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第 2 章 物資確保をめぐる陸海軍の応酬 
 

 第 1 章では石油禁輸が陸海軍の組織利益に影響を与えたため、陸海軍

が開戦決定に合意したと述べてみた。この章では陸海軍の組織利益を中

心に議論を展開することにする。  

 

陸軍と海軍は頻繁に作戦対象について言い争ってお互いなかなか譲

らなかった。しかし、それらの論争をよく見ると物資や予算の獲得とい

う目的が常に見え隠れていることが分かる。とくに海軍のほうはアメリ

カという作戦対象について陸軍と論争していても、それは本気で戦おう

としているのではなく、物資と予算の確保が真の焦点であった場合がよ

くある。海軍内部では開戦派と避戦派と二つに分かれたにも関わらず、

物資と予算の確保という目標だけは開戦決定にいたるまで一貫して全う

されてきた。そのために陸軍との一連の論争はある意味で物資・予算の

確保の一点にあるとも言えよう。その起点は 1930 年代に求めることがで

きる。  

 

2-1 ロンドン条約からの脱退を主張する海軍  
 

上述のようにワシントン条約締結後、海軍は基本的に条約賛成派と条

約反対派に分かれた。そして、反対派の勢力は次第に増大し、1930 年代

に入ると、ロンドン軍縮条約をめぐって海軍首脳部の勢力が侵食され、

中堅層の反米英の強硬派が台頭するようになった。1930（昭和 5）年 10

月 7 日早くも安保清種海相は条約を鑑みて「帝国海軍の兵力は英米に対

し総量においては、わが要求に近い屯数を認められたが、その内容にお

いては大型巡洋艦は対米比率約一割減、潜水艦は二・五万屯の絶対量不

足となり、この二大欠陥のため国防上の不安はいよいよ加重したもの」

と述べ「海軍主要兵力整備内容充実」のための「第一次補充計画」を政

府に迫り、大蔵省の反対を押し切って、11 月 11 日閣議決定となった 1。 

                                                 
1 防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 海軍軍戦備＜1＞』朝雲新聞社、昭和 44 年、

400 頁。；麻田貞雄、『両大戦間の日米関係 海軍と政策決定過程』東京大学出版

会、1993 年、223 頁。  
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1932 年の夏ごろのワシントン駐在の下村正助から米艦隊は「戦備ヲ整

エツツアル」2という報告と 10 月ごろの米海軍の大西洋艦隊の索敵艦隊

がハワイ方面へ進出することを計画しているといった風聞が入ると、た

ちまち軍令部の海軍軍備拡張派が強硬な態度に出る理由となった3。海軍

のこういった動きに対し、陸軍参謀本部はその「機密作戦日誌」にこう

記していた。「海軍ガ予算争奪ノ為誇張シテ恐米ノ心理ヲ表明スルガ如キ

ハ余リニ愚カシキ話ニアラズヤ」4。陸軍のこうした判断は必ずしも外れ

ていないが、アメリカの軍艦建造が着実に進められているのもまた事実

であった。アメリカ側ではすでに 1932 年 1 月には上院議員「ヘール」に

よって「ヴィンソン」案と相竝んでロンドン条約の限度内において最大

量の軍艦建造案が聴取会に提出され、そして 10 月には海軍拡充計画が可

決されていた5。こういった不安とあわせて、加藤寛治、末次信正、石川

信吾など海軍部内の強硬派はますます現存の条約を破棄し、軍備平等権

を求める決意を固めた6。そのこともあって 1933（昭和 8）年 10 月 3 日

の五相会議では大角岑生海相はアメリカの極東介入を排撃できる軍備を

整えるためには条約から脱することが重要だと明言した7。  

 

2-1-1 条約脱退に対する陸軍の懸念  
 

海軍のこのような強硬な態度に対し、真っ先に動き出したのが陸軍だ

った。その理由は建艦競争で陸軍の予算に影響が出るのではないかと懸

念しているからである。こうした海軍の動きに対応すべく、陸軍はさっ

そく対策を練り、翌年の春から海軍と一連の交渉を始めた。軍縮会議は

                                                 
2 防衛庁防衛研究所、アジア歴史資料センターC05022008000、海軍省公文備考類昭和

七年下村正助ワシントン駐在海軍武官から海軍次官、軍令部次長宛、8 月 20 日発

「外国情報  米国在勤武官情報（２）」、42 頁。  
3 木戸日記研究会『木戸幸一日記 上』東京大学出版会、1966 年、198 頁。  
4 防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 大本営海軍部大東亜戦争開戦経緯（１）』朝

雲新聞社、64 頁。  
5 防衛庁防衛研究所、アジア歴史資料センターC05022007100、海軍省公文備考類昭和

七年「外国情報  欧２普通第７号  昭和７．１．１２  米国海軍新建造法案に関する

件」、C05022007600、「外国情報  第２６９号  ７．１０．３１  米国海軍拡張に関す

る件」  
6 麻田貞雄、『両大戦間の日米関係 海軍と政策決定過程』東京大学出版会、1993 年、

223～224 頁。  
7 麻田貞雄、『両大戦間の日米関係 海軍と政策決定過程』東京大学出版会、1993 年、

224～225 頁。  
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海軍軍備を制限する条約なので、陸軍はもちろんその存続を希望してい

るが、主体が海軍であるだけに基本的には干渉しない方針を採った。な

ぜならば、陸軍には海軍の主張を支持しなければならない事情があった

からである。軍縮条約が継続すれば、海軍の建艦計画に歯止めをかける

ことができるため、予算、物資などを対ソ戦備に回すことができる。し

かし、もし如何なる条件でも条約を継続させる場合、海軍はその主張を

貫徹するために陸軍の在華既得利益を犠牲にする恐れがあるからである。 

 

そのために 1934（昭和 9）年 5 月陸軍参謀本部第四課がまとめた「一

九三五年海軍々縮会議に対する方策」には、海軍の主張する「華府及倫

敦条約に依る不利なる拘束を脱却し国防の安全を確保す」という目的を

達成できない場合、あるいは軍縮問題に直接関連していない東亜の諸問

題に触れる場合は、「断乎条約廃棄の挙に出づる」と決意表明をした8。

そして、内容の中にしばしば目にするのは海軍への指導と東亜問題に関

する対応である。陸軍のとるべき態度は「海軍と一体となり之を声援す

而して陸軍としては海軍の技術的細部に干渉せずと雖も大所高所の見地

に基づき海軍の主張を公正ならしむることに努」めるのである。  

 

陸軍の「公正ならしむる」とはどういうことをさしているのか。実は

それこそ陸軍の物資や対中政策への懸念のあらわれである。参謀本部第

四課はこの方策を練った理由について、このように説明している。次回

の軍縮会議は海軍に関する問題を主体としているので、陸軍としてはや

はり海軍の提案を支持してむやみに干渉しないが、特に五・一五事件以

来海軍「部内の感情著しく高調しあるを以て会議に際し時として公正を

失し感情に走るの虞れ無しとせず其の主張貫徹の為盲目となり満州問題

其の他の重要なる太平洋の諸問題を犠牲とすること無きを保し難きに於

て然り」と心配していた9。また 1934 年 6 月 28 日参謀本部第二部がまと

めた方策にはさらに「海軍の要求すべき兵力量に関しては国際情勢と陸

海共同の国防的見地に基づき十分之を検討して我田引水案たらしめざる

                                                 
8 小林龍夫、稲葉正夫、島田俊彦、臼井勝美編、『現代史資料 12 日中戦争 4』みす

ず書房、12 頁。  
9 小林龍夫、稲葉正夫、島田俊彦、臼井勝美編、『現代史資料 12 日中戦争 4』みす

ず書房、13 頁。  
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こと肝要なり」、「海軍の造艦競争対策に就きては陸海共同の全般的国防

と国家財政の見地より十分の検討を要す」など、陸軍の物資、予算など

への危惧を包み隠さず記している10。さらに 1934（昭和 7）年 7 月 12 日

陸軍軍事課は心配のあまり、軍縮会議の決裂は国際情勢の悪化、造艦競

争に伴う帝国財政上の負担は必至のため、これを顧慮してこの際海軍案

を再考をしてほしいという「軍縮会議海軍案に対する所見」を参謀本部

第二課に出したほどである11。  

 

7 月 20 日、林銑十郎陸相は大角岑生海相に面会し、ワシントン条約廃

棄の事前通告は米英を刺激するだけでなく、対日共同戦線を招きかねな

いため再考を促したが、きっぱりと断られた12。7 月 23 日首相との会談

で陸相は次のような感想を漏らした。「軍縮に対する今日の海軍の態度に

ついては、実は内心非常に危険を感じてゐる。しかしながら陸軍として

は、どこまでもこれを支持しなければならない事情にあるから、たとへ

内心多少の不安を感じてゐても、表面は一致した行動をとらなければな

らん。しかし元来問題にならないやうな案を決裂を賭してまで日本が軍

縮会議に持って行くことは面白くない、と自分は思ってゐる。どうせ決

裂するやうな案ならば、寧ろ元から持って行かない方がいい」との方向

で首相に軍縮会議を纏めることを望んでいた13。とにかく、陸軍のこう

した対応や海軍を抑えるために組閣された岡田啓介内閣の努力にもかか

わらず、長い間にわたる協議の末、9 月 7 日ついに海軍の案が認められ

た。  

 

 

 

 

 

                                                 
10 小林龍夫、稲葉正夫、島田俊彦、臼井勝美編、『現代史資料 12 日中戦争 4』みす

ず書房、25~26 頁。  
11 小林龍夫、稲葉正夫、島田俊彦、臼井勝美編、『現代史資料 12 日中戦争 4』みす

ず書房、30 頁。  
12 麻田貞雄、『両大戦間の日米関係 海軍と政策決定過程』東京大学出版会、1993 年、

225 頁。  
13 原田熊雄述、『西園寺公と政局 第四巻』、岩波書店、昭和 26 年、24 頁。  
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2-2 南方資源地帯への嘱目  
 

 1935 年 7 月 15 日海軍としてはじめて組織的な南洋研究を行う「対南

洋方策研究委員会」が設置された。35 年秋から翌年にかけて視察旅行で

南洋に出た石川信吾はその帰国後、「帝国ノ当面スル国際危局打開私案」

をまとめ、英、米、中、蘭による ABCD 包囲網という対日圧迫体勢が強

化されつつあると訴えた14。翌 1936 年 3 月こうした危機意識と急進展す

る陸軍の大陸政策ならびに 1935年 8月石原莞爾の参謀本部着任以来陸軍

が本気に北方を重視する姿勢に対抗すべく、「海軍制度調査委員会」が設

置された15。そして同年 4 月同委員会の第一委員会はさっそく「国策要

綱」を提出した。  

 

この要綱は「内ハ庶政ヲ更張シ外ハ大陸ニ於ケル帝国ノ地歩ヲ確保ス

ルト共ニ南方ニ発展スルヲ根本方針」とし、ソ連に対しては「軍備ヲ整

フルト共ニ我大陸経営ニハ正当ナル限度ヲ定メ我ヨリ積極的ニ進攻政策

ヲ執ラザル」を主旨とし、南方に対しては「当然覚悟スベキ英、米、蘭

等ノ圧迫阻碍ニ対シ常ニ慎重ノ用意ヲ以テ臨ミ且万一ニ対スル実力ノ準

備完成ヲ要ス」と、陸軍と正反対の論調を打ち出した16。しかし、目を

米国に対する基本方策の項目に向けると、そこには「米国ノ伝統的極東

政策ニ対抗スル為軍備ニ遺憾ナキヲ期シ」と述べてある。この「国策要

綱」の冒頭には国家の施策を一途、且つ一貫に進めるのは大事だが、「徒

ラニ列国ヲ刺戟シテ過早ニ実力ノ行使ヲ余儀ナクシ或ハ列国一致結束我

ニ対抗スル情勢ヲ誘致スルガ如キハ之ヲ厳ニ戒メザルベカラズ」という

対外策の方針を掲げている。これに基づいて対米国の項目をもう一度考

えてみれば、これは守勢の態度を示していることがわかる。対米軍備の

促進こそ南進論の真の狙いだと考えられよう。  
                                                 
14 波多野澄雄、「日本海軍と「南進」――その政策と理論の史的展開」『両大戦間期日

本・東南アジア関係の諸相』清水元編、アジア経済研究所、1986 年、222 頁。；麻

田貞雄、『両大戦間の日米関係 海軍と政策決定過程』東京大学出版会、1993 年、

229 頁。  
15 波多野澄雄、「日本海軍と「南進」――その政策と理論の史的展開」『両大戦間期日

本・東南アジア関係の諸相』清水元編、アジア経済研究所、1986 年、216 頁。  
16 原田熊雄、『現代史資料 8 日中戦争（1）』、みすず書房、354~355 頁。；波多野澄雄、

「日本海軍と「南進」――その政策と理論の史的展開」『両大戦間期日本・東南ア

ジア関係の諸相』清水元編、アジア経済研究所、1986 年、216 頁。  
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結局、陸軍の対ソ戦備の要求と海軍の対米戦備の要求に折り合いがつ

かなかったため、1936 年 8 月 7 日の「国策ノ基準」に両方の主張が併記

されることになった17。ここでとりわけ注目すべきなのは麻田氏が指摘

したこれ以後の海軍政策形成のパターンである。すなわち「対米軍備の

拡充とその予算・資材の獲得という海軍の組織的利益にもとづいて対外

政策のイシューが規定され、そこから逆算的に南進の国策が導き出され

た」のである18。  

 

2-2-1 三国同盟をめぐって態度を一変する海軍  
 

 1938（昭和 13）年 8 月、37 年 11 月に話し合われてきた「リッベント

ロップ案」、つまり、日独伊枢軸国の提携関係を軍事同盟にまで強化し、

ソ連だけでなく、英、仏をも含む軍事同盟にしようとする具体案が東京

に送られた当時、海軍の省・部の中堅層の間には反英感情が広まってい

た。そのため、海軍の事務当局は海相も賛同していると思い込み、この

案を推進しようとした19。しかし、それは感情的な理由からの行動でな

く、具体案を考察すると、やはり軍備と予算が海軍の念頭にあることが

分かる。たとえば、海軍軍務一課長の岡敬純大佐は陸軍側との事務的調

整の中でソ連だけに限定すれば、対英交渉には不利であり、「将来ノ国策

遂行ニ利用シ得ズ（南洋発展等）」と論じていた20。また、海軍の高木惣

吉大佐は協定強化は日ソ戦を防げると共に、海軍の立場について次のよ

うに語っている。  

 

「日独伊協定ノ根本ハ締約国相互ノ国防力ヲ増強セントスル

ニ在リ。即チ国防力ヲ増強セントスル意味ニ於テハ直接軍備ヲ

拡張スルモ将タ又外交手段ニ依リ締約国ノ援助ヲ取付クルモ

同効果ニシテ唯方策ノ相異ノミ。然ルニ我ガ海軍軍備充実ノ対

                                                 
17 麻田貞雄、『両大戦間の日米関係 海軍と政策決定過程』東京大学出版会、1993 年、

229～230 頁。  
18 麻田貞雄、『両大戦間の日米関係 海軍と政策決定過程』東京大学出版会、1993 年、

230 頁。  
19 麻田貞雄、『両大戦間の日米関係 海軍と政策決定過程』東京大学出版会、1993 年、

232 頁。；角田順、『現代史資料 10 日中戦争 3』みすず書房、1976 年、339~340 頁。  
20 角田順、『現代史資料 10 日中戦争 3』みすず書房、1976 年、176 頁。  



 - 41 -

象トシテハ英米ヲ想定シ為ニ曾ツテハ彼等トノ均等権ヲ要求

シ無条約後ノ今日ノ事態ニ鑑ミテハ敢テ十数億ノ予算ヲ要求

シテ憚ラザルニ独リ日独伊協定強化ノ外交工作ニ於テハ全ク

右ノ趣旨ヲ放棄シテ対蘇一点張リニ合流セントスルハ啻ニ海

軍政策ノ矛盾撞着ヲ暴露スルノミナラズ陸軍ヲシテ愈ゝ益海

軍ノ真意ヲ誤解セシメ予算獲得ノ為ニハ英米ヲ「ダシ」ニ使フ

モ海軍ノ腹ハ英米ヲ敵トスルニアラズ依然陸軍ノ対ソ戦ニ追

随シ来ルモノト独断セシメ」ることになる21 

 

つまり、対ソに限る場合は陸軍の軍備を優先させるのを認めることにな

るが、イギリスをも含む場合は、国策を南進に方向付け、対英米の海軍

軍備の充実と予算獲得に有利になるという目的も隠されていたのである

22。しかし、中堅層のこうした思惑も結局米内海相の反対によって、う

まく進まず、結局翌 1939 年 8 月 23 日の独ソ不可侵条約の締結で打ち切

りとなった。  

 

 しかし、翌 1940 年の初夏、ドイツ軍が西ヨーロッパを席巻し、電撃戦

が成功すると、いったん消えた三国同盟問題が再燃し始めた。今回は中

堅層のみならず、局長・部長クラス、さらに軍令部総長までも三国同盟

を支持し、「好機便乗的」な武力南進論がうたわれるようになった23。そ

して、1940 年 9 月、及川古志郎が海相に就任すると、海軍の首脳でさえ

一転して三国同盟支持へと変わった。海軍の態度が賛成に豹変したこと

に、不信感を抱いた近衛首相は豊田次官に事情を聞いたところ、「海軍ト

シテハ実ハ、腹ノ中デハ三国条約ニ反対デアル。然シナガラ海軍ガコレ

以上反対スルコトハ、モハヤ国内ノ政治情勢ガ許サヌ。故ニ已ムヲ得ズ

賛成スル。海軍ガ賛成スルノハ政治上ノ理由カラデアッテ、軍事上ノ立

場カラ見レバ、マダ米国ヲ向ウニ廻シテ戦ウダケノ確信ハナイ」と答え

た。これを聞いて近衛は「コレハ洵ニ意外ノコトヲ承ル。国内政治ノコ

                                                 
21 原田熊雄、『西園寺公と政局 第七巻』岩波書店、昭和 27 年、268~269 頁。  
22 麻田貞雄、『両大戦間の日米関係 海軍と政策決定過程』東京大学出版会、1993 年、

232～233 頁。  
23 麻田貞雄、『両大戦間の日米関係 海軍と政策決定過程』東京大学出版会、1993 年、

234 頁。  



 - 42 -

トハ、ワレワレ政治家ノ考エルベキコトデ、海軍ガ御心配ニナランデモ

ヨイコトデアル。海軍トシテハ純軍事上ノ立場カラノミ検討セラレテ、

モシ確信ナシトイウナラバ飽クマデ反対セラルルノガ、国家ニ忠ナル所

以デハナイカ」と答えた24。  

 

及川海相は後日の証言で、あのとき海軍が反対すれば陸海対立し国内

政局に由々しい大事を生ずるおそれがあるから、あえて賛成したという

25。しかし、近衛の言うとおり軍人たるものは、軍事的、専門的な観点

から検討するのが任務である。当時の海軍は山本五十六が言ったように、

あまりに政治的に考えすぎているところがあった。確かにそのとおりだ

が、それはすべての理由ではない。及川が言ったことは責任転嫁であり、

自己弁護と考えても良かろう26。では、それは何のための自己弁護だろ

うか。実は当時海軍の「好機便乗的」な武力南進論を記す「世界情勢ノ

推移ニ伴フ時局処理要綱」はすでに及川就任前の 7 月 27 日大本営政府連

絡会議で決定された。その陸軍原案では対ソ安全感獲得、南方への武力

行使の準備などを論じていたが、これに対し、海軍は「北守南進ノ趣旨」

には同感し、「大体ノ『ライン』ヲ容認」する態度を示した。しかし、一

方海軍はまた陸軍原案は対米関係を「『シーリアス』ニハ考エオラズ」と

反対意見を述べた。  

 

しかし、これはけっして英領攻略は対米戦争につながる危険を感じ、

いわゆる「英米不可分」の見地に立って反対したわけではなかった。反

対する理由の背後にあったのはやはり物資と予算であった。当時、海軍

はアメリカの相次ぐ軍備拡張計画を脅威と感じていた。1938 年 5 月の第

二次ヴィンソン法、1940 年 6 月の第三次ヴィンソン法、そしてスターク

案など、「米ノ軍備拡張ニ伴ヒ将来帝国ハ戦ハズシテ屈セザルヲ得ザルニ

至ルベシ」と大きな衝撃を受けた27。そういうわけで海軍は「世界情勢

                                                 
24 矢部貞治編、『近衛文麿 下』弘文堂、昭和 27 年、161~162 頁。  
25 麻田貞雄、『両大戦間の日米関係 海軍と政策決定過程』東京大学出版会、1993 年、

235 頁。  
26 矢部貞治編、『近衛文麿 下』弘文堂、昭和 27 年、162 頁。；麻田貞雄、『両大戦

間の日米関係 海軍と政策決定過程』東京大学出版会、1993 年、235～236 頁。  
27 角田順、『現代史資料 10 日中戦争 3』みすず書房、1976 年、500 頁。  
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ノ推移ニ伴フ時局処理要綱」の陸海軍間の協議でことさらに対米戦の危

険を強調したのである。たとえば、海軍は「対英武力行使ニ於テハ対米

開戦ヲ避ケ得サルコトアルヘキヲ以テ此ノ場合対米戦ノ準備ニ遺憾ナキ

ヲ要スル」と対米軍備の必要性を説き、さらに、質疑応答のときには「我

海軍軍備ノ拡充ニ関シテハ国家トシテ其の力ヲ集中シ必要ナル軍備ヲ充

足スル如ク措置スルノ要アリ…（中略）…要ハ今後如何ニシテ国家ノ力

ヲ対米軍備ニ集中スルカニ在リ」とことさら対米軍備の重要性を呼びか

けた28。そのうえに海軍はさらに陸軍側に資材を譲ってくれるように求

め、陸軍を憤激させた29。海軍のこうした行動は対米危機を誇張して、

軍備の基礎である物動（軍事物資動員）計画や予算を海軍優先に回した

いに過ぎないのである。  

 

1940（昭和 15）年 8 月 24 日、海軍は戦備の促進及び新戦時編成への

移行を上奏したものの、必要とする物資の取得は依然困難であった。海

軍軍令部の研究では、応急戦備を実施し、それを一年間維持させるには、

石油 200 万トン、鋼材 80 万トンが必要であった。しかし、昭和 15 年度

の物動配当額では、石油 114 万トン、鋼材 51 万トンしか確保できなかっ

た30。そのために、及川古志郎海相は 9 月 14 日三国同盟に同意を与えた

大本営政府連絡会議準備会の席上で海軍の「軍備充実ニツキ政府殊ニ陸

軍当局モ考慮シテクレ」と明言したのである31。また、宇垣纏作戦部長

もまた、条約締結の裏面の目的は軍備の促進であると認めている 32。そ

れゆえにこの時局処理要綱に見る海軍の対米強硬の字句は決して決意の

表明ではなく、物資獲得という組織利益の増大のための名目だと考えた

                                                 
28 稲葉正夫、小林龍夫、島田俊彦、角田順ほか編、『太平洋戦争への道 別巻資料編』

頁。322~324 角田順、『現代史資料 10 日中戦争 3』みすず書房、1976 年、500 頁。  
29 防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 大本営陸軍部大東亜戦争開戦経緯＜３＞』朝

雲新聞社、昭和 48 年、79 頁。  
30 防衛庁防衛研修所戦史室、『戦史叢書 大本営海軍部大東亜戦争開戦経緯＜２＞』

朝雲新聞社、昭和 54 年、139 頁。  
31 麻田貞雄「日本海軍と対米政策および戦略」『日米関係史 開戦に至る 10 年（1931

～1941）2 陸海軍と経済官僚』東京大学出版会、1971 年、121 頁。  
32 防衛庁防衛研修所戦史室、『戦史叢書 大本営海軍部連合艦隊＜１＞』朝雲新聞社、

昭和 50 年、485 頁。；宇垣纏、『戦藻録』、原書房、昭和 43 年、2 頁。；稲葉正夫、

小林龍夫、島田俊彦、角田順ほか編、『太平洋戦争への道 別巻資料編』333 頁。；

麻田貞雄、『両大戦間の日米関係 海軍と政策決定過程』東京大学出版会、1993
年、236 頁。  
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ほうが妥当であろう33。  

 

もちろん、陸軍は海軍のこうした見え透いた態度が分からなかったわ

けではないが、ただ海軍に譲歩しなければならない事情があったからで

ある。当時の陸軍側では中国における和平工作がようやく功を奏し、6

月初旬の予備会談を経て、7 月 22 には、蒋介石、板垣征四郎支那派遣軍

総参謀長、汪兆銘の三者による停戦会談案の具体的な時期、場所、方法

についての覚書が交換されるまで進展していた34。また、ドイツのめざ

ましい電撃戦で、6 月下旬にはイギリス本土上陸作戦はまもなく発動さ

れるだろうとも予想されるにいたった。この急展開に鑑みて、陸軍参謀

本部はイギリスに迫り、ビルマ・ルートと香港ルートの閉鎖をイギリス

に承諾させた。こうした情勢にあわせて、もし日中がうまく停戦に至れ

ば、陸軍にとって南進を拘束する条件は取り除かれることになる 35。そ

のために、一刻も早く武力南進の根拠となるこの「時局処理要綱」を決

定したい陸軍は、海軍の要求に対しそれなりに譲歩が必要であった。  

 

しかし、1940 年の秋頃になると、和平工作が失敗に終わったことが判

明し、汪兆銘政権を承認することになった。また、ビルマ・ルートの閉

鎖も 9 月 27 日の三国同盟締結後に解除された。この時期既に北部仏印に

進駐した陸軍にとって、これらの変化はすなわち日中戦争の解決がます

ます難しくなったことを意味していた36。こうして南進プログラムの発

動条件は失いつつあった。そんな中で陸軍側では長期化しつつある日中

戦争と南進を結合させようという考え方が出てきた。その中心的な人物

は田中新一作戦部長だった。田中曰く「支那事変そのもののみを取り上

げて、解決すべき望みはほとんど絶えた。支那事変の解決は、ただ欧亜

を綜合した国際大変局の一環としてのみ、これを期待することができる」

37。つまり、日中戦争を単独では解決の見込みを失った今、それをもっ

                                                 
33 波多野澄雄、『幕僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1992 年、36~39 頁。；麻田貞雄、『両

大戦間の日米関係 海軍と政策決定過程』東京大学出版会、1993 年、235～239 頁。  
34 波多野澄雄、『幕僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1992 年、35 頁。  
35 波多野澄雄、『幕僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1992 年、37 頁。  
36 波多野澄雄、『幕僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1992 年、42~43 頁。  
37 田中新一著、松下芳男編、『田中作戦部長の証言』芙蓉書房、昭和 53 年、  

42~43 頁。  
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とスケールの大きい戦争にリンクさせることで、打開策を見出そうとし

ていたのである。田中作戦部長をはじめとする陸軍作戦部と戦争指導班

の幕僚たちはさっそく「好機ヲ捕捉シ武力ヲ行使シ南方問題ヲ解決ス」

という項目を「支那事変処理要綱」に盛り込もうと試みた。  

 

しかし、海軍はそれを本文中に入れることを拒否した38。これに対し

陸軍側は前と同じくあえて譲歩する道を選んだ。その理由はやはり物資

と関わっていた。作戦部の井本熊男中佐によると「具体性を伴わない南

方政策の促進を強調することは、海軍に軍備拡張の根拠を与えるのみで

あり、陸軍軍備の充実のための予算や物資の取得を著しく困難にする」

からである39。また、陸軍側では第一部長と協議の結果「『南方ノ武力行

使ノ為全面的諸準備ヲ完整ス』ノ案ヲ出シ武力行使ノ決定ヲ譲歩ス本案

ハムシロ陸軍側ヨリ「単ニ海軍々備充実ニ終ラシムル案ナリ」として、

譲歩することにした40。つまり、陸軍側も海軍に物資や予算を取られな

いよう、いろいろと注意を払っているのである。ただ南方に武力を行使

すると、敵は英米となり、どうしても海軍が主役となる。そのために、

自然と海軍に譲歩したり、海軍の意見を尊重したりしなければならない。

これと類似した状況は開戦直前にまた繰り返されることになる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 参謀本部編、『杉山メモ 上』原書房、昭和 42 年、142 頁。  
39 井本熊男、『支那事変作戦日誌』芙蓉書房、490 頁。  
40 参謀本部編、『杉山メモ 上』原書房、昭和 42 年、142 頁。  
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2-3 物資、予算の輸入依存  
 

 3-1、3-2 では、物資、予算を確保するための陸海軍の動きを見てきた。

しかし、なぜ海軍は物資、予算にこだわらなければならないのか。そし

て、どんな物資を確保しようとしたのか。ここではそれについてより具

体的に検証する。  

 

2-3-1 予算配当における陸海軍の差  
 

1936（昭和 11）年 5 月 13 日の元帥会議で天皇は海軍軍令部総長に「新

聞紙ニ依レバ英、米ニテ大ニ建艦ヲ行フ如シ 之ニ対シテハ如何」と聞

いたところ、軍令部総長は「現在ニテハ米、露ノ目標ニ軽重無シ 之ニ

由リ陸海軍同程度ニ整備ノ要アリ」と答えた41。当時、日本は海軍の主

張によって、軍縮条約から脱退したばかりだった。そのために海軍はす

ぐ軍備の充実に取り掛かった。当時海軍の保有兵力は 1922（大正 11）年

のワシントン海軍軍縮条約及び 1930 年のロンドン海軍軍縮条約の制限

によって、アメリカとはかなりの差があった。  

 

1932（昭和 5）年 3 月、海軍軍令部は日米海軍の巡洋艦、駆逐艦、潜

水艦の現保有兵力は、既成艦及び建造発令済みのものについて調査した。 

 

表 2 日米海軍保有兵力の比較  

艦種  日本  米国  

大 巡  3 隻   108,400 トン  13 隻 130,000 トン  

軽 巡  21 隻 98,415 トン  10 隻 70,500 トン  

駆逐艦  119 隻 132,495 トン  309 隻 307,155 トン  

潜水艦  71 隻 78,496 トン  119 隻 76,050 トン  

合計  223 隻 417,806 トン  451 隻 583,705 トン  

 

 

                                                 
41 防衛庁防衛研修所戦史室、『海軍軍戦備＜１＞』朝雲新聞社、昭和 44 年、85 頁。  
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その結果、日米間には、228 隻 16 万 5 千トンほどの実力差のあること

が判明した42。この差を縮めるべく、海軍は 1936 年 4 月 17 日、軍令部

第一課の立案で国防所要兵力整備予定案をまとめた。  

 

表 3 国防所要兵力整備予定案  

潜水艦  

 

主

力

艦  

航

空

母

艦  

甲

巡

洋

艦  

乙

巡

洋

艦  

旗

艦  

駆

逐

艦  
旗潜 巡潜  海大  

合計  

現有  

隻数  
10 6 18 17 17 80  32  180 

国防所

要兵力

隻数  

12 10 20 8 13 96 7 27 36 229 

増加数  2 4 2 4 0 16 7 19 12 66 

建 造 費

（千円） 

288,

000 

208,

000 

64,0

00 

76,8

00 
0 

144,

000

92,1

20 

178,

600 

82,3

20 

1,133

,840 

参考：防衛庁防衛研修所戦史室、『海軍軍戦備＜１＞』朝雲新聞社、昭和

44 年、100～101 頁。  

 

11 億 3 千 3 百 84 万円という多額な費用を必要とするこの予定案は昭和

12 年海軍補充計画（③計画）として成立した。こうして、海軍はいくつ

かの補充計画の実行により、少しずつではあるが、アメリカとの兵力差

を減らそうとしていた。  

 

一方、「陸海軍同程度ニ整備ノ要アリ」と海軍は希望していたが、ど

の面においても、配当にはかなりの違いがあった。まず、1939（昭和 14）

年度物動計画における陸海軍物資の配当比率は陸軍 64％、海軍 36％とな

っていた。また、1939（昭和 14）年度陸海軍予算の配当では陸軍 414 億

3 千万円、海軍 163 億 9 千万円になっていて、250 億 4 千万円もの差があ

                                                 
42 防衛庁防衛研修所戦史室、『海軍軍戦備＜１＞』朝雲新聞社、昭和 44 年、158 頁。 
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った。1940（昭和 15）年度では陸軍 424 億 8 千万円、海軍 176 億 6 千万

円となっていた。そして、鋼材においては、1938（昭和 13）年度では陸

軍 641 万トン、海軍 533 万トン、1939（昭和 14）年度では陸軍 929 万ト

ン、海軍 500 万トン、1940（昭和 15）年度では陸軍 897 万トン、海軍 639

万トンとなっていた。また、1940（昭和 15）年度の軍需については陸軍

6 億 6 千 5 百 34 万円、海軍 4 億 4 千 3 百 56 万円となっていた。そして

1941（昭和 16）年度のほうでも、海軍への配当を増やし、「海軍ニ有利

ナル如ク引上グルコトハ極メテ困難」であった43。つまり、物動計画の

どの面においても陸軍への配当は海軍のを大きく上回っていた。そのた

めに、陸軍とは違い、海軍は物資、予算、鋼材、軍需などの確保に執着

していたのである。  

 

2-3-2 石油、鉄類の不足 
 

次は鉄、石油などの面について説明する。船を作るのに必要な鉄類だ

が、普通鋼鋼材は国内で自給できたが、その原料となる屑鉄もかなり輸

入に頼っていた。また、飛行機を作るのに必要なアルミニュームの原料

ボーキサイトもまた、輸入に依存していた。  

 

表 4 石油、鉄類の輸入額  

物資名  普通鋼鋼材  屑鉄  アルミニューム ボーキサイト

需要額（屯） 5,473,883 4,489,400 53,983 265,000 

要輸入額

（屯）  
196,312 1,607,400 1,583 150,000 

 

鉄の不足は船、飛行機の生産に影響を与えてしまうが、北支、中支、海

南島など中国における製鉄産業の自給自足体制が徐々に整ってきたため、

                                                 
43 企画院、「昭和十五年度物動計画ニ就テ」、出所  ジェトロ・アジア経済研究所、岸

幸一コレクション（http://www.ide.go.jp）
http://ir.ide.go.jp/dlib/collection.php?cmark=B9-682；  
企画院、「昭和十五年度物動計画経過其ノ一」、出所  ジェトロ・アジア経済研究所、

岸幸一コレクション（http://www.ide.go.jp）
http://ir.ide.go.jp/dlib/collection.php?cmark=B9-683 
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何とか解決できたが、石油のほうはそうはいかなかった44。  

 

戦艦などを動かすには重油が必要であるが、日本では生産量が極めて

低いため、アメリカからの輸入に頼るしかなかった。昭和 22 年 7 月 16

日、第二復員省は当時の重油の保有量と使用量の変遷をまとめた45。  

 

表 5 重油保有量と使用量の変遷  

年次  

項目  

昭和

11 

昭和

12 

昭和

13 

昭和

14 

昭和

15 

昭和

16 

国内  370 426 523 1041 815 1138 

輸入  1796 2491 2525 1233 1346 465 

重油  

保有量  

（千竏） 合計  2166 2917 3048 2274 2161 1603 

陸軍  20 20 30 30 60 87 

海軍  60 70 70 80 90 179 

民間  1946 2693 2343 1776 1697 1056 

合計  2026 2783 2443 1886 1847 1323 

重油  

使用量  

（千竏） 
翌年  

繰越  
140 133 305 388 314 282 

 

この表から分かるように、昭和 16 年まで、日本の重油の半分、或いは半

分以上が輸入に依頼していた。また、海軍は船を動かすため、重油の消

費量が陸軍よりも石油への依存が強かった。そのために、後述するよう

に、1941（昭和 16）年の対日石油禁輸が海軍にとって極めて深刻な問題

となった。1939（昭和 14）年度、蘭印（オランダ領インドシナ）の産油

量は 1 千万竏、日本の全需要をはるか上回る量であった。また、蘭印の

ビンタン島ではボーキサイトを多量に産出していた。日本が南進してこ

れらの地域を押さえれば、輸入依存から自給自足体制へと変わることが

できる。  

                                                 
44 防衛庁防衛研修所戦史室、『大本営陸軍部大東亜戦争開戦経緯＜１＞』朝雲新聞社、

昭和 48 年、342、343、347 頁。  
45 防衛庁防衛研修所戦史室、『海軍軍戦備＜１＞』朝雲新聞社、昭和 44 年、722～723

頁。  
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このように、海軍と陸軍の組織利益は以下の二点に要約できる。  

 

第一、海軍にとっての組織利益とは予算、資源など軍拡に必要なもの  

第二、陸軍にとっての組織利益は中国における既得利益  

 

この二点が 1941 年、開戦決定に至る一連の御前会議での陸海軍の政策決

定に大きな影響を及ぼすこととなった。  

 


