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第 3 章 御前会議での開戦決定をめぐる陸海軍の綱引き 
 

御前会議というのは天皇が臨席し、諸大臣とともに、政策を決定する

ために設けられた会議のことである。そして、御前会議で決定された政

策は簡単には変更できない国策となる。前章の分析を通して陸海軍の論

争の裏には組織利益確保という隠された目的のあることが判明できた。

この章では、これを念頭において、各御前会議までの陸海軍の政策をめ

ぐる議論のプロセスを追って、それが何故開戦決定へとつながったのか

を検討してみたい。  

 

3-1 1941 年 7 月 2 日の御前会議まで  
 

3-1-1 海軍が武力南進を主張  
 

1940 年 11 月、海軍では軍務局の改編が実施され、国際政策と国防政

策とを専門とする軍務第二課が設けられた。なぜ海軍は急に改編を行っ

たのか、「新情勢ニ対処スベキ海軍中央部改組案」には以下のように説明

している。海軍は「皇国ノ政治的潮流ノ圏外ニ立チテ専心戦力ノ昂揚ニ

努メ来」たが、今では「時局ノ要求ハ帝国海軍ヲシテ高度戦時態勢下国

家組織ノ一要素トシテ断乎国家活動ノ中枢ニ乗リ出サザルヲ得」なくな

ったからである。もし現状を変えなければ「帝国海軍ハ現下国家ノ組織

及其ノ有機的活動範域ヨリ全ク遊離シ一大突発ノ際孤立無援ノ窮境ニ陥

ル虞」があるため、「強力ナル政策指導機関」として、「戦争指導ノ大局

的見地ニ立テ帝国ノ国家的発言力ヲ強化」する必要があった1。そして、

その根底には陸軍に対抗する意識があった2。何のための対抗かと言えば

やはり物資である。軍務第四課の目指す目標は「即チ現情勢ニ於テハ部

内ノ統計整理ヨリモ部外ニ対シ戦闘ヲ挑ミ海軍ノ要求ヲ確保スルコトカ

先決問題ナリ」と述べたように、物資動員における政治力がその目的で

ある。そして「陸軍の政治力に海軍も対応できるよう」海軍国防政策委

                                                 
1 「新情勢ニ対処スベキ海軍中央部改組案」1940 年 9 月 19 日土井章監修『昭和社会

経済史料集成・海軍省史料 11』大東文化大学東洋研究所、1986 年、145~151 頁。  
2 森山優、『日米開戦の政治過程』吉川弘文館、平成 10 年、101 頁。  
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員会を設置した3。それ以降海軍は南進政策をめぐって、積極的になった。 

 

1941 年 1 月タイ・仏印国境紛争を機に、対南方武力行使の発動条件を

めぐって、海軍は「我要求ヲ容認セザル場合已ムヲ得ザレバ武力ヲ行使

ス」ると強硬な態度を示したが、陸軍はこれに反対した4。また、2 月に

海軍は「英米絶対不可分南方武力行使即対米戦故ニ之カ準備ヲ促進スル

ヲ要ス」とさらに念を押したが、陸軍は「準備完了セバヤルト云フ意思

ハアイマイ」と疑っていた。その理由はやはり物資と関係している。陸

軍はその懸念を次のように記している。「陸軍ハ対米準備ハスルモ極力戦

争ヲ回避スルニ勉ム 海軍ハ 初ヨリ対米一戦ヲ主張ス 対米一戦ノ真

ノ腹アツテノ主張ナラバ可ナルモ海軍軍備拡充ノ為ノ対米一戦論ナラバ

国家ノ賊ナラズヤ」と、海軍の強硬な態度の裏には物資動員を海軍優先

にしたいのではないかと警戒していた5。  

 

そして 3 月になると「思想調整」のすえ、海軍は「好機ニ投スル武力

行使ヲ考慮シアラス」と一応譲歩を見せ、かわりに「米カ対日武力圧迫

（全面禁輸）ヲ加ヘ来リタル場合始メテ南方ニ武力行使ヲナスヘシ」と

結論した。これに対して陸軍は機密戦争日誌でその心情をぶちまけてい

た。「今ヤ米ノ圧迫現実ニ差迫リタルモノトシテ対米武力行使ヲ決意スヘ

キヤ 海軍ニ其ノ決意ナシ 決意ナキモ準備ハ必要トス 其為物、金ヲ

取ル 海軍ノ一貫セル思想主張ナリ」6。そして、陸軍がたどり着いた結

論は「南方武力行使ハ目下ノ所欧州情勢ノ如何ニカカハラス行ハサルヲ

可トス 絶対已ムヲ得サル場合始メテ行使スヘシ 帝国ハ今ヤ時局処理

要綱修正ノ時期ニ直面セリ 南方武力行使ナド思ヒモヨラスト云フヘシ 

支那事変処理ニ邁進スヘシ」であった7。また、4 月 5 日海軍から「専ラ

外交ニ依ル 好機ニ投スル武力行使ナシ 自存自衛ノ為始メテ起ツ」と

の意見が入った。こうして 4 月 17 日好機に乗じての武力南進を控え、外

                                                 
3 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、494 頁。  
4 軍事史学会編、『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、66 頁。  
5 軍事史学会編、『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、75 頁。  
6 軍事史学会編、『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、85~86 頁。  
7 軍事史学会編、『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、86 頁。  
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交を重んじるという「対南方施策要綱」が成立した。  

 

3-1-2 海軍の対英米必戦論  
 

「対南方施策要綱」が成立した後も、陸海軍はこのような守勢的な要

綱に縛られるのを望まないため、すぐ連絡会議に持ち込もうとはしなか

った。しかし、その頃、外相の松岡は連絡会議で絶えずシンガポール攻

略の必要性を訴え続けた。外相の発言を抑えるために、6 月 6 日「対南

方施策要綱」が連絡会議に提案された8。ただ、陸海軍の中堅層はこれで

諦めたわけではなかった。海軍側の石川大佐は 6 月 5 日に、「現情勢ニ於

テ帝国海軍ノ執ルベキ態度」と題する意見書を首脳部に提出した。そこ

には強硬な日米必戦論があった9。そのうえ、海軍の第一委員会は「南方

施策促進ニ関スル件」という意見書を作成し、6 月 11 日、これを大本営

政府連絡会議にかけた。連絡会議で永野修身海軍軍令部総長の「英米妨

害セバ断乎之ヲ打ツベキ」との強硬ぶりは出席した陸軍の杉山参謀総長

に不安感を抱かせるほどだった10。  

 

一方、陸軍のほうも、6 月 6 日大島浩駐独大使から独ソ開戦は確実で

あるという知らせが来ると、陸軍参謀本部はさっそく好機南進を再び呼

びかけ始めた。それに対し、陸軍軍務局は北進を呼びかけた。結局、陸

軍案は南進にも北進にも解釈できる「ボヤカシ」た作文になった 11。そ

れでも 14 日この陸軍案は海軍に回され、20 日海軍の意見を受け取った。

そこには「対米英戦ヲ辞セス」という強い態度があった12。この回答を

見て、陸軍側の脳裏に浮かんだのはやはり物資であった。20 日の機密戦

争日誌には海軍案についてこう記していた。「内容ニ於テ大ナル意見ノ相

                                                 
8 波多野澄雄、『幕僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1992 年、60~61、67~68 頁。  
9 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』

427~440 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、241 頁。  
10 軍事史学会編、『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、115 頁。  
11 波多野澄雄、『幕僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1992 年、77~85 頁。；軍事史学会編、

『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、118 頁。  
12 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＜4＞』朝雲新聞社、

昭和 49 年、167 頁。；波多野澄雄、『幕僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1992 年、

84~85 頁。  
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違ナキモ…（中略）…海軍案ニ依レバ南方武力準備ヲ完整シ北方武力準

備ハ現状ヲ基準トシテ整フト云フ 軍備ノ取リ合ヒハ見苦シ 海軍ハ文

章ニ之ヲ平気デ表明ス 陸軍ハ表明スルコトナシ」と海軍のこの強硬な

態度は物資調達のためだと判断した13。  

 

翌 6 月 21 日から 22 日までの二日間、局部長会議が行われた。陸軍側

はこの際、海軍に一戦の決意があるかないかを確かめるべく、「海軍トシ

テマサカノ場合ニハ対米一戦ヲオヤリニナル肚デアルノカ」と率直に聞

いたところ、海軍側は「日米関係ガ急迫スレバ、海軍トシテハ結局対米

一戦スルカソレトモ退イテ屈服スルカノ二ツシカナイ。シカシ、軍人、

軍隊ニハ降伏トイウコトハナイカラ、進ンデ対米一戦ニ出ルホカナイ」

と「対米英戦ヲ辞セス」という「断固」たる「決意」とかけ離れた言い

方で答えた14。陸軍側は 23 日の機密戦争日誌の中でこれについてこう記

した。「要ハ海軍ハ対英米ヲ重視シ陸軍ハ比較的対北方ヲ重視」している

15。このほかに、海軍の態度はやはり戦備などの物資確保のためである

といっそう疑っていた。「海軍南方ニ対スル企図明確ナラズ 決意不確立

ノ儘之カ戦備ヲ完整［成］セントスルニ在ルモノヽ如シ」と海軍のいう

決意をただの口実と見たわけである16。出席していた田中新一作戦部長

もまた、「『対米英戦ヲ辞セス』ハ海軍側ノ提案ニカカルモノデハアッタ

ガ、海軍ノ肚裡ニコノ決意ガアルトハ何人モ信ゼラレズ、コレハ海軍軍

備拡充ノタメ。予算資材獲得ノタメノ手段ニ過ギズ」と厳しい感想を漏

らした17。  

 

しかし、いくら陸軍側が海軍の南方決意を求めても、成果を挙げられ

                                                 
13 軍事史学会編、『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、120 頁。；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＜4＞』朝雲新聞社、昭和 49 年、

163 頁。  
14 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＜4＞』朝雲新聞社、

昭和 49 年、164 頁。  
15 軍事史学会編、『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、121 頁。  
16 軍事史学会編、『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、121 頁。；波多野澄雄、

『幕僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1992 年、85 頁。  
17 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＜4＞』朝雲新聞社、

昭和 49 年、167 頁。；波多野澄雄、『幕僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1992 年、

85 頁。  
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ず、結局南方決意のないまま 24 日「情勢ノ推移ニ伴フ帝国国策要綱」が

正式に採択された。翌 25 日連絡会議にて「国策要綱」の審議が始まった。

海相は「海軍ハ対英米戦ニハ自信アレドモ、対英米「ソ」戦ニハ自信ナ

シ…（中略）…「ソ」モ攻撃シロ 南方モヤレト云フ様ナ事ハ言フナ 海

軍ハ「ソ」ヲ刺戟スルコトハ困ル」と述べ、引き続き北進論反対の姿勢

を示し続け、対ソ戦を否定した18。何がともあれ、この原案は審議の末、

7 月 2 日御前会議で海軍側の提案どおり「対英米戦ヲ辞セズ」という語

句を入れて可決された。  

 

これに驚いた沢本頼雄次官に対して、及川首相は興味深い理由を述べ

た。「事実ハ戦争ヲ避ケタキニアルモ、対陸軍ノ関係ニテココマデ言ハザ

ルヲ得ザルナリ」とそれは本当の決意の意思表示ではないと説明した19。

海軍がなぜ決意がないにもかかわらず、ただ陸軍を抑えるために、日米

戦を引き起こすリスクを背負うほどに、あんな強い態度に出たのか。そ

れにはいくつかの理由があった。前述のようにちょうどそのごろ、外相

は南進に猛反対していて、決意がなければ承諾しないと迫ったので、「対

米英戦ヲ辞セズ」というのは「陸海本当ノ決意ニアラズ外相説得ノ一手

段」である20。また、資源面にも関わっている。1939 年の日米通商航海

条約の廃棄もあって、長期的な観点から資源は不足しつつある。独ソ開

戦という報を受けて、それを祝いつつ、今にも北方に飛びかかろうとす

る陸軍を抑えなければ、物資や予算などは全部陸軍優先となる恐れが生

じてしまう。そこで、南進を主張すれば、物動計画が陸軍優先という心

配はなくなり、南部仏印に進駐すれば、資源も手に入るという効果があ

る。そして何より、「一年間戦争持続ノ準備アル」とか「是迄カゝル準備

アリタルコトナシ」など予算（物動）獲得による戦備の充実を合理化す

るための発言などはすべて、海相の「放言」である21。つまり、対米戦

の決意はないにもかかわらず、物資のために、時には危険な橋をも渡っ

                                                 
18 参謀本部、『杉山メモ 上』原書房、昭和 42 年、226 頁。  
19 「沢本頼雄海軍次官日記――日米開戦前夜」『中央公論』1988 年 1 月、438~440 頁。 
20 波多野澄雄、『幕僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1992 年、70~74 頁。；軍事史学会編、

『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、115 頁。  
21 「沢本頼雄海軍次官日記――日米開戦前夜」『中央公論』1988 年 1 月、439~440 頁。；

森山優、『日米開戦の政治過程』吉川弘文館、平成 10 年、146 頁。  
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たわけである22。  

 

3-2 1941 年 9 月 6 日の御前会議まで  
 

3-2-1 物資確保（と組織利益）をめぐる陸海軍の対峙  
 

1941 年 7 月 16 日近衛は対米交渉の「決心」を示すべく、松岡外相を

内閣から外すため、総辞職した。これを受けて大本営陸軍部と大本営海

軍部は 7 月 21 日共同で新内閣に対し、「新内閣トノ初連絡会議ニ於テ統

帥部ヨリノ要望事項」を提出し、「現下ノ緊急事態ニ対応スベク既ニ発足

進行中ノ対南方及北方戦備ニ関シテ渋滞遅延ヲ許サス」とあらかじめ念

を押した23。しかし、これとは別に、海軍は 19 日に単独で内閣書記官長

に「新内閣ニ対スル海軍ノ申入覚」を提出した。なぜならば、海軍内部

では「陸軍ノ動員ニヨル物動、労力ノ欠乏ニ基キ海軍々備、戦備竝民需

ニ及ボス大影響ニツキ強硬意見続出」という 7 月 12 日の課長打ち合わせ

会から伺えるように、陸軍の「関特演」に対し、不安を感じているから

である24。そのために、この申入覚には、7 月 2 日御前会議で決定した「情

勢ノ推移ニ伴フ帝国国策要綱」を堅持してもらいたい上に、この国策要

綱の遂行のため「必要トスル対英米戦争ノ基本態勢ハ速ニ之ヲ完整スル」

必要があるため、新内閣はコノ「態勢ノ完整就中海軍戦備ノ充実ニ関シ

一層ノ重点ヲ置キ、以テ之ガ実行ヲ期スルコト」と申し入れた25。つま

り、新しい内閣が成立早々、陸海軍は戦備充実をめぐって、競い始めた26。 

 

 

また、海軍の物資を求めるという官僚的利害が如何に組織内に浸透し

ているかを浮き彫りにしたエピソードが 21 日の連絡会議にあった。この

                                                 
22 波多野澄雄、『幕僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1992 年、90 頁。  
23 参謀本部、『杉山メモ 上』原書房、昭和 42 年、276 頁。；波多野澄雄、『幕僚たち

の真珠湾』朝日新聞社、1992 年、104 頁。  
24 伊藤隆編、『高木惣吉日記 下』みすず書房、2000 年、546 頁。  
25 「新内閣ニ対スル海軍ノ申入覚」『基本国策関係綴』その三、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=B1-189&page=1 

26 波多野澄雄、『幕僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1992 年、104 頁。  
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日の連絡会議で、永野修身軍令部総長は次のような発言を行った。「米ニ

タイシテハ戦勝ノ算アルモ、時ヲ追ウテ此ノ公算ハ少ナクナル、明年後

半期ハ 早歯ガ立チカネル、其後ハ益ゝ悪クナル、米ハ恐ラク軍備ノ整

フ迄ハ問題ヲ引ヅリ之ヲ整頓スルナラン 従ツテ時ヲ経レハ帝国ハ不利

トナル。戦ハスシテ済メハ之ニコシタ事ハナシ。然シ到底衝突ハ避クヘ

カラストセハ時ヲ経ルト共ニ不利トナルト云フ事ヲ承知セラレ度 尚比

島ヲ占領スレハ海軍ハ戦争カヤリヤスクナル。南洋ノ防備ハ大丈夫相当

ヤレルト思フ」27。この軍令部総長の発言は部内の批判を引き起こした。  

 

沢本日記では「この言は反面に海軍の準備は已に成り、今なら戦争出

来ると云ふ様にもとれる。誠に悪い発言なり」28と批判した。そのうえ

に、普段意見が一致しない「開戦派」と「避戦派」とが、めずらしく口

をそろえて、軍令部総長の発言は、すなわち海軍にはこれ以上戦備を充

実させる必要がないと言っているに等しいではないかと非難した。そし

て、特に注目すべきなのは、いわゆる「英米派」の人からも批判の声が

出た29。つまり、親英米、反英米を問わず、海軍の首脳部は組織の利害

に強く束縛されていることが分かる。そして、この直後の石油全面禁輸

という事態が起きて開戦か避戦かと動揺しながらも、組織利益第一の姿

勢だけが貫かれたのである。  

 

3-2-2 英米開戦への陸海軍の懸念（南進か北進か） 
 

1941 年 7 月 25 日、日本が南部仏印に進駐し、翌 26 日アメリカが在米

日本資産を凍結すると、陸軍の開戦決意への関心がますます強くなった。

「米ノ資金凍結ヲ遶リ情勢ハ険悪トナル。南方必至ナリトス論沸騰シ来

ル…（中略）…此の際対英米戦必至ヲ決意スベキヤ否ヤ是レ国家ノ重大

事」のように、陸軍の戦争指導班にとって、まさしく決意すべきときが

きたように思えた30。しかし、英米戦となると、海軍が主体となるため、

                                                 
27 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』

480~481 頁。  
28 「沢本頼雄海軍次官日記――日米開戦前夜」『中央公論』1988 年 1 月、442 頁。  
29 森山優、『日米開戦の政治過程』吉川弘文館、平成 10 年、166~167 頁。  
30 軍事史学会編、『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、138 頁。  
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29 日の機密戦争日誌に「海軍大野大佐 海軍決心セザルヲ以テ陸軍モ決

心シ得ザル旨卒［率］直ニ述ブ」と記されているように、これまで以上

に海軍の意向を気にしなければならなくなる。海軍少壮たちは何れも強

硬南進を主張するが、ただ肝心の「上層部ハ不明」なので、陸軍側とし

ては一刻も早くそれを確かめたいのである31。8 月 2 日、石油全面禁輸の

翌日関東軍から「『ソ』東部国境方面無線封止セリノ情報アリ 兵力移動

カ攻勢発起カ不明」との知らせが入り、午後九時ごろになると、それが

デリンジャー現象だと判明したが、それでも 7 月いっぱい北方武力行使

の研究を続けてきた参謀本部は緊張感で沸きかえり、たちまち対応策を

講ずることにした32。  

 

8 月 3 日、陸軍側の田中第一部長と有末二十班長らは至急「ソ連ノ真

面目ナル進攻ニ対シテハ機ヲ失セズコレニ応戦スルトトモニ、廟議ヲモ

ッテスミヤカニ開戦ヲ決意スルゴトク措置ス」という主旨の対ソ態度案

をまとめ、海軍側に回した33。案の定、海軍はこれに反対した。「開戦等

の文字を入れれば動々もすれば陸軍の為北へ引キヅラレル」からである

34。協議の末、8 月 5 日「『ソ』側ノ真面目ナル進攻ニ対シテハ防衛上機

ヲ失セス之ニ応戦ス」ることでなんとか妥協した35。そして南方に対し

ては、このとき、陸軍側には南方武力行使について確固たる決意ができ

ているわけではなかった。たしかに石油禁輸を受けて、陸軍側では軍務

課を中心に開戦論を主張し始めたが、それが対ソのようにただちに政策

につながることがなかった36。なぜなら、「対米戦争ハ百年戦争ナリ」と

機密戦争日誌に記しているように陸軍とて安易にアメリカと戦争したい

わけではない。対ソ戦のためにすばやく動いた田中と有末でさえ「南進

                                                 
31 軍事史学会編、『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、139 頁。  
32 森山優、『日米開戦の政治過程』吉川弘文館、平成 10 年、172 頁。；軍事史学会編、

『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、140~141 頁。；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＜4＞』朝雲新聞社、昭和 49 年、307 頁。  
33 軍事史学会編、『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、141~142 頁。；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＜4＞』朝雲新聞社、昭和 49
年、308~311 頁。  

34 軍事史学会編、『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、141 頁。  
35 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＜4＞』朝雲新聞社、

昭和 49 年、311 頁。  
36 軍事史学会編、『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、140 頁。；森山優、『日

米開戦の政治過程』吉川弘文館、平成 10 年、178 頁。  
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断行必至ナルモ之レガ決意は困難ナリノ見透多シ」、「対英米戦ハ大長期

戦軽々ヲ許サズ 断行スルニ方リテハ大陸ニ不敗ノ長期戦態勢ヲ確立ス

ルヲ要スル」となかなか決心できない有様だった37。その後の 8 月 9 日、

天候のために年内での北進を断念して、来年春に延期し、かわりに「南

方ニ対シテハ十一月末ヲ目標トシテ対英米作戦準備ヲ促進」することに

したが、それでもすぐ決心がついたわけではなかった38。しかし、16 日

から海軍側との「帝国国策遂行方針」のすり合わせを行うにつれ、陸軍

上層部は次第にその方針を固めたのである39。  

 

3-2-3 予算と資材を獲得するための海軍側の配慮  
 

一方、このごろ海軍にも大きな動きがあった。まずは 1941 年 7 月 31

日永野軍令部総長は天皇に拝謁し、「国交調整不可能ナリトシ、従ッテ油

ノ供給源ヲ失フコトトナレバ、此儘ニテハ二年ノ蓄蔵量ヲ有スルノミ、

戦争トナレバ一年半ニテ消費シ尽スコトトナルヲ以テ、寧ロ此際打テ出

ルノ外ナシトノ考ヘナリ」と強硬論を唱えた40。そして、翌 8 月 1 日石

油全面禁輸が行われると、かえって海軍内部を対米戦の方向への結束さ

せ、その直後の 8 月 3 日、第一委員会はさっそく 10 月を目途に戦争準備

と外交とを並行させ、10 月中旬になっても外交的妥協の見通しがない場

合は対米戦に突入するという主旨の国策遂行方針を作成した41。8 月 15

には「八月、九月更ニ各三○万屯船徴傭 九月二十日陸海作戦協定実施 

十月十五日迄ニ戦備完結」という「出師準備第二着作業」を発動 42。そ

して、8 月 16 日、ついに『帝国国策遂行方針』を戦争指導班に提示した。

                                                 
37 軍事史学会編、『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、142 頁。；森山優、『日

米開戦の政治過程』吉川弘文館、平成 10 年、178 頁。  
38 軍事史学会編、『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、144~145 頁。；波多野澄

雄、『幕僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1992 年、143 頁。；森山優、『日米開戦の政

治過程』吉川弘文館、平成 10 年、171~172 頁。  
39 森山優、『日米開戦の政治過程』吉川弘文館、平成 10 年、180 頁。  
40 木戸幸一、『木戸幸一日記 下』東京大学出版会、1966 年、895~896 頁。  
41 森山優、『日米開戦の政治過程』吉川弘文館、平成 10 年、168 頁。；波多野澄雄、『幕

僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1992 年、139 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、245 頁。  
42 軍事史学会編、『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、146~147 頁。；波多野澄

雄、『幕僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1992 年、139~140 頁。；森山優、『日米開戦

の政治過程』吉川弘文館、平成 10 年、180 頁。  
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初陸軍側に提示された「遂行方針」には時限がかかれていなかったが、

交渉の際、海軍側の提案により後で付け加えられたものである43。  

 

もちろん、海軍もアメリカと戦いたくはなかった。「日本海々戦ノ如

キ大勝ハ勿論、勝チ得ルヤ否モ覚束」ないと長野軍令部総長が言ったよ

うに、海軍とて勝算があるわけではなかった44。それではなぜ自ら時限

を設けて選択肢を減らしただろう。これについて、はっきりとした定説

はないが、出師準備の合理化と及川海相の対米交渉に対する楽観論が関

係しているのではないかという指摘がある45。とにかくこの「遂行方針」

の骨子は「戦争ヲ決意スルコトナク戦争準備ヲ進メ此ノ間外交ヲ行ヒ打

開ノ途ナキニ於テハ実力ヲ発動」というものであった46。しかし、「決意」

をめぐって、有末は「十月中旬ニ至ルモ外交打開ノ途ナケレバ実力発動

スノ明言ヲ得」たため、とりあえず納得したが、田中作戦部長は強く反

発し、即時決意を主張した47。19 日、田中のラインで案を修正し、陸軍

省に内示したが、難色を示されたため、結局 21 日海軍と近いものに再修

正された48。そして「決意」をめぐり、更なる調整のすえ、30 日「戦争

ヲ決意スルコトナク」を「戦争ヲ辞セザル決意ノ下ニ」に修正すること

でやっと合意し、「帝国国策遂行要領」がようやくできあがった49。  

 

なぜ田中がそこまで決意にこだわったか。上述のように、その時点で

陸軍内部では 8月 9日年内の北進を諦め、来年春に遂行ことにしていた。

そこでまず南進して資源を獲得することにした。しかし、陸軍は組織上

の都合で、決意がなければ本格的な動員ができないため、来年の北進に

合わせて、どうしても今決意しなければならなかったのである50。また、

28 日夜に行われた野村・ハルの会談でアメリカの強硬な態度も参謀本部

                                                 
43 波多野澄雄、『幕僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1992 年、141 頁。  
44 木戸幸一、『木戸幸一日記 下』東京大学出版会、1966 年、895~896 頁。  
45 森山優、『日米開戦の政治過程』吉川弘文館、平成 10 年、180~181 頁。  
46 軍事史学会編、『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、147 頁。  
47 軍事史学会編、『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、148 頁。  
48 軍事史学会編、『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、148~149 頁。；波多野澄

雄、『幕僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1992 年、142~143 頁。  
49 軍事史学会編、『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、150~151 頁。；波多野澄

雄、『幕僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1992 年、141~145 頁。  
50 波多野澄雄、『幕僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1992 年、143 頁。  
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を対米戦を決意させる一因となった51。そして、ここにもやはり物資的

な理由が絡んでいる。田中に言わせて見れば、「海軍側ハ作戦準備ヲトコ

トンマデヤリナガラ、 後ノ瞬間ニ身ヲヒクノデハナイカ。マタ開戦ノ

決意トカ、太平洋ノ事態ヲ解決スルトカハ特ニ問題トセズ、タダ作戦準

備ノ名ニオイテ、予算ト資材ヲ獲得シ、ヒトエニ軍備ヲ強化スルトイウ

コトダケガ、海軍省側 高首脳部ノ肚ナノデハナイカ、ウガチスギルガ。

少ナクトモ開戦スルカシナイカハ、軍ノ問題デハナク、政府ノ問題ダト

イウ態度ニ見ラレル」52。開戦はもともと軍が決めることではないため、

田中の考え方に問題がないとはいえないが、永野軍令部総長の発言に対

する海軍内部の批判に照らし合わせてみれば、海軍のこのあいまいな態

度の裏には予算と資材を獲得する意図があるという判断は必ずしも間違

っているとはいえないのかもしれない。  

 

9 月 3 日、「帝国国策遂行要領」が連絡会議に提出された。会議の中で、

海軍側の提案により「我要求貫徹シ得ザル場合ハ直チニ開戦ヲ決意ス」

という語句は「我要求貫徹ノ目途ナキ場合ハ……」に替えられた。もち

ろん、陸軍側は大反対したが、総長、大臣が同意したため、しぶしぶそ

の変更を認めざるをえなかった53。その日、陸軍は機密戦争日誌に「海

軍特ニ海軍省首脳部ノ無節操言語同［道］断ナリ…（中略）…修文ハ本

案ノ骨子、扇ノ要タルベキ個所ナリ 之ニ依リ本案ハ骨抜トモ見ルベシ 

十月上旬ニ於テ更ニ大ナル議論トナルベク外交ニ依リ引摺ラルル虞ニ大

ナリ」とその不満をぶちまけた54。そして御前会議のときにもほとんど

変更のないまま採択された。その主要項目は下記の三つである55。  

 

一 帝国ハ自存自衛ヲ全ウスル為対米、（英・蘭）戦争ヲ辞セサ

ル決意ノ下ニ概ネ十月下旬ヲ目途トシ戦争準備ヲ完整ス  

二 帝国ハ右ニ並行シテ米、英ニ対シ外交ノ手段ヲ尽シテ帝国

                                                 
51 森山優、『日米開戦の政治過程』吉川弘文館、平成 10 年、182~183 頁。  
52 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＜4＞』朝雲新聞社、

昭和 49 年、504 頁。  
53 軍事史学会編、『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、153 頁。；波多野澄雄、

『幕僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1992 年、151 頁。  
54 軍事史学会編、『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、153 頁。  
55 参謀本部「杉山メモ 上」原書房、昭和 42 年、312 頁。  
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ノ要求貫徹ニ努ム  

   対米（英）交渉ニ於テ帝国ノ達成スヘキ 小限度ノ要求事

項竝ニ之ニ関聯シ帝国ノ約諾シ得ル限度ハ別紙ノ如シ  

三 前号外交交渉ニ依リ十月上旬頃ニ至ルモ尚我要求ヲ貫徹シ

得ル目途ナキ場合ニ於テハ直チニ対米（英・蘭）開戦ヲ決

意ス  

 

9 月 5 日御前会議の前日近衛首相立会いの中、陸海軍統帥部長は天皇に

呼び出された。天皇は永野総長の説明に対しひどく不機嫌になり、「絶対

ニ勝テルカ」と下問すると、永野総長は「絶対トハ申シ兼ネマス 而シ

勝テル算ノアルコトタケハ申シ上ケラレマス必ス勝ツトハ申上ケ兼ネマ

ス…（中略）…決シテ私共ハ好ンテ戦争ヲスル気テハアリマセン。平和

的ニ力ヲ尽シ愈々ノ時ハ戦争ヲヤル考テアリマス」と奉答した。もちろ

ん、軍令部総長である永野は負けることを承知で、何の理由もなくむや

みに戦争をやろうとしているわけではない。それなりの勝算があるから

こそ天皇に対し、このように奉答したのである。翌日彼は御前会議でそ

の考えを開陳した。  

 

「欧州戦争ノ継続中ナル今日英国ガ極東ニ派遣シ得ル海軍兵力ハ相

当ノ制限ヲ受クベク…（中略）…帝国ト致シマシテハ進攻作戦ヲ以テ敵

ヲ屈シ…（中略）…開戦初頭速ニ敵軍事上ノ要所及資源地ヲ占領シ作戦

上堅固ナル態勢ヲ整フルト共ニ其ノ勢力圏内ヨリ必要資材ヲ獲得スルニ

アリ…（中略）…長期作戦ノ基礎ヲ確立」できると述べた56。つまり、

アメリカに勝てる可能性はきわめて低いが、長期戦に持ち込めば何とか

なるだろうということである。しかし、実際それは実情を伴わない楽観

的観測にすぎなかった57。とにかくこの日御前会議にて、この案に不満

を感じる天皇は、「四方の海皆同胞と思ふ代になどあだ波の立騒ぐらむ」

という気持ちの込めた和歌を作り、外交主、戦争従でもう一度検討する

ことを命じた58。  
                                                 
56 参謀本部「杉山メモ 上」原書房、昭和 42 年、314~316 頁。  
57 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、

246~247 頁。  
58 参謀本部「杉山メモ 上」原書房、昭和 42 年、310~311 頁。  
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3-3 1941 年 11 月 5 日の御前会議－開戦決定へ－ 
 

3-3-1 戦争処理から通商無差別問題及び撤兵と駐兵へ  
 

 天皇が命じた「外交」というのは、つまりは対米交渉のことである。

当時日米交渉の焦点は主に日中戦争の処理、欧州戦争の参戦及びアメリ

カが堅持する四原則である。しかし、交渉の進行につれて、日米外交調

整の焦点が次第に通商無差別問題、中国大陸からの日本の撤兵、そして

防共駐兵へと変わった。9 月 3 日の連絡会議には「国策遂行要領」のほ

かに「日米交渉に関する件」という外務当局の構想に基づく対米提案も

提出された。4 日豊田貞次郎外相は天皇に上奏し、その許しを得て、そ

れをアメリカに提示した。そして、日米巨頭会談に関するアメリカ側の

返答を盛り込んだ 9 月 3 日付けルーズベルト大統領のメッセージ及び米

国政府のオーラル・ステートメントが届いた。6 月 21 日付けの日米了解

案についてまず意見不一致のまま残された原則的問題を解決するのが先

決で巨頭会談はその次だと論じていた59。  

 

そして 9 月 10 日夜グルー大使は日本側から届いた 3 日付けの新提案

はまだ大統領に提示していないが、参考までに米国政府の覚書を野村に

渡した。日米「両政府間ノ非公式会談ハ、日本軍隊ノ内蒙古及北支ニ於

ケル無期限駐屯ヲ日本国政府ガ固執セラレタル結果、又合衆国政府ガ日

本国政府ヨリ、諸国間ノ通商関係ニ於ケル無差別ノ原則ハ日本国ガ採択

セントスル支那トノ経済的協力ノ「プログラム」ニ適用セラルベシ、ト

ノ明確ナ保障ヲ取付ケ得ザリシ事実ニ因リ、停屯状態ニ達セリ。合衆国

政府ハ東亜及太平洋地域ニ於ケル包括的且恒久的平和ニ導クガ如キ目的

及条件ヲ具備スル取極ヲ不断ニ求メ来レリ」と日米交渉の焦点が三国同

盟問題から日本軍の駐兵問題及び通商無差別問題へと一転した60。9 月

12 日、野村は日本に交渉の難点は撤兵と駐兵であって、この難関を打開

                                                 
59 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＜５＞』朝雲新聞社、

昭和 49 年、1~2 頁。  
60 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＜５＞』朝雲新聞社、

昭和 49 年、6~9 頁。  
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するには二年内に撤兵する案が必要だと打電した 61。これを受けて、9

月 13 日の連絡会議において、9 月 6 日から進められてきた陸軍案の「日

支和平基礎条件」の検討を行った。協議のすえ、「駐屯」または「駐留」

のうえに「所要期間」という字句が挿入され、期限付駐兵であるかのよ

うに修正され、採択された62。そして、同 13 日豊田外相よりグルー大使

へ渡されるはずだったが、豊田はその内容が頂上会談の実現を妨げると

判断し、あえて提示はしなかった63。  

 

 9 月 18 日、連絡会議にて杉山総長は「九月六日御前会議決定以来已ニ

二週間ヲ経過スルモ未タ日米会議ニ関スル目途ヲ明カニシ得ス、此ノ儘

荏苒経過センカ遂ニ十月上旬頃ニ至ルモ外交成否ノ目途ヲ明カニセス米

側ノ遷延策ニ乗セラルル虞」があるため、「速ニ N 工作ニ関スル帝国ノ

後的態度ヲ決シ米側ニ提示ス」と催促した64。この発言から分かるよ

うに、陸軍側はなおも 9 月 6 日の御前会議で決定した 10 月上旬にこだわ

っていた。もし、このまま交渉を延々と続けると、期限の 10 月になって

も、交渉の成否が分からない可能性がある。となれば開戦を決意するこ

ともできなくなる。だから陸軍としては一刻も早く交渉を終わらせたい。

そして陸軍側は駐兵問題に対してますます強硬な態度に出たのである。

それは、当時陸軍側では交渉が成立する可能性が大きいと認識していた

からである65。このほかに 17 日外務当局がまとめ、藤岡、岡両軍務局長

と審議して作り上げた「日米了解案」も同会議に提議された66。杉山総

長はさっそく採択してアメリカに提示するつもりだが、結局、なお研究

する必要があるため、採択にいたらずして散会した67。外務省はさっそ

                                                 
61 波多野澄雄、『幕僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1992 年、162 頁。；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＜５＞』朝雲新聞社、昭和 49 年、

9~10 頁。  
62 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＜５＞』朝雲新聞社、

昭和 49 年、13 頁。  
63 波多野澄雄、『幕僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1992 年、162 頁。  
64 参謀本部「杉山メモ 上」原書房、昭和 42 年、525 頁。  
65 波多野澄雄、『幕僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1992 年、163 頁。；森山優、『日米

開戦の政治過程』吉川弘文館、平成 10 年、218 頁。  
66 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＜５＞』朝雲新聞社、

昭和 49 年、19 頁。；波多野澄雄、『幕僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1992 年、163~165
頁。  

67 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＜５＞』朝雲新聞社、

昭和 49 年、19 頁。  
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くそれを修正し、海軍に回付して、19 日午後連絡会議を開いてその結果

を提示するつもりだったが、陸軍側がその修正内容に不満を感じ、杉山

参謀総長だけが欠席だったので、19 日の連絡会議を開かずじまいだった。

そして、翌 20 日の連絡会議において、結局陸軍側の修正意見をほとんど

入れた 終的日米了解案が採択された68。しかし、今回のこの案も豊田

外相は直ちにアメリカに提示しようとせずに、25 日それを知った杉山総

長に問いただされてから、アメリカに提示した69。  

 

10 月 2 日ハル国務長官からアメリカ側の回答が来た。「米国政府トシ

テハアラカジメ了解成立スルニアラザレバ、両国首脳者ノ会見ハ危険ナ

リト思考スル」と日米頂上会談を拒否しながら、駐兵項目で外交的可能

性を残した70。そして、同 10 月 2 日、横山在米海軍武官からも「欧州戦

況英米側ニ不利ニ展開シ来ル場合ハ、米トシテ考ヘ直スコトアルヤモ知

レザルモ、現在ノ状況ヲ以テシテハ支那問題ニ於テ我ガ全条件ヲ固執ス

ル限リ到底成立ノ算ナキモノト認メラル」と交渉を継続させる鍵は駐兵

問題にあることを強調した71。アメリカの返答を受けて、外務省はさっ

そく全面撤兵に期限を付けた譲歩案を作成して、10 月 4 日、連絡会議に

持ち込んで首相、海相、外相の同意を得たが、結局審議に入ることなく

失敗に終わった72。  

 

一方、陸軍のほうでは同じ 4 日「朝在米武官ヨリ回答アリタル旨電ア

リ要旨ハ成立ノ目途ナシト云フニ在リ 部内俄然活気ヲ呈」していた。

翌 10月 5日の陸軍の陸軍省と参謀本部の面々は陸相官邸において陸軍の

とるべき態度をまとめようとしていた。そして、一応「外交ノ目途ナシ

                                                 
68 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＜５＞』朝雲新聞社、

昭和 49 年、21 頁。  
69 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＜５＞』朝雲新聞社、

昭和 49 年、33 頁。  
70 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＜５＞』朝雲新聞社、

昭和 49 年、75 頁。；波多野澄雄、『幕僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1992 年、165~166
頁。  

71 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＜５＞』朝雲新聞社、

昭和 49 年、83 頁。  
72 森山優、『日米開戦の政治過程』吉川弘文館、平成 10 年、224~225 頁。；波多野澄

雄、『幕僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1992 年、166 頁。  
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速ニ開戦決意ノ御前会議ヲ奏請スルヲ要スル」という結論に到達した73。

とはいえ、陸軍内部にはなお交渉継続を望むものもいるため、意思統一

が完全になされたわけではなかった74。他方、海軍のほうでは、10 月 1

日及川海相は近衛に対し、国交を調整するには「米国案ヲ鵜呑ミニスル

丈ノ覚悟ニテ進マナケレバナラヌ。総理ガ覚悟ヲ決メテ邁進セラルルナ

ラバ、海軍ハ十分援助」すると、近衛に海軍首脳の意向を伝えた 75。し

かし、部内では全員同意見なわけではなく、のちに海軍内部の首脳部会

議の場で長野軍令部総長が及川海相の発言に水をさすこともあった76。  

 

5 日には海軍も首脳部会議を開いた。ただ、この会議には永野軍令部

総長は加わっていなかった。 初、次官は更に会談を重ねる必要がある

と主張したが、海相はこれに賛同せず、結局、首相に一任すると結論付

けた。これは海軍が非難の的にならないよう考え出されたものである77。

翌 10 月 6 日陸海軍局部長会議が行われた。陸海軍の意見が真っ向から対

立した。会議の中で、「陸軍ハ目途ナシ海軍ハ目途アリト、海軍ハ駐兵ニ

関シ考慮セバ目途アリ」と焦点が駐兵問題にあることを示唆した 78。一

方、陸軍は 9 月 6 日の「御前会議ニ於テ御聖断下リタルモノヲ海軍ハ勝

手ニ変更セントスルモノナリヤ」と 10 月上旬の目途にこだわっているの

に対し、海軍は「英米可分論」と「船舶の損耗見込みの見直し」を持っ

て、その拘束力をなくそうとした79。海軍は 3 日から近衛首相経由で陸

軍に「英米可分論」を持ちかけた。当初「英米不可分論」を主張した海

軍が今となって、自分の持論を否定したので、「憤慨ニ堪ヘズ当班（筆者

注 戦争指導班）昨年暮以来約半年ニ亘リ可分不可分ヲ研究シ不可分ノ

                                                 
73 軍事史学会編、『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、162 頁。；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＜５＞』朝雲新聞社、昭和 49 年、

90 頁。  
74 森山優、『日米開戦の政治過程』吉川弘文館、平成 10 年、225 頁。  
75 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＜５＞』朝雲新聞社、

昭和 49 年、86~87 頁。  
76 森山優、『日米開戦の政治過程』吉川弘文館、平成 10 年、頁。227；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＜５＞』朝雲新聞社、昭和 49 年、

89 頁。  
77 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＜５＞』朝雲新聞社、

昭和 49 年、92 頁。；森山優、『日米開戦の政治過程』吉川弘文館、平成 10 年、226
頁。  

78 軍事史学会編、『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、163 頁。  
79 森山優、『日米開戦の政治過程』吉川弘文館、平成 10 年、226~227 頁。  
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結論ニ到達シタルガ故ニ今日ノ事態ニ至レルモノナリ 然ルニ開戦決意

ノ旬日前ニ於テ此ノ策動アルニ於テハ又何ヲカ云ハンヤ」と陸軍側が激

怒したのは言うまでもなかった80。海軍が前回「英米不可分論」を主張

したのは前述のように、戦備の拡充と陸軍の戦略に引きずり込まれたく

ないという理由があったからである。  

 

しかし、前回と違って資源が不足しつつある今、武力行使も現実味を

増してきたので、フィリピンを迂回して資源地帯を占領するというアメ

リカと戦わない「英米可分」を主張するようになったのである81。そし

て 10 月 6 日の連絡会議で海軍は 8 月 19 日に主張した「南方作戦ノ場合

帝国ノ船舶確保ハ概ネ可能ナルガ如シ損耗 10％内外、造船年間 50 万ト

見テ差支ナシ」という持論を撤回して、「船舶ノ損耗ニ就キ戦争第一年ニ

一四〇万撃沈セラレ自信ナシ」と見直した82。これを聞いた陸軍はその

日の機密戦争日誌に記されたいるように、「誠ニ言語同［道］断海軍ノ無

責任、不信、正ニ国家ヲ亡ボスモノハ海軍ナリ」といたく不満を抱いた。

結局問題の焦点は駐兵問題にあり、双方合意に至らないまま、会議が終

わった。  

 

会議終了後、陸海軍はさっそく会議を開いて対策を練り始めた。陸軍

のほうでは、  

 一 陸軍ハ日米交渉目途ナシト判断ス  

 二 何レニシテモ日本ハ四原則ヲ承認セザルモノナルヲ闡明ス  

   又駐兵ニ関シテハ一切（表現法ヲモ含ム）変更セズ  

 三 若シ政府ニ於テ見込アリト云フナラバ十五日ヲ限度トシ外

交ヲ行フモ差支ナシ  

といった方針を決め、これをもって海軍及び総理を説得することにした

83。一方、海軍のほうでは、海相は陸海が「成ルベク衝突セヌ様努メマ

スガ、喧嘩トナッテモカマワヌ覚悟ニテ交渉シテ宜シウ御座イマスカ」

と自分の決意を表明していると同時に、了承を求めたところ、永野総長

                                                 
80 軍事史学会編、『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、161~162 頁。  
81 森山優、『日米開戦の政治過程』吉川弘文館、平成 10 年、226~227 頁。  
82 軍事史学会編、『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、148、163 頁。  
83 軍事史学会編、『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、163 頁。  
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は「ソレハドウカネ」と賛成しようとしなかった。このハプニングを除

けば、海軍も戦争回避路線で方針を決めた。海軍の方針は下記のとおり

である。  

 

  一 外交交渉ヲ続ケ事態ヲ明瞭ニスル要アリ  

  二 撤兵問題ノミニテ日米戦フハ馬鹿ゲタコトナリ。原則的ニ

撤兵トシ、治安維持ノ出来タ所ヨリ撤兵スレバ可ナリ  

  三 条件ヲ緩和シテ提出スルヲ可トス  

 

と原則的撤兵という条件緩和を前提とする交渉続行論にたどり着いた84。 

 

3-3-2 国家利益より組織利益を優先  
 

10 月 7 日の朝、及川海相は私的の場でひきつづき東條陸相の説得を試

みた。そして東條に「戦争ノ勝利ノ自信ハドウデアルカ」と聞かれると

「ソレハナイ」と素直に認めた。これに対し、東條は「カリニ海軍ニ自

信ガナイトイウナラバ考エ直サネバナラナイ」と答えた85。しかし、こ

うした応酬は私的の場で終わり、午後に連絡会議になると、陸海双方は

やはり持論を全面的に持ち出しただけで、結局今回もうやむやのまま会

議が終了した。  

 

なぜ海軍側はこの私的の場での談話を連絡会議に持ち込まなかった

のか。そこには海軍の組織的利益が関わっているからである。もし、御

前会議での決定に不備があれば、引責辞任は必至である。そのうえ、不

備の理由は海軍が戦争に勝利できる自信がないとすれば、海軍の存在意

義に関わる上に、責任を問われる恐れもある。また、このとき首相、外

務、海軍が結束して、陸軍の譲歩を引き出せる可能性がまだ高かったか

ら、海軍は自ら命取りになりかねない議論を切り出さずに、かわりに従

                                                 
84 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＜５＞』朝雲新聞社、

昭和 49 年、95~96 頁。  
85 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＜５＞』朝雲新聞社、

昭和 49 年、101~104 頁。  
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来の避戦の持論を述べたにとどまっていたのである86。しかし、この方

法はかえって陸軍の態度を陸相単独辞職による内閣総辞職も辞さずとま

で硬化させ、もし撤兵となった場合、その責任は近衛と海軍にあると同

じ方法で仕返しした87。  

 

そして、こうした応酬が繰り返し続く中、11 日、野村大使からアメリ

カは日本が「四原則ヲ全面的ニ受諾セザル限リ両巨頭会談ハ絶対ニ見込

ミナシ」といった主旨の電報が来た。翌 12 日いわゆる五相会議（荻窪会

談）のまえに海軍側では首脳部会議が開かれ、交渉継続論という方針を

もう一度確認した88。しかし、実際の荻窪会議では陸相と海相はそれぞ

れの組織的利益を 優先させた。会議初めから、首相と外相は外交妥結

の可能性がまだ残っているから、交渉を継続するべきだと説得を試みた

が、陸相は「判断ハ妥結ノ見込ナシト思フ。凡ソ交渉ハ互譲ノ精神カナ

ケレハ成立スルモノテナイ、日本ハ今日迄譲歩ニ譲歩シ四原則モ主義ト

シテハ此レヲ認メタリ、然ルニ米ノ現在ノ態度ハ自ヲ妥協スル意思ナシ」

とはっきりと反論した。  

 

一方、戦争に勝てる自信がない海相はといえば、「外交テ進ムカ戦争

ノ手段ニヨルカノ岐路ニ立ツ、期日ハ切迫シテ居ル、其決ハ総理カ判断

シテナスヘキモノナリ、若シ外交テヤリ戦争ヲヤメルナラハソレテモヨ

ロシ」と陸相を説得しようともせず、この一言を残しただけで、あとは

何も言わなかった89。陸相は更に「現ニ陸軍ハ兵ヲ動カシツツアリ、御

前会議決定ニヨリ兵ヲ動カシツツアルモノニシテ今ノ外交ハ普通ノ外交

ト違フ。ヤツテ見ルト言フ外交テハ困ル」と組織的都合を開陳した。す

ると、近衛は「今トチラカテヤレト言ハレレハ外交テヤルト言ハサルヲ

得ス、戦争ニ私ハ自信ナイ、自信アル人ニヤツテ貰ハネハナラヌ」と本

音を言い出した。  

 

                                                 
86 森山優、『日米開戦の政治過程』吉川弘文館、平成 10 年、228 頁。  
87 森山優、『日米開戦の政治過程』吉川弘文館、平成 10 年、230 頁。  
88 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＜５＞』朝雲新聞社、

昭和 49 年、120~121 頁。  
89 参謀本部「杉山メモ 上」原書房、昭和 42 年、345 頁。  
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しかし、陸相は「コレハ意外タ、戦争ニ自信カナイトハ何テスカソ

レハ「国策遂行要領」ヲ決定スル時ニ論スヘキ問題テセウ」とこれに取

り合わず、「駐兵問題ハ陸軍トシテハ一歩モ譲レナイ、所要期間ハ二年三

年テハ問題ニナラヌ、第一撤兵ヲ主体トスルコトカ問題違ヒテアル、退

却ヲ基礎トスルコトハ出来ヌ陸軍ハガタガタニナル」と陸軍の組織的利

益にそった発言を続けた。結局、この会談も双方の意見は平行線のまま

終わった。この会議に臨む前に首脳会議で交渉継続論で会議に出ると決

めた海相がなぜ首相に一任すると、それ以外は何も言わなかったのか。

平たく言えば海軍の組織利益がそうさせたのである。7 日に及川が東條

に自信がないといったとき、東條はそれなら考え直さないといけないと

答えた。つまり、この場ではまだ陸軍に考え直してもらうチャンスがあ

った。しかし、もし及川がこの場でこれを切り出したら、陸相と海相の

辞職は必至であり、いまさら自信がないと自白したら、外部にも内部に

も海軍は立場を失って、批判の的になるのはいうまでもなかった。この

ほかに、のちに沢本次官も海軍が自白すると、存在意義を失うだけでは

なく、士気にも影響が出るし、陸軍との物資争奪にも関わっているとい

った90。つまり、国家利益より組織利益を先行させたのである。  

 

こうして 9 月 6 日に決定した交渉期限の 10 月 15 日まで、あと一日と

なった。期限前日の 10 月 14 日の閣議のまえ、近衛は東條に駐兵問題は

何とかすれば外交の見込みがあるともう一度説得しようとしたが、東條

は「種々説明シ要スルニ陸軍トシテハ駐兵問題ヲ譲ルコトハ出来ナイ看

板ヲヌリカヘル等言フカ之ハ撤兵ト言フノテ軍ノ士気ニ関ス」という単

なる陸軍内部の理由を述べ、そして閣議で東條はパワー全開でかの有名

の「心臓論」を開陳した。  

撤兵問題ハ心臓タ撤兵ヲ何ト考ヘルカ陸軍トシテハ之ハ重大視

シテ居ルモノタ米国ノ主張ニ其儘服シタラ支那事変ノ成果ヲ壊

滅スルモノタ満州国ヲモ危クスル更ニ朝鮮統治モ危クナル」「駐

兵ハ心臓テアル主張スヘキハ主張スヘキテ譲歩々々々々ヲ加ヘ

其上ニ此基本ヲナス心臓迄譲ル必要カアリマスカ、コレ迄譲リソ

                                                 
90 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、

247~248   頁。  



 - 71 -

レカ外交トハ何カ、降伏テス益々彼ヲシテズニノラセルノテ何処

迄ユクカワカラヌ  

 

とそれまでの政治的調整から逸脱した陸軍の組織的利害の主張となった

91。また、その日の午後、豊田書記官長が海軍に、もし対米戦に自信が

ないことを公表すれば陸軍も考え直してくれると提案したが、これは組

織の存在意義にかかわる大問題なので、海軍が引き受けるはずがなかっ

た92。もはや陸軍も海軍も念頭にあるのは組織の利益だけであった。こ

うしてなすすべもなく近衛は総辞職することにした。  

 

3-3-3 国策再検討及び海軍の物資の欲求  
 

 誰もが次期内閣は避戦内閣の公算が高いと思った。しかし、意外にも

組閣したのが強硬派の東條だった。なぜ東條が天皇の大命降下によって

選ばれたのか。そこには様々な思惑が錯綜していた。東條は近衛辞職後、

陸軍大将の東久邇宮稔彦親王が後任首相にふさわしいと考えていた。  

 

近衛内閣ノ後任内閣ハ東久邇内閣デナケレバ時局ノ収拾ハ甚ダ

困難デアラウト考エ、此ノ意見ハ既ニ近衛総理及木戸内大臣ニモ

伝ヘタノデアリマス 新内閣ハ組閣直後、九月六日ノ御前会議ノ

決定を変更シナケレバナラナイ立場ニ在リマス。新内閣ガ前内閣

ノ決定ヲ覆ヘスコトハ出来マスガ、御前会議ハ閣議ト異リ内閣ダ

ケノ決定デナク政府ト統帥部トノ協定ヲ 高ノ形式ニ於テ為シ

タモノデアリマス。従ッテ統帥部ガ九月六日ノ御前会議決定ノ変

更ニ同意シナイ場合ニハ非常ニ厄介ナ問題ヲ惹起スル惧ガアッ

タノデアリマス。皇族内閣ナラバ、皇族ノ特殊ノ御立場ニヨリ斯

ル厄介ナ問題ヲ克服シテ円滑ニ九月六日ノ御前会議ノ決定ヲ変

更シ得ルト考エタカラデアリマス93 

 
                                                 
91 参謀本部「杉山メモ 上」原書房、昭和 42 年、347~350 頁。；森山優、『日米開戦

の政治過程』吉川弘文館、平成 10 年、234 頁。  
92 参謀本部「杉山メモ 上」原書房、昭和 42 年、351 頁。  
93 新田満夫『極東国際軍事裁判速記録』雄松堂書店、昭和 43 年、193 頁。  
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つまり、東條自身もこの状況を打開するには別の人選がふさわしいと考

えたのである。では、なぜ東條は今まで固持してきた決定を覆しかねな

い皇族を推薦するだろうか。それはおそらく彼の性格と関係している。

田中中将によれば「陸相ハ責任ヲ重視スルコト特ニ厳デアル。自ラモコ

レヲ実践スルト同時ニ他人ニモ厳ニ要求スル。シタガッテ九月六日ノ御

前会議ニ対シテモ、イッタン政府、統帥部ガ共同責任デ奏請シ、御裁可

ヲ得タ以上、断ジテ責任ヲ回避スベキニアラズ、アクマデソノトオリ実

現スル」人らしい94。もし本当にそうであれば、及川が戦争に自信がな

いことが彼にとって気になる発言だったに違いない。それは国策に不備

があったことになり、その責任を取るのは陸海首脳であり、つまり自分

にも「責任」があるからである。近衛が辞職する前、彼は「責任」を果

たすべく、 後まで譲歩しようとしなかった。しかし、内閣総辞職した

今、「責任」感の強い彼にとって、この「不備」な国策は修正する必要が

あると感じたから、皇族を推薦して御前会議決定を修正したかったのだ

ろう。  

 

 ともあれ、東條は東久邇宮内閣の構想を近衛首相にも木戸内大臣にも

伝えた。しかし、内大臣の木戸は東條を推薦したのである。ではなぜ他

の人ではなく東條だったのか。『昭和天皇独白録』には後継首相の人選は

九月六日の御前会議の内容を知っている者でなければならないし、且又

陸軍を押さえうる力のある者であることを必要としているから、東條に

落ち着いたと記している95。しかし、東條が大命を受けて首相に選ばれ

たとき、9 月 6 日の御前会議での決定にとらわれずに再検討せよという

白紙還元の命令も同時に下された。つまり、9 月 6 日の会議の場にいな

くてもいいわけである。また、御前会議の決定は記録として残されてい

るから、東條でなくても大丈夫である。ではなぜ東條なのか、そこには

彼でなければならない理由がある。実は当時天皇自身も少しずつ戦争支

持のほうに傾いて行く傾向があった96。そのうえ、もし皇族を総理の座

                                                 
94 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＜５＞』朝雲新聞社、

昭和 49 年、108 頁。  
95 『昭和天皇独白録』文芸春秋、1991 年、67~68 頁。；「嶋田繁太郎大将開戦日記」

『文芸春秋』1976 年 12 月、362 頁。  
96 藤原彰『徹底検証 昭和天皇『独白録』』大月書店、49~52 頁。  
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にすえさせると「一面ニ於テハ臣下ニ人ナキカト云フコトニナルベク、

又万一皇族内閣ニテ日米戦ニ突入スルガ如キ場合ニハ之ハ重大ニテ…

（中略）…万一予期ノ結果ヲ得ラレザルトキハ皇室ハ国民ノ怨府トナル」

と木戸は恐れていたからである97。つまり、東條がスケープゴートとな

ったのである。  

 

 17 日午後東條は大命を拝受し、後継内閣を組織した。「天子様ガカウ

ダト云フタラ、自分ハソレ迄ダ。天子様ニ理屈ヲ述ベエナイ」という東

條自身の言葉ように、東條は天皇の優諚に対し、絶対服従するつもりで

あった98。しかし、他にも理由があった。組閣間もなく、東條は局長会

議で交渉に対する考えを述べていた。  

 

日米交渉ニオイテ日本ト米国トノ主張ガ主義的ニ全ク相反スル

モノアリ。スナワチ日本ハ三国同盟ヲメグリコレヲ中心トシテ

オルニ反シ、米ハコレヲヤメサセントシテオル。コノ点両国ノ

主張ニ根本的ノ相違ガアルワケナリ。マタ米国ハ一言ニテイエ

バ現状維持、日本ハ新秩序建設ニシテ、支那事変ノ処理ニツイ

テモ米ハ今迄ノ結果ヲ全部誤破算ニセントスルニ対シ、日本ハ

コレニ全面的ニ反対シアルワケナリ。コノ根本的ニ主張ノ相違

アルガタメニ然ラバ今直チニ開戦トナルカトイウニ決シテ然ラ

ズ、場合ニヨッテハ戦争以外ノ調整方途ナキニ非ラズ。スナワ

チ両国ノ趣旨ガ相異ルカラ直チニ開戦トイウワケデハナイ。外

交々渉ニヨッテ戦ワズシテ目的ヲ達スルコトガ出来レバソレニ

越シタコトワナイ。コノ意味ニオイテヨク「検討」ヲ要スルワ

ケナリ。今次事変以来ワガ国ハ人命ソノ他多大ノ犠牲ヲ払ッタ

ノデアッテ、今更米国ノイウガ如ク旧状ニ返エスガ如キ到底出

来ヌ相談ナリ。スナワチ日本トシテハ、支那事変ヲ日本ノ主張

スル如ク解決スルコト、東亜共栄圏ヲ設立スルコト、コノ二ツ

ノ根本主張ヲ妨ゲルコトハ出来ナイ。一方米側トシテモ日米交

                                                 
97 木戸日記研究会『木戸幸一 下』東京大学出版会、1966、916 頁。  
98 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＜５＞』朝雲新聞社、

昭和 49 年、163 頁。  
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渉ニ際シテハ若干ノ弱点ガアル。スナワチ弱点ガアル故日米交

渉ニモ応ジタワケナリ。 故ニコノ米国ノ弱点ヲ突イタ交渉ヲ

根気ヨク続ケレバ、アルイワ打開ノ余地モ生ジ来ルベシ。若シ

窮局ニオイテ日本ノ根本主張ガ認メラレルトイウ結論ニ到達ス

レバ開戦モ亦已ムヲ得ザルベシ99 

 

つまり、東條とて外交交渉を諦めたわけではなかった。とはいえ、駐兵

問題で譲歩しようとしなかった東條が総理大臣となった今、駐兵問題を

めぐる国内の譲歩を図る必要もなくなった。「内閣更迭ニヨリ、コノ支那

事変ノ解決条件ハ不変トナリタリ。コノ条件ニツイテモ一定ノ限度アリ。

アル点ヨリ更ラニ下ッテ妥協スルガ如キハ全然考エラレズ」と「金原節

三業務日誌」に記されているように、駐兵問題での条件は変わらないも

のとなったのである100。それが交渉を大きく制限したのはいうまでもな

かった。  

 

就任した同日、天皇は 9 月 6 日の御前会議の決定にとらわれることな

く、もう一度すべての可能性を検討せよという「白紙還元」の命令を下

した。東條はそれに従い、さっそく石井秋穂大佐に国策再検討の作業に

取り掛かることを命じた。翌日再検討に必要な要目として 11 項目がまと

められた101。10 月 23 日から 30 日まで連日の連絡会議でこれらの項目の

再検討が行われた。23 日には「欧州戦争ノ見通シ」、24、25 日には「対

米英蘭戦争ニ於ケル初期及数年ニ亘ル作戦的見通シ」「今秋南方ニ開戦セ

ハ北方ニ対スル関聯的現象如何」「船舶ノ消耗量如何」、27 日には「主要

物資ノ需給見込」「独伊ニ対シ協力セシメ得ヘキ限度如何」「米英蘭可分

ナリヤ不可分ナリヤ」、28 日には「三月戦争発起ノ場合対外関係ノ利害

如何」「重慶ニ与フル影響如何」などさまざまな問題が再検討されてきた

102。そして、29 日以降、いよいよ対米条件の議題に入った。議論の結果、 

 

                                                 
99 金原節三、「金原節三業務日誌摘録 前編 その 5 のイ」、10 月 22 日局長会報  
100 金原節三、「金原節三業務日誌摘録 前編 その 5 のイ」、10 月 22 日局長会報  
101 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＜５＞』朝雲新聞

社、昭和 49 年、183~184 頁。  
102 参謀本部「杉山メモ 上」原書房、昭和 42 年、353~360 頁。  



 - 75 -

  イ 三国条約――従来通リ、変更セス  

  ロ 四原則ノ適用ハ、今迄米側ニ述ベシコトハ已ムナシトスモ

東郷ハ「条件附ニテ主義上同意」ト言フコトモ不可ト考ヘ

アル旨述フ  

  ハ 支那通商無差別待遇ハ「無差別原則カ全世界ニ適用セルル

ニ於テハ」トノ条件ヲ附シテ「南西」ヲ省クモ可  

  ニ 仏印撤兵問題ハ今迄通リ  

  ホ 駐兵撤兵 今迄通リ、但シ外交上ノ応接トシテハ所要期間

ヲ概ネ二十五年ト応酬スルモ可  

 

この中でもっとも反対されたのがやはり駐兵撤兵問題だった。東郷外相

の全面撤兵論に対し、塚田攻次長と杉山元総長は激しく反対し、激論と

なった。そこで東條首相は「永久ニ近イ言ヒ表ハシ方」を提案し、反対

を押し切って、二十五年という期限を設けた。この一連の国策再検討を

通して、多少修正するところがあった。欧州戦争の長期化、船舶消耗量

の見積もりに対する不安、造艦とそれに必要な鉄の要求に対する不安な

ど、前の楽観的観測から、すこし、現実に近い結果が出された103。しか

し、これらは問題を提起したに過ぎず、深く審議されることがなかった

104。ただ、この一連の再検討の会議で、海軍側の態度は第三次近衛内閣

と比べて、変わったところがあった。さきの内閣のとき、海軍側は極力

発言を控えた。しかし、今回の東條内閣ではその回数が増えた。そして、

そのほとんどが物資がらみである。この理由は新しく就任した嶋田繁太

郎海相にあると考えられる。実は嶋田海相は 18 日東條陸相との始めての

会談で、さっそく物資の話を持ち出した。  

 

 東條「及川大臣ノ推薦アリタルニ付、海軍大臣ヲ御引受願ヒ度。」 

 嶋田「御話ヲ伺ハネバ決心ツキカネル。一ハ海軍軍備ノ急速充実

ノコトナリ現下ノ情勢ガ如何ニ推移スルトモ米国ニ対スル

用意ハ当然ニシテ、海軍ノ準備ヲ急速ニ整ヘル要アリト思

フ。二ハ現下ノ状況ニシテ逡巡決セザレバ愈々危機ニ進ム。

                                                 
103 波多野澄雄、『幕僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1992 年、182~184 頁。  
104 森山優、『日米開戦の政治過程』吉川弘文館、平成 10 年、253~254 頁。  
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宜シク外交ノ推進ヲ活発敏捷ニスル要アリト思フ…（以下

省略）」  

 

この陸相との初談話から伺えるように、嶋田海相は物資に対し高い関心

を持っている。そんな彼は 初戦争回避を主張していたが、 後は物資

を含む組織利益のために、開戦決意を表明することにした。後から考え

れば、この談話はその関心の 初の現われとも言えよう105。そして、24

日の連絡会議で「対米英蘭戦争ニ於ケル初期及数年ニ亘ル作戦的見通シ

如何」について意見を問われたとき、海相は「初期ハ大丈夫長クナレハ

国際情勢ト国民ノ覚悟ニヨル海軍ニ対シ所要ノ物資ヲ」配慮するよう再

三述べた。そして、「船舶ノ消耗量如何」に関して、海軍のほうでは艦政

本部総務部長が新造の船の見込みを説明したが、それは  

 

  一 所要資材ノ優先取得  

  二 工作施設ノ損害確実補填  

  三 輸送力労力ノ優先取得  

  四 造船造機施設ノ充実  

  五 陸軍ハ九〇万屯常続使用ニ低下スルコト  

  六 船舶行政機構ノ一元化  

  七 三千屯十二節ノ標準型トシ多量生産ヲ可能ナラシムルコト  

    例ヘハ六〇万屯ノ船新造ノ為三六万屯ノ鋼材ヲ要スヘク

海軍モ別ニ相当量ノ鋼ヲ所要トス果シテ之ヲ許スヤ其他

施設製造所ノ拡張、工作機械ノ割当輸送力労働力ノ確保等

モ希望ノ通リ之ヲ許スヤ  

 

などの条件が通されて始めて達成できる目標だと主張した。27 日、「主

要物資ノ需給見込如何」のとき、「海軍ハ南方ヲヤル以上米国ノ��軍拡

計画ニ対応出来ネハナラヌ故ニ鉄量ハ到底十六年度程度テハ困ル」と鉄

不足を訴えた。翌 28 日にも海軍は全般に物資取得の宣伝をしていた。そ

のために、陸軍側の人間は機密戦争日誌で「海軍鉄ヲ呉レ予算ヲ呉レノ

                                                 
105 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＜５＞』朝雲新聞

社、昭和 49 年、171 頁。  
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発言多ク醜キ極ミナリ」とその不満不平をぶちまけたのである106。  

 

3-3-4 海相の作業準備及び戦争資材確保の要求  
 

 こうして、一連の会議は 30 日終わりを迎えた。その日、開戦するか否

かを迷い続けた嶋田海相は早期開戦論者である海軍元帥の伏見宮の勧告

を受けたこともあって、沢本頼雄次官と岡敬純軍務局長を大臣室に招い

て、戦争決意を表明した。  

 

  海相 自分ハ突然場末ヨリ飛ビ込ミ、未ダ中央ノコトモ克クワ

カラザルモ、数日来ノ空気ヨリ綜合スレバ、コノ大勢ハ

容易ニ挽回スベクモ非ズ。無理ニ下手ヲヤレバ大害ヲ為

スニ至ルベシ。故ニ此ノ際戦争ノ決意ヲ為シ、今後ノ外

交ハ大義名分ノ立ツ如クシ、国民一般ガ正義ノ戦ナリト

納得スル様導ク要アリ。  

  次官 何度考ヘテモ大局上戦争ヲ避クルヲ可トスル意見ナルモ、

然ラバ如何ニ処理スベキカトナルト、直接良キ方法ハ見

カリマセヌ。兎モ角再考シタシ。  

  海相 現状ヲ以テスレバ、米国ハ何時立ッテ先制ノ利ヲ占ムル

ヤモ知レズ。サウナレバ日本ノ作戦ハ根本的ニ敗レ勝味

ハ無クナル。此ノ際海軍大臣一人ガ戦争ニ反対シタ為ニ

時機ヲ失シタトナッテハ申訳ガナイ。無論自決御詫ビハ

スルガ、ソンナモノハ何ノ役ニモ立タヌ。適時決心スベ

キデアル。  

 

  次官 想像ハ如何様ニモ出来マスシ、万般ノ考慮ガ必要デアル

ト思ヒマスガ、米国ノ国情トシテ議会ニモ諮ラズシテ戦

争スルコトハ、有リ得ナイノデハアリマスマイカ。ソレ

マデ心配シテハ限リモアリマセヌ。  

 

                                                 
106 参謀本部「杉山メモ 上」原書房、昭和 42 年、353~358 頁。；軍事史学会編、『機

密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、176 頁。  
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沢本次官は開戦を決意するには「まだ、時期尚早ではないか」と再考を

勧めたが、嶋田は沢本の言うことに耳を貸そうとしなかった。そして、

海相が下した決心は次のようである。  

 

  一 極力外交交渉ヲ促進スルト同時ニ作戦準備ヲ進ム  

  一 外交交渉ノ妥結確実トナラバ作戦準備ヲ止ム  

  一 大義名分ヲ明確ニ国民ニ知ラシメ全国民ノ敵愾心ヲ高メ、

挙国一致難局打開ニ進マシムル如ク外交及内政ヲ指導ス  

 陸相ニ  

  本戦争ニ於ケル物（特ニ空油、飛行機）ノ重要性ニ鑑ミ、戦争

遂行上大局ノ見地ヨリ物ノ公平配分ニ遺憾ナカラシメ、此点特

ニ陸海軍ノ真ノ協力ヲ行フ107 

 

つまり、嶋田にとって大勢はもはや容易に挽回できない。そのうえ、米

国がいつ先制攻撃してくるかわからないと思い込んでいるため、開戦を

決意したのである。しかし、こんな国家利益を決定する重大な場面にお

いても、やはり戦争資材を優先的に獲得するという組織的利益を忘れて

いないのである108。翌日の五相会議で嶋田はさっそく東條に重要物資の

割り当て増加を要求したが、この話は翌日、審議することとなった。  

 

翌 11 月 1 日、連絡会議に先立って、東條陸相と杉山総長との会談が行

われた。しかし、いずれの会議にせよ、国家の方針を決める重要な局面

においても、陸海軍両方とも、なお国家利益より組織利益を先行させた

のである。東條はこのすぐあと行われる連絡会議の中で議論される  

 

  第一案 戦争スルコトナク臥薪嘗胆ス  

  第二案 直ニ開戦ヲ決意シ戦争ニヨリ解決ス  

第三案 戦争決意ノ下ニ作戦準備ト外交ヲ併行セシム  

                                                 
107 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＜５＞』朝雲新聞

社、昭和 49 年、232 頁。  
108 「嶋田繁太郎大将開戦日記」『文芸春秋』1976 年 12 月、363 頁。；波多野澄雄、『幕

僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1992 年、189 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、249 頁。；  
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という三つの案の中で、総理としては第三案を採りたいと述べたが、杉

山総長はすぐ反論した。その理由は「若シ外交ウマクユケハ準備シタ兵

ヲ下ケルコトトナルカ之ハ困ル、内地カラ二〇万支那カラモヤルヘキ作

戦ヲヤメテ兵ヲ送ツテオル、兵ヲ南洋迄出シテ戦争シナイテ退ケタラ士

気ニ関ス、統帥部トシテハ「（イ）国交調整ハ断念スル（ロ）戦争決意ヲ

スル（ホ）外交ハ戦争有利ニナル様ニ行フ」」と主張した109。これ明ら

かに陸軍内部の都合による主張である。そもそもいったん動かした兵を

退くのが困難だとか、士気に関わるとかは軍内部の組織的問題であって、

外交交渉の中止と開戦決意という重大な国家利益に関わる決定において

重要度が極めて低い要素である。しかし、杉山総長はそれを 重要要素

であるかのように主張していた。その理由はほかではなく、国家利益よ

り組織的利益を重要視しているからである。  

 

続いて、鉄の割り当て増加要求の説明を始めた。海相の鉄に関する主

張は次のようである。「来年度ハ四三〇万屯シカナイ、其中海軍ハ八五、

陸軍ハ八一、残余民需ト予定シテ居リシトコロ海軍ハ十六年一三五万屯、

一七年一四五、十八―二〇各々一三八万屯ヲ要ス十七年ノ一三五万屯ハ

一一〇万屯迄ハ圧縮テキルカ此増加分ハ陸軍ヨリ出サレ度、尚海軍ハ此

外ニ特種鋼一八万屯民需ヨリ若干、陸軍ヨリ八万屯海軍ニ譲ルコトトシ、

海軍ハ一〇万屯ニテ我慢出来ヌカ研究セラレ度イ」と述べ、譲るつもり

がない態度を示した。この日の機密戦争日誌にある海軍が急にこのよう

な膨大な量の物資要求する真意を測りかねたが、海軍のこういった主張

に対し、「果然海軍ハ鉄ヲ呉レ「アルミ」ヲ呉レ「ニッケル」ヲ呉レ、呉

レナケレバ戦争出来ヌト云ハンバカリナリ。而モ「ニッケル」ノ如キ国

内総供給量僅ニ七六〇屯ナルニ九〇〇〇屯呉レト云フ。 鉄一七〇万屯

ノウチ海軍ニ一一〇万屯陸軍ニ六〇万屯トセヨ之ニ印ヲオセト云フ」と

海軍の物資に対する要求に非常に憤激した。そして海軍のこういった言

動は「国内生産ニテ到底充足シ得ザルコト明瞭ナル量ヲ要求スルトハ

抑々如何「戦争ハ出来ヌノ責任ヲ政府ガ物ヲ呉ナイカラ」ト云フニ他ナ

                                                 
109 参謀本部「杉山メモ 上」原書房、昭和 42 年、370~372 頁。  
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ラズシテ何ゾ…（中略）…此ノ重大ナル国家ノ運命ヲ決スル秋ニ於テ乞

食ノ如キ物乞ヲスルトハ何ゾヤ。ドサクサニ物ヲ取ルトハ何ゾヤ。而シ

テ物ヲ取レバ必ズ戦争ヤルト云フナラバ格別物ハ取ルモ決意ハセザルガ

海軍ノ常套戦法ナリ」と不平した110。なぜ海相がこのような主張をした

のか。それはおそらく嶋田海相が 30 日に述べたように、単に物資を確保

するためであろう。しかし、この一連の会議から分かるように、決定を

下す刻限が迫れば迫るほど、陸海軍双方はその組織的利益からくる主張

をますますむき出しにしたのである。とにかく、杉山総長の意見は却下

され、海軍が申し出た物資要求は三つの案とともに、そのあとの連絡会

議で検討することとなった。  

 

 連絡会議が始まると、さきに海軍の鉄の案の審議に入った。海相は鉄

を要求し、それが確保できれば、開戦決意を表明すると述べた。これを

聞いて、杉山総長は「鉄ヲ貰ヘバ嶋田サン決意シマスカ」と尋ねると、

海相はうなずいた。この日の機密戦争日記が「海軍ノ決意ハ鉄三〇万屯

ノ代償ナリ 哀ムベキ海軍ノ姿カナ」と記したように、海軍側は鉄を代

償に開戦決意を明らかにした111。結局、組織的利益のまえに、開戦とい

う国家重大決断は後回しされたのである。ではなぜ、嶋田海相はごく短

時間に戦争反対から戦争支持に転じたのだろう。実はそのヒントは 30

日のとき沢本と岡との会談にある。  

 

東條内閣は御前会議決定を覆して再検討するという重要な責任を持

つ内閣、そのなかでもっとも重要な役割を担うのが海軍である。そうし

たなかで嶋田は実は重大な責任を押し付けられた形で海相となったので

ある。もともと海軍内部の海相第一候補は豊田副武大将だった。しかし、

豊田の反陸軍的性格を嫌って忌避した東條首相の反対で、急に嶋田にし

たわけである112。東條は何を危惧して反陸軍的な豊田に反対したのかは

定かでないが、代わりの嶋田は四年近く中央から離れていて、当時中央

の状況が全く知らなかった。にもかかわらず及川海相は嶋田になんの申

                                                 
110 軍事史学会編、『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、178~179 頁。  
111 軍事史学会編、『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、180 頁。  
112 五百旗頭真「日本の近代 6 戦争・占領・講和」中央公論新社、99 頁。  
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し継ぎもなく、ただ「金庫ノ中ニ書類ガ入ッテイル」としか告げなかっ

た。そのために就任した嶋田海相は国策再検討が始まって、事態の重大

さに「ショックヲ受ケタ」のが実情であった。  

 

つまり、嶋田は及川前海相から海軍が採るべき方針とか、堅持すべき

ものが何だとか、何一つ教えられなかった。そのために嶋田海相は 30

日沢本と岡に開戦を決意すると告げた際に、未だ中央のこともよく分か

らないと弁明したのである113。だから嶋田海相は自分の判断力で情勢を

見極めるしかなかった。しかし、中央のことはついに分からなかった。

そのうえ、強烈な対米不信感と伏見宮からの圧力、そして彼自身の物資

への関心が彼の時勢に対する判断力の精度を大きく制限した。したがっ

て、徹夜してでも決定しなければならないという時間制限の前に、これ

らの要素がついに鉄の獲得という組織的利益を国家利益に優先させたの

である。また、なぜ 30 数万トンの鉄かというか、昭和 16 年度計画の第

五次拡充計画（⑤計画）を実行するには鉄が 135 万トン必要だが、昭和

16 年度の物動計画で、海軍の配当額は 95 万 2 千トンであって、その不

足な部分を少しでも補おうとしたのであった114。  

 

 海軍の鉄の審議が終わると、続いて三つの案に入った115。まず第一案

について、蔵相、外相はアメリカが戦争を仕掛けてくる公算が少ないか

ら、今戦争する必要はないという理由でこれに賛成したが、永野総長は

もっぱら戦機という理由でこの案の審議を押し切った。続いて第二案に

ついて  、陸軍も海軍も何日までなら外交をやってもいいと期日の設定を

迫ったので  、外相は「外交ニハ期日ヲ必要トス外相トシテ出来サウナ見

込カ無ケレハ外交ハヤレヌ期日モ条件モソレテ外交カ成功ノ見込カナケ

レハ外交ハヤレヌ而シテ戦争ハ当然ヤメネハナラヌ」と反論したにもか

かわらず、東條首相は外交の期日条件などを論議する必要性が生じたの

で、第三案をあわせて討議することにした。議論は塚田が参謀本部原案

を繰り返し述べたところから始まった。  
                                                 
113 「嶋田繁太郎大将開戦日記」『文芸春秋』1976 年 12 月、360 頁。；波多野澄雄、『幕

僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1992 年、189 頁。  
114 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、821 頁。 
115 参謀本部「杉山メモ 上」原書房、昭和 42 年、372~380 頁。  
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塚田 外交ハ作戦ヲ妨害セサルコト、外交ノ状況ニ左右セラレ

期日ヲ変更セヌコト其期日ハ十一月十三日ナルコト  

東郷 十一月十三日は余リ酷イテハナイカ、海軍ハ十一月二十

日ト言フテハナイカ  

塚田 作戦準備カ作戦行動其モノタ飛行機ヤ水上水中艦船等ハ

衝突ヲ起スゾ  

   従テ外交打切リノ時機ハ此作戦準備ノ中テ殆ント作戦行

動ト見做スヘキ活発ナル準備ノ前日迄ナルヲ要ス之カ十

一月十三日ナノタ  

 

国家の運命を左右する外交をないがしろにして、もっぱら陸軍の作戦の

都合を主張しはじめたのである。そして、協議の結果外交の期限は 11

月 30 日夜 12 時までとなり、  

 

（イ）  戦争ヲ決意ス  

（ロ）  戦争発起ハ十二月初頭トス  

（ハ）  外交ハ十二月一日零時迄トシ之迄ニ外交成功セハ戦争

発起ヲ中止ス  

 

という結論が出された。そして、続いて、外務省提案の甲案と乙案につ

いて、研究することとなった。甲案は再検討によって、若干譲歩した従

来の対米交渉案であり、乙案は今まで誰の目にも触れることのなかった

東郷独自が準備した南方のみに限定した案である116。案の定、塚田と杉

                                                 
116 一 日米両国ハイズレモ仏印以外ノ南東亜細亜及南太平洋地域ニ武力的進出ヲ行

ハサルコトヲ確約ス  

  二 日米両国政府ハ蘭領印度ニ於テ其ノ必要トスル物資ノ獲得カ保障セラルル

様相互ニ協力スルモノトス  

  三 米国ハ年百万噸ノ航空揮発油ノ対日供給ヲ確約ス  

   備考 一 本取極成立セハ南部仏印駐屯中ノ日本軍ハ北部仏印ニ移駐スルノ

用意アリ  
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山はこの仏印からの撤兵案に猛反対した。その理由はもっぱら中国に対

する睨み、南方における対米戦略態勢の維持、乙案が成立してもアメリ

カが油を十分提供するとは限らないといった作戦上の都合に関するもの

であった117。陸軍側の主張に対し、東郷外相は陸軍側が譲歩しない限り、

内閣を投げ出してもかまわないという強硬な態度に出た。激論の末、外

相が陸軍の主張する油の対日供給の約束を明記、日中戦争解決を妨害し

ないという項目を受け入れ、陸軍側が仏印からの撤兵に同意する、とい

うことで妥協した。いっけん、陸軍側は作戦の都合を諦めて、もっと高

いレベルの判断を下したように見えるが、実はここは波多野氏が指摘し

たように、陸軍側が譲歩したのは、中国駐兵問題を加えた以上、乙案に

よる妥協も不可能だという読みがあったからである118。言い換えれば、

結局陸軍側は始終作戦という陸軍内部の都合で物事をはかり、外交を作

戦準備の邪魔ものとしかみなしていないわけである。そして、11 月 5 日

御前会議が開かれ、これまで陸海軍の組織的利益が導いた内容が正式の

決定となった。ここまでの流れを表にまとめてみると次のようなものに

なる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
      二 尚必要ニ応シテハ従来ノ提案中ニアリタル通商無差別待遇ニ関ス

ル規定及三国条約ノ解釈及履行ニ関スル規定ヲ追加挿入スルモノ

トス  
117 波多野澄雄、『幕僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1992 年、190 頁。  
118 波多野澄雄、『幕僚たちの真珠湾』朝日新聞社、1992 年、194 頁。  
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表 6 開戦決定にいたるまでの御前会議  

 

日付  
政策方針  組織利益  

陸軍：  

1. 北進も南進もする  

2. 海軍に南進の決意

を求める  

 

陸軍：  

1. 日中戦争を解決  

2. 対ソ戦準備に入る

ために一刻も早く

南進したい  
1941 年  

7 月 2 日  海軍：  

1. 南進の決意を表明

しなかった  

2. 「対米英戦ヲ辞セ

ス」を条文化した  

海軍：  

1. 決意がなければ南

進を許さない松岡

外相を抑える  

2. 陸軍を抑え、軍備

を充実させる  

7 月 2 日の御前会議で「対米英戦ヲ辞セス」を決定  

8 月 1 日の石油禁輸後  

陸軍：  

1. 年内の北進を断念

したが、南進の方針

を固めた  

2. 海軍に南進の決意

を求める  

陸軍：  

決意がなければ、

本格的な動員がで

きない  

1941 年  

9 月 6 日  

海軍：  

1. 交渉は 10 月 15 日ま

でという期限を条文

化  

2. 「我要求貫徹ノ目

途ナキ場合ニ」とい

う条文で今回の「遂

行要領」を骨抜きに

した  

海軍：  

軍備拡張の合理化



 - 85 -

9 月 6 日の御前会議で「10 月 15 日」という交渉期限を決定  

9 月 6 日の御前会議で天皇が外交主、戦争従を命令  

10 月 17 日、天皇が「白紙還元」を命令  

日米交渉の焦点が撤兵へ  

陸軍：  

1. 撤兵はしないから、

開戦を主張  

2. 海軍に決意を求め

る  

陸軍：  

撤兵したら、満州、

朝鮮の統治が危う

くなる  
1941 年  

11 月 5 日  海軍：  

30 万屯の鉄を条件

に開戦を決意した

海軍：海軍が反対してい

る間にアメリカが

攻撃してきたら、

その責任を負わな

ければならない  

11 月 5 日の御前会議で陸海軍が開戦という決定に合意  

 

 御前会議で正式決定されたと同じ日に、野村大使を援助するために、

来栖大使の渡米することとなり、15 日ワシントンに到着した。そのさき

に、11 月 4 日東郷外相はすでに野村大使あてに、甲案及び乙案を内報し、

翌 5 日御前会議終了後交渉を開始せよと訓電した。7 日、アメリカと甲

案についての折衝が始まった。しかし、交渉がなかなか進展しないため、

20 日には乙案を提示することにした。そして 26 日ハル・ノートが両大

使に手交された。翌 27 日ハル・ノートは東京に送られた。その内容は日

本側にとって、絶望的なものであった。  

 

  一 四原則ノ無条件承認  

  二 支那及仏印ヨリノ全面撤兵  

  三 国民政府ノ否認  

  四 三国同盟ノ空文化  
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外交を継続させたい側にとって、これはたしかに絶望的なものであった

が、一方、陸軍側では生き生きとした気分となった。この日の機密戦争

日誌ではこう記している。「米ノ回答全ク高圧的ナリ。而モ意図極メテ明

確。九国条約ノ再確認是ナリ。対極東政策ニ何等変更ヲ加フルノ誠意全

クナシ。交渉ハ勿論決裂ナリ。之ニテ帝国ノ開戦決意ハ踏切リ容易トナ

レリ芽出度芽出度。之レ天佑トモ云フベシ」と歓声を上げたのである119。

そして、12 月 1 日の御前会議でついに開戦決定の聖断が下されたのであ

る。  

 

                                                 
119 軍事史学会編、『機密戦争日誌 上』錦正社、平成 10 年、192 頁。  


