーレー使節団は, 主席のマ ックスウェル以下, 経済, 産業技術や金融問題の専門家,

法律家, それにマ ヨソズ ・ ホプキンス大学教授で対日強硬派の論客として著名であったアジア学者

オーエン ・ ラティ モアを含む20名余から構成され, 来日 (第一団は11月 7 日入京) 直後から日本経

済の統計分析, GHQや日本政府からの情報収集, 兵器工場, 造船所などの視察やフ ィ リピン, 南部

朝鮮, 華北の実情調査など, 精力的な活動を行った。

従来の研究ではほとんど言及されていないが, この間, ポーレーは重慶を訪れ, 蒋介石夫妻や宋

子文外相ら国民政府首脳と協議した。 この時得だ情報のうち, ポーレーが最大の関心を向けたのは

中国東北の情勢であった。 東京にもどったポーレーは, n月27日, ただちに国務長官にあてて電報

を送 り, ソ連が駐留し中国共産党軍が重要拠点のひとつと している東北の情勢が国共対立を促進す

る要因になってお り, しかも 「中共軍は莫大な自然資源を持つ満州を コン ト ロールすることによっ

て格段に強力になるだろ う」 こ と, そして 「満州の原料資源と半製品は日本から賠償として輸送す

る工業施設と直接的な関連を もっている」 がゆえに, いっそ う 「困惑している」 と述べた。 なぜな

ら, 鉄鉱石, 銑鉄, 無煙炭などを 「満升|」 からの輸入に依存してきた日本本土の工場や工作機械を
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「過剰な重工業」 として賠償にあて るはずであるか, 東北は中共の根拠地となっている うえに, 大

量の工業施設がソ連によって持ち去られている, とい う情報があ り, その規模によっては, た とえ

中国やフ ィ リピンが賠償機械などを受け取っても, 当面東北から原料 ・半製品の供給を受けるこ と

がで きず, 「きわめて大きなハンデ ィ ・キャ ップ」 を こ うむるこ とになるから, とい うのであった(16)。

ここには, ポーレー賠償案が中国大陸の展開の関数であったこ とが具体的に表現されている。

他方, 使節団は勧告書の作成を急ぎ, 来日約一か月後の12月7 日, 真珠湾攻撃の日を選んで, ポー

レーは 『中間報告』 を発表し, 同月18日, トルーマン大統領に直接提出した。 トルーマンはわずか

3 日後の21日, 「ただちに実行に移すべきである」 と, これを承認した(17)。 アメ リカの占領政策は,

国務省を中心と して一応の成案をえたあと, 他省や現地軍との意見調整を行ない, その うち重要

なものについては大統領の承認を受ける, とい うプロセスを経るのが普通であ り, 現地調査団の

勧告が直接に大統領の, しかもこれほど敏速な承認を うけた例はおそ ら く ほかにはない。 その理

由と しては, いまだ 「中間」 報告で, しかもアメ リカ一国の案にすぎず, さ らに関係国の承認が

必要であった こ と, ポーレーと トルーマンの個人的親密性, ポーレーの資格が大統領任命の特別

個人大使であった こ と, トルーマンは極東問題や経済には詳し く なかったこと, といった要因も考

えられるが, 重要なのは当時の国際情勢である。

ひとつには, 当時ソ連をはじめ他の連合国は, 対 日占領に発言権を得るため国際合同管理機関の

設置を強く要求しており, これはち ょ うど12月開かれたモスクワ外相会議の議題となっていた。 は

たして, いまだ反ッ意識のうすい国務長官バーンズがアメ リカ代表とな り, その結果12月7 日発表

されたモスクワ宣言は, 東欧に関して ソ連の要求を実質的に容認し, 朝鮮信託統治へのソ連の参加,

さ らにツ連を加えた日本占領管理機構 (極東委員会および対日理事会) の設置を確認した。 トルー

マンが 「私はツ連を甘やかすのに飽きた」 と苛立ったのは, このモスクワ会議の終了後, その関係

書類をみた ときのこ とである。 米議会やマス ・ コ ミでも, モスクワ宣言に示されたアメ リカの態度

は対 ッ宥和的にすぎる との批判が強ま り, この外相会議は対 ソ強硬外交への重要な転機 となっ

た(18)。 この時点で極東 ・ 日本問題について他の連合国, と く にソ連の公式発言の場が設定されたこ

とは, その後のアメ リカの東アジア政策を最深部から規定する要因のひとつとなった。 こ うした新

たな占領管理機構の発足にあた り, 対日主導権を維持するためにも, アj リカは自身の賠償政策を

いちはや く確立 してお く必要があったのである。

また, も うひとつの要因として見逃せないのは, 当時の中国情勢との関連である。 トルーマンは

12月, 信頼をお く マーシャル将軍を派遣して, 国共調停に乗 り出していたが, 当時, 日本からの賠

償物資の送付がアメ リカの援助と並ぶ国民党軍へのテコ入れを意味するということはワシン トンに

とって当然の前提であった(19)。 こ うした時期にあって, できるだけ早急に賠償を国民党政府への援

助とし, 日本の非軍事化と中国の統一を急ごうとしたことが考えられる。

翌46年初頭, 中国では, マーシャルの調停下に国共の内戦停止と統一政府樹立に関する協定が実

現し, トルーマンの意図は成功しつつあるかにみえた ( 1月10日 停戦協定成立, 2月25日 整軍

協定成立)。 中国中心の新アジア構造とい うアメ リカの青写真に現実が近付きつつあるよ うに思わ
れた。 中間報告完成後も使節団スタ ッフは東京に残って作業を続け, 46年 1月18日帰米後, 4月1

日付の 『総括報告』 が完成した(20)。 中国情勢がアメ リカにとって比較的順調であった時期に作成さ

れた こ とを反映したためか, 『総括報告』は, 中間報告発表当時予想されたよ りもはるかに日本にた

いし過酷な内容 となった。

ポー レ1- 賠償案の論理

日本敗戦直後の賠償問題をめぐる国際世論の基調は, 「日本の侵略を未来永劫にわた り終焉せし
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めるこ と」 ( トルーマン声明, 45年11月2 日) (21), つま り日本が二度と侵略戦争を起こせぬよ う, 経

済構造の トータルな非軍事化を徹底し, かつ日本の犠牲において東アジア全体の経済復興をはかる

べきだ, とい うこ とにあった。 その前提には, 日本本土には日本国民の最低限の生活を可能にする

以上の 「過剰な」 ( ポーレー 『総括報告』) 生産設備が残されている, とい う見方があった。 日本に

おける戦争の根因を断つことが急務であり, かつ荒廃したアジアの復興に日本が責任を負うべきだ

し, 日本にはそのための能力もある, とい う この考え方は, 当時国際的に一般的なものであ り, こ

れがオース トラ リアの学者 W . ペ ト リーが 「1945年の精神」 (the1945spirit) と呼んだものであっ

た(22)。 ポーレー賠償案は, こ う した世論を考慮しつつ, 使節団の最有力ブレーンであったラティ モ

ア (彼はのちにポーレーの声明や賠償報告書そのものの作成に 「主要な役割を担当」 (23)した と自ら

認めている) の影響を うけた日本近代の社会構造とアジア経済構造に対する認識と, アメ リカ独自

の利害にもとづ く東アジア再編構想を背景に導き出されたものであった。

まず, ポーレーの賠償計画で主要な受取 り先と想定されていたのは, 第一に中国国民党政府, 次

にフ ィ リピンで, 他にはイン ドシナ ( フ ランス) , イン ドネシア ( オランダ) が可能性と して考えら

れていた。 他に, 連合国ではないが朝鮮も考慮の対象になっていた。 現存するポーレー使節団の文

書や調査内容から推すと, これ以外の東南アジア諸国にはほとんど関心を向けていなかったよ うで,

侵略による被害の程度およびアタ リカの戦後構想からみて, 賠償においても中国第一主義が貫かれ

ていた とみてよい。 その際, ポーレーにとって日本からの賠償物件を も利用しつつ復興するはずの

中国経済の中心の一つが, 日本の強権的開発によ り強化されていた「満州」工業力と資源であった こ

とは前述した とお りである。むろん, アメ リカ資本の意向を意識して, ポーレーは種々の機会に, 中

国工業化には, 外国からの「借款」や「強力で資金豊かな統一機関の援助」が望まし く , 「中国とフ ィ

リピンが特別の技術機関を設立して日本からの賠償工場や機械の取付けと利用ができるよ う援助す

る」 必要があるこ と, さ らに 「アメ リカ人エンジュアの技術やアメ リカ資本」 の 「大。きな援助」 が

なかった ら, 賠償は 「経済的無駄骨」 におわると付け加えるこ とも忘れなかった(24)。

朝鮮半島については, 半島全体では食糧は十分に自給できるはずとし, 法的には連合国ではない

ため賠償を直接受けるこ とは難しいが, モ リブデン, タ ングステン, 石英, マグネシウムなど豊富

な鉱物を輸出して, 他国が日本から受け取った軽工業施設と交換すれば, 「均衡のとれた」 「もはや

日本に依存しない」 経済が急速に建設できるだろ う, というのがポーレーの描く経済再建の骨子で

あった。 しかし, 水豊ダムをはじめとする電力源, 鉄鋼生産力, 「事実上の全化学工業」は38度線以

北にあ り, 中国東北と同様, こ こでも ソ連と現地共産党の存在と行動が自立経済建設にとって大き

な障害と して敵視され, アメ リカの対ソ不信 ・反共意識をかきたてた(25)。

それでは, ポーレーの勧告はどのよ うな歴史認識とアジア構想を基礎にしていたのであろ う

カj 26)o

その第一の特徴は, 従来のアジア経済は日本軍事産業を頂点とするはなはだし く奇形的なヒエラ

ルヒーをなしてお り, 日本経済は内部に不断の膨張への衝動を必然とする構造を もっていた, とみ

ているこ とである。 すなわち, 日本のよ うに資源なき小国が明治以来の厳しい国際環境の中で工業

化をなし遂げよう とした場合, 「必然的に」 原料・資源の獲得を 目指して軍事力優先の経済構造を強

行的に構築してい く こ とになった。 そして度重なる軍事的侵略はますます大量の原料資源の入手を

必要なら しめ, ついに日本は 「夢想帝国」 (dream empire) の実現に乗 り出したのであった。 この

「帝国」 から日本は 「生血」 (原料, 半製品, 食糧) を吸い上げ, 日本本土に集中された仕上げ加工

設備をも って 「帝国」 圏の経済的機軸をみずからの手に確保し続けた。 そこにあっては, 「原料資源

供給の体系」 の地理的配置が純経済的な効率性よ りも軍事的 ・戦略的 ・兵姑上の考慮に基いて決定

され, 日本本土以外の地域の工業発展は 「意図的に」 阻害された。 しか払 このよ うな 「不自然」
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で 「非経済的な」 アジアのヒエラルヒー構造を もた らした 「近代日本の軍国主義的歴史」 は, アジ

ア諸国だけでな く , 欧米諸国に対しても多大の犠牲を強いた。 すなわち, 軍事産業に対する国家資

本投資と保護政策を貧しい財源から捻出するための, ダンピングと補助金による輸出が強行され,

ひいては 「何百万とい う若きアメ リカ人」 が太平洋にかり出され, 血を流したのであった。 そこで,

日本の再侵略の可能性を根本的に除去し, 近隣諸国経済の更生と日本経済の最低線維持を実現する

方法が賠償である, とされる。 それは日本以外の極東地域の 「工業発展のレベルを引き上げ, かつ

平均させる」 こ と, すなわち日本を頂点とするヒエラルヒー= 「無駄と破壊」 の構造の破砕と, そ

れにかおる ゛自然″で ゛合理的″な経済連関を構築することであった。 賠償は, 日本の工作機械や

プラッ トを中国やフ ィ リピンに移動させることによ り, この 「平均化」 に役立つはずであった。

特徴の第二と して, 以上のアジア経済についての見方からも うかがえるよ うに, 日本の国内経済

については, 日本がも と も と無理な 「夢想帝国」 を渇望した最奥の根源のひとつは, 日本人民への

極度の窮乏の押し付け, つま り国内市場の狭あいにある, とい う見方を とっていた。 すなわち, そ

の国内経済構造は, 軍需産業とそれに必須の原料輸入の確保のための輸出力を維持するため, 日本

労働者に低賃金と重い税金を課して 「低い生活水準」 を余儀な く し, また, その 「社会観が濃い封

建的色彩を帯びた」 貧しい農民が 「日本軍国主義者にとって理想的な兵隊供給源」 とな り, そのう

えに 「日本最大の潜在的戦力であ り, 日本のすべての征服と侵略を可能にした」 財閥が君臨する,

とい うものであった。 そこで, 日本改造のシナ リオは, 軍部勢力の完全な破砕後, 財閥に代表され

る巨大資本と地主の支配を, 賠償と財閥解体 ・土地改革によって除去し, かわって独立農民と中小

規模の企業家による同盟 ・共栄関係の創出により, 自立的国内市場の創出をはかることにあ り, そ

のためのステ ップが地主 ・小作関係からの農民の解放→農民の独立中農化→国内市場の拡大→都市

消費材生産との結合→海外市場獲得衝動の消滅, すなわち 「工業と農業を安定した国民経済の中で

結合させる」 ( 『総括報告j 39頁』 ことである, と構想されていた(27)。 一口に言って, これは軽工業

と農業の小国に後退させるということであり, た とえば日本の今後の輸出品として想定されていた

のは生糸, 茶, 陶器, セj ソ ト, 玩具, 紙などであった ( 『総括報告』 36頁) 。 ラティ モアも, 人口

の約半数を占める自小作層を農地改革と都市周辺の農地化によって自作化させて, 近代日本の都市

への人口集中化傾向を逆転させよ, 工業は綿織物を’中心にせよ, と主張していた(28)。

このよ うな歴史的後退案に賛同した日本側の政治勢力は, 事実上皆無であった といってよい。 財

閥や保守政党が反対であったのはもちろん, 政府は外務省を窓口に, 少しでも賠償規模を緩和させ

ようと使節団や GHQへ必死の ゛要望″をかさねた(29)。 敗戦を契機に過去の日本経済のありかたに

深い反省を加えよう とした学者や経済官僚も, 国内市場の拡大とい う一点ではポーレー案と同じ観

点に立っていたが, 他の点では大規模企業の全面的解体に等しいポーレー案とは大き く異なる青写

真を作っていた(30)。 また, 左翼政党は, ポーレー案が基幹大規模産業の国有化を通じた社会主義へ

の道を閉ざすばかりか, 日本経済を 「1900年に逆もどり」 (野坂参三) (31)させるものであ り, 日本を

アメ リカの商品市場もし く は事実上の植民地とするものではなじヽかとい う恐怖さえ抱 く ものがいた。

ポーレー案の特徴の第三と して見逃せないのは, それが日本経済を将来にわた りコン ト ロールす

るための特定の方策を賠償政策のなかに埋め込も うとしている点である。 戦後アメ リカの対日政策

の一つの重要な特徴と して, 日本を低い地位にと どめるにせよ, 盛 り立てるにせよ, 必ず日本を コ

ン ト ロールする手段を合わせ考えていたこ とがあげられる。 その例と しては, 日本敗戦以前から,

軍備監視条項を含む非武装条約, 重要物資の輸入制限, 船舶 ・飛行機など戦略的に用いられる生産

物の生産制限, など多様なものが考えられた(32)。 ポーレー案は, 工業用塩, 石油, 綿花, 良質炭な

ど日本が海外に求めるほかない原料 ・半製品を必要とする基礎産業能力の制限のほかに, 日本統御

の重要な手段と して, 鉄鉱 ( と く に銑鉄) 生産量の制限を特筆していた。
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第一図は, ポーレー案の内容の主要部分を図示したもので, 右はしの楕円内にあるものが輸入が

必要な原材料の うち重要なものであるが (それぞれ産業枠内の数字は現有設備能力の概数を表わす。

撤去規模を意味するのではない) , 日本は石炭をのぞ くすべての重要原材料に欠けてお り, また と り・

わけ鉄鋼生産能力の削滅は工作機械, 造船, 車両, 軸受けなどの重要基礎産業の生産能力をおのず

から制約し, その波及効果は, まさに日本工業力の喉笛をおさえるに等しいものがあるこ とが理解

される。 ポーレー 『総括報告』 によれば, 「日本は良質の鉄鉱石および石炭が不足している国である

から, 鉄鉱石や石炭を輸入するよ りも銑鉄を輸入するほうが合理的」 (13頁) と述べ, 今後日本に必

要な銑鉄総量年間150万 トソのうち, 賠償として溶鉱炉と圧延施設をアジアの他国に与えて日本の銃

鉄生産能力を50万 トソに押え, のこ り100万 トソを。アジアからの輸入に頼らせて「日本の戦争潜在力

の復活を妨害」 し, 「鉄鉱石と石炭を産出する国々における鉄鋼業の発達を刺激する」 ( 13頁) こ と

を勧告した(33)。 ここにい う 「鉄鉱石と石炭を産出する国」 の筆頭が国民党政府の中国であった こと

は言 うまでもなかろ う。 すなわちこれは, 石油と綿花, 鉄鉱石などの大産出国であるアメ リカ と と

もに, 統一中国が鉄鉱石, 石炭, 銑鉄 (および工業用塩) などを通じた対日経済コン ト i=l - ルの力

が与えられるであろ う こ とを意味した(34)。

さて, 以上のようなポーレー案は, ア j リカ資本のどのよ うな利害に合致するものであったのか。

それは, 既述のとお り, 従来の日本中心のアジアのヒエ ラルヒー破砕, つま り ゛円ブロ ック″再

編の可能性を断ち, 自由かつ多角的に ドル資本が活動できるあらたな経済圏作りと, 日本のアメ リ

カ資本にとっての無害化と中国市場の確保をねら うものであ り, さ らに短期的には, 内戦のさなか

にある国民党政府への形を変えたアメ リカからの ゛援助″をねら うものでもあったといえよ う。 そ

の究極的な目的は, 結局は, 「われわれは中国の政治的安定と経済的繁栄を必要とする。それは中国

にわれわれが安全に投資し, 拡大してゆ く中国市場にわれわれの商品が売れるよ うにするためであ

る」(35)とい うラティ モアのあからさまな言葉に集約されるものではなかったか。すなわち, ポーレー

案は, アメ リカ商務省のいう 「いまや日本の戦前の輸出市場に向けてどん欲な視線を投げかけてい

る合衆国やその他の国のビジネスマン」 に対する回答のひとつであ り, いまだ貧し く購買力の低い

アジアでは, 「日本が失った市場をめぐるこの闘争において, 米国が直接に〔原文はイタ リ ックで強

調〕 重要な利益をあげるものとは期待されていない。 それよ りも重要なのは, 極東地域がもっ と工

業化される結果, 間接的な利益を得る可能性のほうが大きいとい う こ とである」 (36)とい うアメ リカ

資本の期待に対する, トルーマン政府のひとつの回答を提出したものであった, とい う こ とができ

よ う。

ポーレー賠償案の破産

ポーレー賠償案の破綻は, あらゆる方向から顕在化した。 既述のように, それは中国中心のアジ

ア再建にむけた戦略と して構想された。 その破綻がそのままアメ リカのアジア戦略全体の全面的転

換を意味するとはいえないまでも, 戦後初期のアメ リカの対東アジア, ひいては対日政策の転換の

契機と時期と内容を探るための重要な手がかりを提供するはずである。 アジア的史脈という観点か

らみた転換の具体的理解の試みとして, ここでは, 46年 5月以降を戦後の第一転換期の開始とし,

47年 3月を第一転換期の終了= アメ リカにとって新しいアジア政策への模索の開始, 朝鮮 ・神国お

よび日本人民の進路の分化の明瞭化の開始 (指標は, 2 ・ 1ス トの挫折, 3月朝鮮ゼネス ト, 国府

軍の3月延安占領による軍事的優勢の頂点= 共産軍の反攻への分水嶺, トルーマン宣言, マ ッカー

サーによる対日講和の提唱, および4月, ポーレー賠償案に関する “ニューヨークの合意” 一後述

- の成立) と規定する立場を と り, 破産の要因を分析してみたい(37)。

先述のよ うに, 45年12月のモスク ワ外相会議は, アメ リカの対ソ態度強硬化への契機とな り, そ



「1945年の精神」とその崩壊 11

れは翌46年 2月のスターリンとバーンズ国務長官の強硬な言辞の応酬 (それぞれ 9 日および28日の

演説) となって現われた。 同時に, 東アジアの経済危機と人民勢力の組織化は急速に進行しており,

それにと もなって, 1945年の末, ポーレー中間報告が発表された前後から, 日本経済をあまりに弱

体化させるこ とはかならずしも望まし く ないとい う空気がはやく も資本主義陣営内で強まった。

英国の世論の一端をみると, 代表的な経済誌 『エコ ノ ミス ト』 は, ドイ ツにく らべ国内にルール

地域のよ うな豊かな原料産出地帯を もたない日本にとって, 海外資産の没収や植民地の喪失はより

重大な意味を もつのであ り, 日本経済の疲弊は予想以上に深いこ とが明らかになってきている。 こ

のうえ重工業の賠償取 り立てを厳し く行な う と, 食料と原料の輸入分を獲得するために日本は軽工

業輸出にいっそ う必死とな り, 「敗戦が安価な日本製品の洪水をもた らす原因になるかも しれない」

こ と, 現状のままでは占領費用をアメ リカ一国が背負うこ とにな り, こ こから今やアメ リカは 「賠

償よ りもまず占領の円滑な運営を」 とい う 「占領管理の論理」 を通じて, 日本の 「田園化」 とい う

「幻想」 から 「常識にかなった道」 へとも どりつつある, と分析していた(38)。 戦前, 綿工業を中心

に日本と激しい競争を演じた英国産業の利害からも, あま りに根底的な日本改造= 「田園化」 はか

えって危険である, とい う論理である。

これにたいして, アメ リカの場合は, 日本の産業と世界市場で競合する自国の産業分野の問題と

いうよりも, よ り日本の国内経済構造 (ひいてはアタ リカ資本の市場としての日本) に焦点をおい

た問題把握がみられる。 た とえば, ポーレー使節団の内部では, あま りに厳格な賠償取 り立ては日

本に再び全体主義的な国家の再興を許し, 結局は自由な日本市場の喪失を招 く こ とになるのではな

いかとい う危惧がもたれていた。 カ リフ ォルニア大学の経済学教授で経済分析担当の団員 A. C.

クーンズは, 総括報告作成中の45年12月の覚書のなかで, 過去1930年代には, 比較的自由な世界市

場が維持され, 日本にも 「最低限の平和経済」 が存在しえた時期があったが, 現在の世界経済はそ

のころよ りも不安定であり, 日本に不利なこ う した状況を考慮に入れないで賠償を考えるならば。

「自由な市場はほとんどない経済的状況に日本をおく , つま り, もっぱら厳格な中央政府による経

済統制に陥るしかないよ うな状況に日本をお く とい う危険がある。 果してそれがアメ リカの政策の

目標なのか, 私は疑わしいと思 う」 と述べていた(39)。 極端な経済的困窮ば 全体主義″の勃興を う

ながす, とい うのは, 当時ナチス ・ ドイ ツの例からも米国では一般的となっていた考え方であ り,

使節団内部にすでにこのよ うな疑問があったこ とは注目しておいてよい。

また, アメ リカは, この頃すでに, 連合国11か国の国際協調機関たる極東委員会を反ソ宣伝の場

とする方針を固めていたこ とも忘れてはならない。 国共調停にあたっていたマーシャルは, 極東委

員会発足前の46年 2月9 日, トルーマンに, ソ連による東北の工業施設持ち去りの事実を極東委員

会で問題にすべきだ と打電し, トルーマンも東北の施設は 「賠償との関連」 があるので同意する,

と返電した(40)。 こ う してアメ リカは極東委員会に撤去問題を当初から く り返し持ち出しにソ連はこ

れにかた く なに対応する, とい う状況が続き, 賠償の国際分配問題は初発から行き詰まった。 これ

が賠償の実行に大きな障害となったことはいうまでもない。 アジアの協調的要素となるはずであっ

た極東委員会は, アノ リカの方針によって米ソ論争の場とされ, 結局はアノ リカみずから賠償案実

施の障害を作り出すこ とにもなったのである。

他方, アジアの人民勢力はどうい う状況だったか。 日本敗戦の翌年に入ると, 労働者をはじめと

する日本と朝鮮の民主勢力 ・中間勢力が自己を組織化し うる時間がよ うや く経過し, その前進は戦

争に利益をみいたした旧支配層の支配打破, 経済危機突破のための統一戦線の形態を とって現われ

出た。 このように46年春まで急速な前進が可能となったのは, ひとつにはアタ リカ内外の反日・反

フ ァ ッシ ョ ・民族独立支持勢力の国際世論の圧力と, アジア全域にわたる過小生産とインフ レーシ ョ

ン, および食糧不足に促迫された人民勢力の立ち上がりが, 人員不足と支持基盤の未結集を自覚す
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るアメ リカ軍制からの決定的な妨害を受けなかったこ とによっていた。

また, 46年 3月頃までの時点では, 東アジアではいまだ国民党による大陸統一と大国間協調の維

持への期待がもてる状況が残っていたこ と も確かであ り, 2月25日, 中国ではアメ リカの調停の下

に国共両軍の再編統合協定が成立, また 2月26日には, ワシン トンでアジアの国際協調機関と して

極東委員会がともかく も発足した。 ポーレー総括報告が作成されたのは, こ う した状況下であった

(完成は3月 1 日)。

こ う した46年 4月ごろまでの前段的状況ののち, 46年 5月, 東アジアにおける明確な状況変化=

人民勢力の前進に対するアメ リカ側の直接的攻勢の開始を見て取るこ とができる。 その様相は, 当

然各地域の状況をそれぞれ反映してお り, けっ して一様ではなかったが, いずれの地域でもアメ リ

カの軍隊が駐留し大きな影響力を行使した, とい う媒介項もあ り, 東アジアの状況が, この時期あ

る共通の脈動と相関を描いて進行したこ とも事実であった。

その口火を切ったのは, 当時米ソが東アジアで唯一, 直接に接触していた朝鮮半島であった。 5

月6 日, 信託統治問題を討議していた第一回米ソ共同委員会が無期休会となった直後, 南部朝鮮で

は 「精版社事件」 をはじめ米軍政による共産党 ・民戦勢力への弾圧が一挙に露骨化したのである。

中国大陸でも, 5月はひとつの画期であった。 この月, ソ連軍の東北からの撤退が見込まれ, そ

れにともな う国府軍の東北での新攻勢が予想されたのを契機に, 中共は足場固めのため5月4 日,

「土地問題に関する指示」 (いわゆる 「 5 ・ 4指示」) を発した。 それは全面的な土地改革の開始と

は言えなかったが, 改革は下からの支持におされて急速に拡大し, 中共が社会改革の面でも一歩先

んじた(41)。 しかし同時に, ソ連軍撤退後予想通 り東北では南部諸都市の争奪をめぐって戦闘が激化

した。 この時期にはまだ物量 ・装備 ・兵員数に勝る国民党軍が優勢であり, また国民党は46年 6月

28日, 米中軍事援助協定を締結したが, これは蒋政権の全面内戦方針を促進せしめるものであって,

ソ連軍の 「満州」 撤退を好機とみたアメ リカ陣営の攻勢化の現われといえた。 同じ頃, アメ リカの

植民地フ ィ リピンでは, 6月25日, フ ク団が非合法化された。

日本では, 食料危機, 過小生産 ・ インフ レ危機の進行を背景に, これらの危機打開のイェ シャテ

ィ ブの争奪と, 戦後政府の形態をめぐる人民側と旧勢力の政府との戦いが熾烈化した。 人民勢力は,

占領軍による政治家追放の追い風を受けた 4月総選挙での社共の一定の前進を基礎に, 約 1か月間

旧支配層に組閣を許さない 「政治的空白期」 (46年 4月22日̃ 5月21日) を現出させるまでに成長し

ていた。 こ う した状況下, 5月15日, 東京の対日理事会でアメ リカ代表 G. アチ ソンは 「アメ リカ

は日本においても共産主義を歓迎しない」 と明言し, つづいて 5月20日, マ ッカーサーはデモ禁止

令を発して吉田内閣の成立を助けるに至った。 この第 1次吉田内閣の成立をもって, 日本における

アノ リカの政策の第 1転換期の開始を象徴するものとみることができよ う。 ここにいたって, 朝鮮

でも日本でも, 経済的危機の進行を根本的に阻止する手立てを欠き, かつ自国のそれまでの対ソ宥_

和的態度がアジアの共産主義勢力を助長してきた とみるアメ リカ政府や現地占領軍, そ してそれに

従属する現地人保守勢力の利害が重な り合い始めたのである(42)。 トルーマンがポーレーを再度極東

に派遣することを発表したのは, こ う した時期であった。

46年 5月2 日, トルーマンは, 「大陸, と りわけ満州と朝鮮における資源と産業関係についてもっ

とわれわれが知るまでは, 日本の賠償に関するいかなる最終的な計画も作成することは出来ない」

と声明し, 再びポーレー= を極東調査に派遣した(43)。 これは, ソ連軍の 「満州」 からの撤退, 中国情

勢の変化やアメ リカ出先軍と民衆との対峙など, ポーレー総括報告の完成した 3月頃の時点とはア

ジアの状況が異なってお り, あらたなアメ リカのアジア政策を探る必要を感じたことを示している。

また, 日本の賠償が大陸の状況の関数である, とい う この声明の論理からすると, 再調査の結果,

も し満州 ・朝鮮半島の資源と工業力について日本からの賠償を利用する能力とい う観点から消極的

12
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な結論が出れば, アメ。リカにとっては, もはやポーレーの対日賠償案に積極的な意義はない, とい

う こ とにな りかねなかった。

はたして, 約 2か月にわたる視察を終えたポーレーは, ソ連による 「満州」 工業施設の持ち去り

による被害と朝鮮経済め疲幣は予想以上に深刻であ り, 46年 7月, 「朝鮮が工業化するには38度線に

ある鉄の障壁を解消せねばならない」, 「満州の諸資源は, この種のものと しては全極東中最大であ

り, 9億の民の生活と福祉がこれらの工場から恩恵を うけるはずであった。 私の見解では, この地

域の人々がこの 〔ソ連による工業施設の〕 持ち去 りによって失われた好機を と りもどすには少な く

とも一世代を要するであろ う」 との声明を発表した(44)。 しばら く前に賠償によるアジアの急速な復

興を確言した人物が, いまや朝鮮半島の南北統一とい う, いつになるか分からない政治的条件を復

興の前提に持ち出し, また東北については(反ソ宣伝とい う意味もかねてのこ とであろ うが) 「一世

代」 の遅れ, とい うのであるから, 東 アジアの復興能力の評価は大きな変化をみせた といっ七よい。

この調査旅行がアノ・ リカの極東政策に とって有した意義は, ポーレー賠償政策の前提とされていた

当初の見込みが崩れたこ とを公式に確認した点にある といえよ う(45)。

ポーレーの調査結果が明らかにされた 7月以降, アジアにおける保守勢力の主攻勢としての中国

内戦が全面化すると同時に, 朝鮮, 日本でも旧支配層 ・米軍政の陣営が組織的攻勢のための陣営を

固め始め, 以後46年末から翌47年春にかけて, 激しい左右の直接的対決が東アジアの情勢を特徴づ

けた。 すなわち 7月, ついに国府軍は華中で解放区への全面攻撃を開始し, 以後内戦は拡大の一途

をたどる。 朝鮮では7月, 米軍政の後押しによる左右合作運動が本格化するが, 8月の解放一周年

大衆集会に対する大規模な弾圧, 9月朝鮮共産党, 民戦の指導者に逮捕状, 左翼系機関紙の全面的

閉鎖命令, など攻勢が強化され, それに対する9月24日の釜山鉄道労働者を先頭とするゼネス ト,

つづいて, 大邱の蜂起に始ざる200万人参加, 1か月余にわたる 「10月人民抗争」 へと, 対決はます

ます直接的となっていった。

まさにこの頃, 日本でも 8月の二大全国的労働団体結成, 経団連創立, 国家独占資本主義的アパ

レイタス再編のひとつとしての経済安定本部開設など, 両陣営の整備の後, 国鉄 ・海員の首切り攻/

勢とそれへの反撃, つづいて東芝ゼネス トに始まる 「10月攻勢」 に突入する。 こ うして日本の労働

者の運動は敗戦以来最大の組織性と戦闘性を帯び, その要求も 「吉田政府打倒」 を正面に掲げ, 政

治的性格を濃く していった。 この高揚は11月以降, 官公庁労働者に受け継がれ, 翌年の2 ・ 1ゼネ

ス トヘ となだれ込むのである。

一方, ア メ リカ本国の状況はど うか。 46年 9月頃には, アメ リカ政府首脳の間では, ソ連指導部

は資本主義国家との戦争を必然的とみてお り, 今後ソ連の勢力拡大には断固として抵抗しなければ

ならない, とい う共通の認識がほぼ確立した, といわれる。 以後, 11月, トルーマンは 「連邦職員

の忠誠に関する臨時大統領諮問委員会」 の設置に乗 り出すなど, 「冷戦の内政化」 と呼ばれる段階へ

と反共政策をエスカ レー トさせてい く (46)。 そ して, n月5 日の中間選挙で, 減税と政府支出の削滅

を主張する共和党が15年ぶりに議会の多数を占めたことは, 峻厳な賠償は日本の復興を遅らせ, そ

れだけ占領費 (陸軍予算) の増加を招 く とみられたがゆえに, ポーレー案にとっても, トルーマン

政権の対日政策全体にとっても, 重大な影響を与えずにはおかない要素となった。アメ リカ政府( と

く に陸軍省) が新しい賠償政策の作成にむけて急速に動き始めた, すなわちス トライク使節団の派

遣を検討し始めたのは, このとき以降である(47)。

さ らに, この新使節団派遣の契機を作ったも う一つの要素は, 現地占領軍のポーレー案に対する

強い反対であった。 ポーレーの再調査旅行の結果を待っていたためか, あるいは故意のフ ィ リバス

タ ーか, GHQ は46年 8月末になって, やっ とポーレー総括報告に対する見解を ワシン トンに送っ

た。 それによると, 「アジア経済のバラ ンスの変更」 とい うポーレーの目的は, も し実現すれば 「だ
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おわ りに 破産から模索へ

しかにアメ リカや世界全体の利益に最もかな う もの」 と認めた うえで, 実際には 「あま りにも冒険

的」 で 「現在の太平洋地域の政治的 ・経済的現実をあま りにも無視した」 「空想的」 な ものと断じ,

銑鉄生産量による日本コン ト ロールとい う考えに対して も, イ ン ド鉄鋼業の成長によるアジアの銑

鉄需要の増加, 中国の政治情勢の不安定に加えて, 最近入った情報によると満州 ・奉天付近の溶鉱

炉から付属施設がソ連によ り大量に持ち去られているため, ポーレー報告で 日本が輸入すべし とさ

れている銑鉄がアジアで入手可能かどうかが 「相当疑問」 になっている, と指摘していた(48)。 事

実, ポーレー案の苛酷な内容は日本の資本家に生産サボタージュの口実を与えてお り, そのこ と

がポーレー案の非現実性をいっそ う際立たせていた。 さ らに11月, ポーレーの強い希望で 『総括

報告』 が公表されたが, 『ウォール・ス ト リー ト ・ジャーナル』 などアメ リカ国内の有力世論からか

えって反対の声が上がったのを うけ, またおそ ら く は共和党が中間選挙で勝利したのを うけて,

GHQは47年 1月, 再びポーレー案批判を ワシン トンに送 り, 日本経済の疲弊を少しでも く い止める

ために, 『中間報告』 程度の規模で賠償問題を最終的に打ち切るよ う勧告した(49)。 しかも重要なの

は, こ う したワシン トンとの言葉のうえのやりと りの背後では, すでに事実のうえでポーレー構想

を否定する処置が進行していた とい う点である。その代表的なものとして, GHQは, 石油と無煙炭

の輸入を許可し, 12月, 吉田内閣はこれを基礎に, 復金融資など国家独占資本主義的手段の動員に

よ り, 生産財生産の増強= 残存重工業設備の稼動による再生産軌道の再建に乗 り出した。 その意味

でこの傾斜生産方式の採用 (46年12月閣議決定) は, ただちに所期の生産量増加の効果を上げたわ

けではないとはいえ, ポーレー的な農業国化拒否の事実上の意志表示ともいえた。

こ う して, 46年末までには, 東北施設の撤去, 東アジアの危機と人民闘争の進展, 極東委員会で

の行き詰まり, アメ リカ内外の世論の反対や議会の勢力変化, そして GHQの反対によって, ポー

レー案の破綻は明らかとなった。 ソ連との協調を拒否し, ほどんど単独で, 非共産主義的でかつ安

定したアジアを作ろ うとしたアタ リカは, 実際にはあまりに急速な危機の進行に直面して, 経済 ・

軍事援助による現地の既成反動勢力への肩入れと, と きに人民勢力への直接的 ・暴力的な介入とい

う, 安直で, 粗暴な手段で対抗していかざるをえなかった。 これが46年 5月以後翌年春へと激化し

ていった直接的対決の過程である。 その渦中で, ポーレー案は, アメ リカ内外のあらゆる方向から

破綻していったのである。47年 4月 1 日, ニューヨークのス トライク事務所に, ス トライク, 国務・

陸・海三省, そ してポーレー自身が集ま り, 『総括報告』 水準の賠償は完全に断念し, 妥協案を作成

するこ とで合意が成立した(53)。 この ゛ニューヨークの合意″は, ポーレー案の破産の最終的な確認

であり, 48年 1月のロイヤル声明以降, 対日政策が新しい積極的段階に入るまでの模索め期間の始

ま りで もあった。

ポーレー案は, 戦争が終了し, いよいよ積年の中国中心主義の実現に乗 り出したアメ リカが/ 安̀

定した, 自由で豊かな太平洋のかなだの新しい市場″を夢見るアメ リカ資本の期待を受けつつ, 追

求しよ う とした一つの戦略であった。 それは国共調停使節マーシャルの派遣, 国民党への物資 ・軍

事援助とならんで, 戦後初期アメ リカの中国中心の東アジア政策の時期を代表ずる戦略のひとつ

だ ったのである。

また, これまで占領政策の転換とよばれてきた過程は, 1947年春までの東アジア情勢と賠償政策

に即してみれば, 45年12月 (モスク ワ外相会議, 国共調停とポーレー中間報告発表 ・大統領承認,

傾斜生産方式の採用)の前段的情勢を経た後, 46年 5月(東アジア情勢の変化とアメ リカの攻勢的介

入の開始, ポーレー再派遣, 第一次吉田内閣の成立) に第一転換期が開始され, 46年 7月 (中国内

戦の全面化とポーレー声明発表) , 46年末(米中間選挙での共和党勝利, ス トライク使節団派遣決定)
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を経て, 47年 3月̃ 4月 ( 2 ・ 1ス ト中止命令のあと, トルーマン宣言と賠償に関する” ニューヨー

クの合意”の成立, マ ッカーサーによる対日講和の提唱) においてポーレー的な極端な日本弱体化政策

から脱していく過程である第一転換期が終了し, 48年初頭までの模索期に入る, とまとめることがで

きると考えられる。 占領政策の転換は, 47年春までの時点だけでみても, 少な く と も以上のよ うな

諸画期を含む複雑な過程であった。 その様相が, 本稿で試みたよ うに, 東アジアの視点からみたと

きにいっそ う明瞭に看取し うると しても, それはアメ リカの対日占領政策がす ぐれてアジア情勢の

関数である以上, ある意味では当然のことなのである。 また, 以上の考察によって, 冒頭で予想し

たよ うに, ポーレー賠償案のたどった軌跡は, たしかにそ う したアジア情勢とアメ リカの対日政策

の変化をかな りの程度敏感に反映し象徴していたこ とが確認できたであろ う。

それでは, ポーレー案の破綻のあと, 一体次には何へと引き継がれていったのだろ うか。

まず, ポーレー案がアジア経済の 「平均化」 と, 日本経済の歴史的な後退を唱えたのにたいし,

47年に入ってからのアメ リカのアジア経済と日本経済への展望はどのよ うなものだったのだろ うか。

47年初頭, もはやアメ リカが戦中の大国間協調 ・対ソ宥和的政策にもどるこ とはあ りえなかった と

しても, この時点ですでにアメ リカが新しいアジア政策を どのよ うに展開してい く か, 明確な展望

を持っていたとはいいがたい。 アメ リカは, 47年 3月以降, トルーマン宣言とマーシャル ・ プラン

によって, 反 ソ ・反共外交の組織化をはかるのであるが, それはさ しあた りヨーロッパへの介入を

世界と国民にむかって正当化し, それに対する議会の予算承認を と り付けるこ とができたにと どま

り, それ以上の積極策に出る能力, つま りアジア情勢にいっそ う大規模に介入するだけの政治的 ・

経済的能力を欠いていた。47年年頭, トルーマンは予算教書のなかで, 日本の「自立化」(self-support-

ing) を早めなければならない, と述べた(50)。 この 「自立化」 とい う言葉がそれまで政策の主たる目

標とされるこ とはあま りな く , と く にアメ リカ政府の責任者が日本に関してこの言葉を使ったのは

これが最も早い例に属すると思われる。 つま り, 日本 「自立化」 は, アメ リカにとって46年後半以

降の状況を うけた, アジア政策再検討の帰結の表現であった。 しかし 「自立」 とは, アメ リカの占

領費用 ・援助削減とい う消極的必要性を根拠にしたもので, 国際的積極性に欠けるものであった。

仮にアタ リカが中国情勢の急速な収束は望めないと判断し, したがって旧敵国日本をも り立てよう

と しても, そのよ うな根本的な政策転換に他の諸国を同意させるだけの説得の論理も, あるいは単

独で実行するだけの十分な力も持ちあわせていなかったのである。 日本に関して 「極東の工場」 の

ような, よ り積極的なシンボルが盛んに使われるのは, おもに1948年以降のこと懲あ り, 47年初頭

でのこの 「自立」 とい う新シンボルは, 中国などの批判を避けて, ポーレー的な中国中心政策から

の離脱を 「納税者の負担」 というアノ リカ一国の論理をもって正当化し, かつ減税を叫ぶ共和党支

配下の議会の東アジア政策への承認を と りつけよ う とするものであって, トルーマン政権のアジア

戦略における苦肉の論理= 限界を表わすものでもあったのである。 47年 3月, 2 ・ 1ス ト中止令の

あと労働攻勢は一時沈滞したが, いまだ生産再興が軌道に乗っていない時点で, マ ッカーサーは対

日講和二占領の終結を提唱した。 そのうえ, 国務省もただちに講和会議の召集を関係諸国に呼びか

けたことは知られている(51)。 この事実は, 対日政策がひと段落したことを示すと ともに, 47年春に

はアメ リカはアジアにおける日本の役割にいまだ確固と した展望と大きな期待を もつに至ってな

かった証左であるといえよ う。 こ う したなか, 47年春の時点でのポーレー案に代わるアジア経済の

構想としては, 目前のアジアの危機に対処するための緊急性をも考慮すれば, GHQ が述べたよう

に, 朝鮮, 日本, 中国間の「自然で経済的な」 「三角貿易」への回帰という考えが浮び上がって く る

のは自然なことであった(52)。 マーシャル ・ プランの提唱と ドイ ツ復興政策にあわせて, 日本の本格

的経済復興政策が真剣に検討されるのは, 47年夏以降であった と思われる。 そして47年夏以降, 中

国共産党の反攻開始と勝利が迫るこ とによって, 反共に固執する限り, GHQのい うよ うな東アジア
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の 「三角貿易」 関係の復活さえも放棄せざるをえないことが明らかとなったとき, アメ リカの本格

的な日本へのテ コ入れが始まるのである。

また, ポーレー案の論理の特徴と して, 中国の鉄鋼を中心とする日本コン ト ロールの構想があっ

たが, これが中国情勢によって崩れたことは言うまでもない。 以後, アタ リカが日本コン ト ロール

をどう確保するかとい う主題は戦後の日米関係史における ゛通奏低音″のよ うに持続してい く ので

あるが, こ こでは47年 2月の, 鉄鋼原料と石油の長期的輸入統制とい う GHQ構想(54)が以後も影響

をもったのではないかとい う予測を述べるにとどめたい。

最後に, ポーレー案は, アメ リカが戦後世界の理念とした, 世界の「実質所得の高水準促進」 ( プ

レ トン・ウッズ協定第一部第一条, 目的の2) , つま り豊かなアジア市場の形成とその独占とい うア

ノ リカ資本の論理を背後に持っていた。 この論理がその後も理想としては口にされるものの, アメ

リカは実際にはアジアに豊かな市場を形成できないまま今日に至ってお り, これは今日の南北問題

にも通じる複雑な問題を含んでいる。ここでは, 歴史的観点からは, 47年春以降, 対欧州のマーシャ

ル ・ プラン援助に対応する ゛アジア ・ マーシャル ・ プラン″がアメ リカ政府の内部でも構想された

が, 結局は実施されなかった過程 ( これについては別稿で明らかにしたい) が示すよ うに, アメ リ

カは, ポーレー案と同様に, 一応 ゛豊かなアジア″を最良として, 一貫してアジア全体を包含する

地域統合的なアプローチを とろ う とするが, 反共に固執するあまり, アジア各国の経済発展の程度

に不つりあいに, 軍事偏重の援助にのめりこんで行った点が重要であろ う, ということを朝鮮戦争

期にかけての展望と して述べるにと どめたい。

ところで, 筆者は先に, 「1945年の精神」とは, ①日本における戦争の構造的原因を根絶する必要

がある, ②日本はアジアに惨苦をもたらした責任を償う義務を負っている, ③そして日本にはそれ

だけの能力がある, といった当時の痛切な認識をさ していた, と述べた。 そして, この精神は, 少

な く ともその一部は正当な賠償の実施によって実現されるはずであった。 しかし実際には, 賠償は

本稿で述べたポーレー案の段階を含め, その後も一貫してアメ リカ (講和以後は日本資本も) の思

惑の道具とされ, 今日に至っている。朝鮮戦争やベ トナム戦争に明らかなように, 今日の日本の゛繁

栄″がアジアの犠牲のうえに築かれてきたことはたしかな事実である。 はたして, すでに 「1945年

の精神」 は, 忘れ去られた過去の理念であり, もはや意義のないものといえるだろ うか。

注
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日発行, 3頁) 。

(16) Pauley (Tokyo) toSecretaryofState, November27, 19狐 Foyei即 R出 tionson heU咄 d St臨 s(hereafter

FRUS) , 1946 vo1. vii, pp. 1044- 1045.

㈲ “Reparationsfrom Japan: lmmediateProgram : ReporttothePresidentfrom EdwinW , Pauley”, December

18, 1945, Annex‘to Appendix, SW NCC 236/ 2/ D. 以下で は, こ の資料 は本稿 で は 『中間報告』 と表記す る。

(18〉 モスク ワ外相会議がアメ リカの対ソ敵対意識の強化, すなわち戦中の大国間協調原則からの離脱のひとつの転機

となった点については, 菅英樹前掲論文, 66頁以下参照。

(19) Howard B. Schonberger, “Zaibatsu Dissolution and the American Restoration of Japan”, B祠ld緬 好

CoMcemd Ameyic皿 Sckolays, vo1. 5, #2 ( September 1973) , p. 21. 後の朝鮮戦争やベ トナ ム戦争を想起す る まで

もな く , 当時すでに日本の軍事占領とは, 日本本土がアメ リカ東アジア戦略の前線基地となったこ とを意味してい

た。 た とえば, あまり知られていないが, 解放軍による東北制圧 ・徐州陥落がいよいよ迫った48年10月27日, 日本

占領軍保有の小火器と弾薬800トソが横浜に結集され, これを米海軍が中国へ輸送した。できるだけ早急に中国国民

党に武器を送るため, 日本出先軍から急拠かき集められたもので, マッカーサーは, この800トッ分はすぐ米本国か

ら補充する とい う条件の下に, 陸軍省に承諾を与えている (KennethC. Royall tothePresident, incl. “History

o卜heChinaAidProgram”, pp. 4- 5, November6, 1948, CF files, HarryS. TrumanLibrary, lndependence,

Missouri (hereafter, HST)。
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叫 Re卸yd ious斤om J司)皿 : Co則)yd msi叱 Pyogram : Rゆoy目o tk Pyd 面戒 斤om Ed面u W. Pa㎡ey, Apr111,

・1946, Department of State Publication 3174, Far Eastem Series25, W ashington D. C. 以下 本稿 で は, 『総括報

告』 と表記す る。

(21) イ山波前掲論文, 11頁よ り引用。

(22) W . F. Petrie, “ReparationsSincetheSurrender”, 7 ỳzeル 肩れ7yzα,2 0μ両 面, M arch 1950, p. 58.

(23) U. S. Senate, Heayiugs ou tk k stitnteof Pac浜cRdatious (part 9) , 82ndCongress, 2nd session, 1952, p.

3054.

㈲ Pauley Statement in Manila, June 24, 1946, RG59, Pauley Mission General Records, Diplomatic Branch,

N ational Archives, W ashingtonD. C. ( hereafter, PauleyRecords) ; 『中 間 報告 』 17頁 , ; Pauley toSecretary

of State, December 28, 1946, F /?びS 1946 vo1. viii, p. 602. な お , 当時 , の ち の マ ー シ ャ ル ・ プ ラ ン に似 た 地域 経

済統合計画と賠償を結びつけよ う とい う発想がみられた点については, エ ドガー・スノ ウ 「対日賠償問題」, 『潮流』

9号 (1947年 9月) 所収, 94頁を参照。 。。

回 See, “AmbassadorPauley’sStatement,” May2, 1946 ; “PressRelease”, June14, 1946 ; “lnformationforPress

and Radio”, July 23, 1946 ; “PressConference”, M ay 17, 1946, all in Pauley Records. ポ ー レ ーは, 46年 5 月22

日付で次の報告を トルーマンに送っている。「正直申し上げて, 私は朝鮮の状況に大きな危惧を感じてお ります。……

朝鮮は小さい国であ り, われわれの軍事的な力全体からみてもわずかの重要性しかあ りません。 しかし, 朝鮮はわ

れわれがアジアで全体的に成功するか否かが決定され うる, 思想上の戦場です。 朝鮮人に対する ソ連の宣伝の影響

力とい う点に関しては, 現在の270万人のうち, 約70% が小農と漁民であるこ とを考慮せねばな りません。……彼ら

は国民経済や国際経済についてはほとんど何も知らず, 甘い約束には容易に動かされます。 ……朝鮮で共産主義は,

おそら く世界のどこよ りも良いスタ ー トを切 りました。 日本人はいろいろな重要産業や天然資源のほかに, 鉄道,

電力, 電灯などあらゆる種類の公共設備を所有していました。 したがって, これらが突然共産党の手に渡ったなら

ば, 共産党はこ うしたものすべてを開発する努力は一切せず, 何の闘争もなしにこれらを手に入れたことになるで

し ょ う。 これが, 民主的 (資本主義的な意味での) 政府形態が保障されるまでは合衆国が在朝鮮日本資産に対する

権利を放棄すべきでない一つの理由ですJ Harry S. Truman, Memoiyes, vol. ii, Doubleday, N. Y., p. 320.

叫 以下のポー レ ー案の分析に関す る叙述で は, と く に断わ ら な い限 り, 「 」 を 付 し た言葉 は 『中間報告』 3 - 4

頁, 『総括報告』 1- 9頁からの引用である。

邸 以上の国内経済再編の図式は, 当時 ラテ ィ モ アが 日誌のなかで比較的詳 し く 述べて い る。 この点については拙稿
「オーエン・ラチモアと敗戦日本0 ̃ 聯」, 『U P』 (東京大学出版会) 1983年 1月̃ 4月号所収, と く に0 16頁およ

びに31頁を参照されたい。 また, ポーレー報告は, 当時にあってはけっして特異な日本観や政策ではなかった。 た

とえば財閥解体の分野で も, 46年 1月来 日したエ ドワーズ調査団の勧告 (46年10月提出) は, ポーレー報告に類似

した見解に基づいていた。 マ ッカーサーはこれにたいして, エ ドワーズ勧告の 「目的は素晴らしい」 が, 現実には

「空想的」 な ものであ り, 占領の目的は日本経済の非軍事化 と民主化の 「導入」 をはかるこ とに限定されて きた し,

これからもそ うである, とポーレー報告に対するのと同様の批判を行なっている (“Commentsby SCAP on the

Report of theEdwardsM ission” , undated ( 1946) , 前 掲 ・ 大 蔵 省財 政 史 室 編 『昭和 財 政 史』 第20巻 , 349頁 ) 。 な

お, こ う した戦後初期の調査団報告書から うかがえる 日本経済観は, きわめて大ざっぱなスケッチのよ うな分析に

過ぎないとはいえ, 戦前の一部日本人学者の見解との類似性を感じるのは筆者だけだろ うか。 ラティ モアらの日本

観形成に, 日本史研究家E. H. ノ ーマンが影響を与えた こ とは事実といってよいが (た とえばラティ モアは自身の

著書 『アジアにおける解決』 1945年のなかで ノ ーマンを引用している) , こ う した 日米間の一種の国際的な思想的系

譜の存在は, 興味深い考察対象となろ う。

冊 LattimoretoMaxwe11, December 4, 1945, PauleyRecords. こ う した点か らみて, 鈴木武雄 『現代 日本財政史』

(東京大学出版会, 1956年) が, ポーレー案を 「アウタルキー的農業立国論」 (第二巻167頁) と寸評しているのは,

かな り的を射ているといえよ う。

叫 日本政府の動 きにつ いて は, 外務省編 『初期対 日占領政策一 朝海浩一郎報告書- 』 (上) , 毎 日新聞社, 1978

年, および大蔵省財政史室編 『昭和財政史 1』 (前掲) , 218- 227頁に詳しい。

(30) 日本の各政治勢力がどのよ うな戦後経済再建プヲソを もっていた (あるいはもっていなかった) かは重要な研究

課題であるが, 一例 と して, 当時の代表的な学者 ・官僚り研究成果のひとつである外務省特別調査委員会 『日本経

18
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済再建の基本問題』 (45年末に原案作成, その後46年 3月と 6月に改定・印刷) n , 日本経済の未来は 「民主化せ ら

れた る政府」 による 「強力な国家統制」 を通 じた国内市場の拡大と技術の高度化 ・重化学工業化にある と してお り,

ポーレー賠償案や財閥解体政策に代表される初期対日占領政策に対 しては, 「多数の日本の工業は近代的大工業の競

争によって圧倒せられて しま うであろ う。 か く ては日本の産業構成は奇形的なものに余儀な く せられるであろ う

……J:ヒ律賓 〔フ ィ リピン〕 のごと く米国経済に対する全面的依存の性格を与へられるこ とは避けねばならない」 と

するなど, 日本を一種の ゛植民地化″させるものではないかという危惧を抱いていたこ とが見て とれる (引用は46

年 3月版, 『経済評論』 臨時増刊10月号, 1965年所収, 358- 360頁よ り)。

(31) 46年12月8 日, 米人記者との会食での発言。 MarkGayn, J卯回 Diayy. SIoaneAssociates, N. Y., 1948, p. 467.

㈲ 三和良一 「経済的非軍事化政策の形成 と転換一 産業的戦争能力規 制政策 を 中心 にー 」, 近代 日本研究会 『年報

近代 日本研究 4 太平洋戦争一 開戦から講和までー 』 所収, 山川出版社, 1982年所収, 139- 141, 143, 159頁。

日本敗戦以前から海軍の戦略理論に基づ く 輸入統制による日本コン ト ロールの考えがアタ リカ政府内で主張されて

いた点については, 森田英之 『対日占領政策の形成一 アタ リカ国務省1940- 1944』, 葦書房, 第三章を参照。

(33) 『総括報告』のこの部分を執筆したのは, おそ ら く , 戦時米政府の産業技術専門家であった使節団員のマーチッ・

ベネ ッ ト と, ラテ ィ モアであろ う。 とい うのは, この部分の文言は ラテ ィ モ ア ・ ベネ ッ ト連名の45年12月の覚書

(Lattimore and Bennett to Pauley, “Program for Japanese lron and Steel lndustry”, December 8, 1945,

Pauley Records) に酷 似 し て い る か ら で あ る 。 See also, M artin Bennett, “Postwar T reatment of Japan”, T he

Amlds of the Am友 c皿 Academy oj` Politicd 皿 d Socid Sda ce, July 1946.

卸 重要資源の禁輸が 日本経済に と っ て致命的で あ る こ と は, 大戦で の経験 に よ り十分証明 さ れて いた こ とは思い 出

しておいて よい。 こ こからさ らに敷延で きるのは, 逆の観点からみて , 日本経済を コ ン ト ロールするためには, 日

本の原料入手先を掌握しなければならないとい うのも事実である, と いう こ とであ り, 現実に中国大陸が中共の支

配下に入った と き, それは資本主義の側が対日コン ト r=・- ルの基地のひとつを失った こ とを意味した。 こ こから,

中国への依存関係の出現を避けるため, 中国市場抜きで 日本を生きのびさせるための ドル援助, 対中禁輸の強制の

見返 り と して東南アジア市場をあてが う こ と, ア タ リカ国内市場の日本商品への開放, といったその後のアy リカ

の一連の政策が導き出されて く るのである。

凹 Owen Lattimore, & yM涵7 加 yls17, lnfantry Journal, W ashingtonD. C., 1945, pp. 127- 128.

㈲ “Japan’s Eχport Vacuum ; Who can Now F111 1t?”, (editor’snote) , U. S. Department of Commerce,

Foyeign Commeyce Weekり , February 6, 1946, p. 7 な お , 前 掲 『 日本経 済 再建 の基 本 問題 』 は, 「米 国 も ま た 東 亜

諸国諸地域を個々に自国の経済に結びつけるよ り もむ しろ東亜内における分業協力を認めつつ東亜を全体と して 自

国の経済に結合す る方向を と るこ とが全世界の反映 とい う見地から見て望がしいであろ う」 (360頁) と記している。

当時, 日本の代表的な学者 ・ 官僚も, アメ リカがこのよ うな形のアジア経済再建を もっ と も自己の利益に合致する

と見てい る と推測 したのである。

顛 以下, 46年 5 月を ア ジアの闘争 と ア メ リ カの政策の画期 と して論 じ てい く が, 通史のなかで は藤井松一 ・ 大江志

乃夫 『戦後 日本の歴史』 (青木書店, 1970年) が, 「戦後世界史の推移を参考と しながら」 時期区分し, 敗戦から46

年 5月20日の吉田内閣成立までを第一期と してお り, 結論は時期の点で筆者の見解に近い(上巻, 14- 15頁)。 しか

し世界情勢と 日本の情勢を明確な媒介なしに漫然と関連させて述べる という従来の方法によってお り, その意味で

説得力に乏しいと考える。 また, 47年 3月を, アタ リカの世界政策 ( この時期明確化したのは, まだ対 ヨーロッパ

に限定された新段階への移行であるが, アジア ・ マーシ ャル ・ プラ ンの検討な どアジア政策の転換がアノ リカ政府

内で本格的に構想されはじめるとい う意味で変化を読み取るべきと考える) , および東アジアの史脈の観点から, ひ

とつの画期 と と らえた研究はまだないよ うである。

㈲ 刀?g石印加 脚沿, December 1, 1945, pp. 779- 780.

(39) A . G. Coons to H . D. M aχwe11, 17 December 1945, Pauley Records. なお , ク ー ンズは別の覚書のなかで , 日

本の生活水準を他の東アジア諸国よ り上回らないよ うにするのが賠償政策の基本概念と され, 「使節団員の何人かも

安易にそ う考えている らしい」 が, それは 「厳格な経済統制 とおそ ら く は長年月にわたる軍事占領によってのみ可

能」 で, 賠償政策だけでは 「実際上不可能」 であると断じていた。 A. G. CoonstoH. D. MaxweII, 3 December

1949, 汝 . d/。さらに, ポーレー使節団の鉱物資源担当団員であったハーソダルは, 翌46年1月末, 先に帰国してい

たポーレーに直接あてて, 次のよ うな書簡を送っている。「必要最小限の日本工業を出来るかぎり早急に再稼動させ



一

一

一 浦 陽
一

るこ とが最高の緊要事である, というが, 日本に居残ったわれわれスタ ッフの大多数が共有している見解でありま

す。 これを実行しないと, 必要物資の危機的欠乏と大規模な失業がおこ り, その結果現在動員解除が進行中のわが

占領軍を もって しては統御しえないよ うな暴動が起こる可能性があります。 そのうえ, 賠償規模が未確定であるこ

とから, 日本人は工業再建を渋っており, これによって生じる困窮についての責任は, アメ リカ合衆国が負 うべき

ものと非難されるでし ょ う。 自由で民主的な日本人たちの支持がないかぎり, 日本を親米的な国家とするこ とは出

来ませんが, このままでは彼らの好意を失う こ とになるのは必至であり, 全体主義が栄えるよ うな条件を作 り出す

ことにな ります」。 こ う してハーツダルは中間賠償の規模を さ らに緩やかに改定するよ う主張している (John P.

Hurndall to Ambassador Edwin W . Pauley, 24 January 1946, Pauley Records) 。

(40) M arshall to T ruman, February 9, 1946, FRLノS 1946 vol. iv, p. 429 ; TrumantoM arsha11, February 13, 1946,

ibid、, p. 434.

(41) 田中恭子 「内戦と中共土地政策の転換」, 『アジア研究』 ( アジア政経学会) , 24巻 4号 ( 1978年 1月) 13- 17頁。

肋 現地 占領軍か らの再三の要求に よっ て , 46年 にはい る と 日本への食料援助の必要が米政府の ト ッ プ ・ レベルで も

問題にされていた。 パターソン陸軍長官は3月, 閣議で 「マ ッカーサー元帥の日本での状況は危機的段階に近づき

つつある。 援助が認められないなら, 日本には飢餓状態が生まれるだろ う。 ……日本で飢餓を防止するのはわれわ

れの責任である。 もし必要食料が調達されなければ, 占領軍の兵員を増やさざるをえないであろ う」 と述べている

(“CabinetMeeting, Friday, March8, 1946”, Papersof M. Connely. HST) 。

(43) “ThePresident‘sNewsConferenceof May 2, 1946”, PMblicP硯)eys oj‘ theP托sidm ts of the Uylited S凶 es,

1946, GP0 , 1962, pp. 224- 225.

叫) “lnformation for Pressand Radio, July 23, 1946”, Pauley Records.

㈲ 46年 10月, トル ーマ ンは私信のなかで , 「中国に対す る最大の打撃 と な った のは, 満州の工業施設が強奪 された こ

とで した。 私と しては, あの地域の産業復興が一世代以内に可能であるかどうか, きわめて深刻な疑問を感じてい

ます」 と述べている。 TrumantoA. Eleanor Roosevelt, 0ctober 18, 1946, President’sSecretary file, HST.

㈲ 五十嵐武士 「対 日占領政策の転換 と冷戦」, 中村隆英編 『占領期 日本の経済 と政治』, 東京大学出版会, 1979年所

収, 37頁。

㈲ ス ト ラ イ クの派遣がいつ ごろ考 え られはじめたか, 明確ではないが, 46年12月前後であろ う。 大蔵省財政史室 『昭

和財政史 1』 (前掲) , 351, 356頁参照。 なお, 11月中間選挙を, アメ リカの東アジア政策転換の大きな促進要因と

して重視した論者は, 意外なほど少ないよ うである。 古く は有沢広巳が, マーシャルの国共調停の破綻が明確化し,

新賠償使節団の派遣が伝えられたのがともに11月であることを指摘して, 46年11月を対日政策の転換点とみる発言

を している。 座談会 「日本資本主義の現段階」, 『現代資本主義体系7 世界と 日本』 弘文堂, 1958年, 297頁。

㈲ SCAP to W ashington, “Comments on Ambassador Pauley’s Report to the President”, August 23, 1946,

RG335, M odem M ilitary Branch, Nationa1Archives (hereafter MM B/ NA) 。

(49卜 SCAP/ ESS toJCS, “lndustrial Disarmament andEconomicControl of Japan”, 22 January 1947, RG218,

MMB/ NA・

隔 “Teχt of MessageTransmitting Nationa1BudgettoCongress”, asquated in Ne扨 Yo飛 Times, 11 January

1947.

闘 五十嵐武士 「対 日講和の提唱 と対 日占領政策の転換」,づ 思想』 1976年10月号所収, 参照。

闘 SCAP toW ashington, “CommentsonAmbassador Pauley’sReporttothePresident, 23 August 1946, 0p. 出 。

(53) 大蔵省財政史室 『昭和財政史 1』 (前掲) , 365- 366頁。

(54) SCAP/ ESS toJCS, “lndustrial DisarmamentandEconomicControl of Japan”, 22 January 1947, 砂。ぶ。

20


