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はじめに
本稿は、日仏会館で行った講演の記録である。以下その内容の大部分は、2019 年にパッ
セ・コンポゼ社（Passés composés）から出版した『太平洋戦争はインドシナで始まっ
た─「仏印進駐」の 1940-1941 年』（La Guerre du Pacifique a commencé en Indochine,
1940-41）から取られたものである。同書は多くの問題を扱っているが（それ自体 2014 年
に提出した博士論文がもとになっている）、本稿ではとくに、太平洋戦争に至る過程に焦
点をあてて論じるつもりである 1。
本稿における結論は暫定的なものだが、それでもそれは 20 年にわたる研究と、ここで
その全体に言及することができないほど大量の一次文献、二次文献に基づいている。その
詳細については上記の著作をご参照いただくか、同書の日本語訳の出版までお待ちいただ
きたい。
本題に入る前に、ここで日本研究所所長ベルナール・トマンさんをはじめとする日仏会
館のスタッフの皆様、講演の通訳を務めてくださった河野南帆子さんと高野勢子さんには
是非とも感謝申し上げておきたい。またフランス海外学士院、パッセ・コンポゼ社、ポー
ル・クローデル協会の皆様、そして講演をお聞きくださった皆様にも御礼申し上げたい。

太平洋戦争の歴史研究をめぐる考察
第二次世界大戦、太平洋戦争、インドシナ戦争の研究において、その一要素ともいうべ

［2021 年 5 月 11 日、日仏会館 ･ フランス国立日本研究所主催講演会］
１

L’Indochine française et l’expansion vers le sud du Japon à l’orée de la Guerre du Pacifique. Politique
étrangère et processus de décision, 29 juin 1940 - 8 décembre 1941（太平洋戦争直前の仏領インドシナと南進
政策─ 1940 年 6 月～ 1941 年 12 月）, Université Paris-Sorbonne パリ・ソルボンヌ大学，2014, 895 pages, sous la
direction du Professeur Dominique Barjot（https://theses.fr/2014PA040160）.
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き日本の仏印進駐は、知られているとも知られていないとも言える。というのも、確かに
その輪郭は知られているが、この出来事に関する包括的な研究がほとんどないのが現状だ
からである。
その理由の一端は、歴史研究のタコ壺化にある。フランス、日本、アメリカ、イギリ
ス、ベトナム、中国の歴史家たちは、お互いの研究についてよく知らないことが多い。そ
れは言語上の障害だけでなく、それぞれが異なった問題設定を行っているためでもある。
例えば、フランス人は何よりもその後のインドシナ戦争（1946-1954）の原因究明に強い
関心を寄せているし、日本人はいわゆる「大東亜戦争」について研究し、アメリカ人は真
珠湾攻撃の起因に焦点を絞りがちである。そして日本のインドシナ占領は、フランスでは
相変わらずインドシナ戦争以前の不愉快な一エピソードに過ぎないと考えられているし、
日本やアメリカでは太平洋戦争全体のなかでは二次的な問題にとどまっている。
さらに、仏領インドシナを扱ったフランスにおける研究書には欠点がある。それはこの
問題を往々にして植民地史観の色眼鏡で見ていること、そしてとくに、すべてをのちのイ
ンドシナ戦争に関連づける目的論的なアプローチをとっていることである。その結果、い
くつか顕著な例外はあるものの、アジア太平洋戦争（1937-1945）がほとんど考慮されな
くなった 2。他方、日本の歴史学の文献では、真珠湾攻撃へと至る過程の研究において、イ
ンドシナ問題はごく些細な位置しか占めておらず、この問題への関心は明らかに薄い 3。た
だ注意すべきは、研究書は少ないものの、それに比べて論文は多く存在するということで
ある。そこから、日本においては、インドシナ問題は歴史の一エピソードとみなされる傾
向があることがわかる 4。
1940 年 9 月から 1945 年 3 月まで、インドシナは日仏両国によって共同で支配された。そ
れは今日でも、太平洋戦争のただ中にあって例外だとみなされている。しかし、そうでは
ない。太平洋戦争中に、日本がフランス以外の他の欧米諸国の植民地機構を破壊しなが
ら、フランスの植民地を残した理由は、フランスのインドシナ総督府の存在が日本軍の対
英米戦争遂行に役立ったからである。日本が同様の措置を蘭領東インドにおいて講じよう
としたことはまず疑いはない。しかし、オランダ政府がロンドンに亡命してしまったた
２

そうした例外に属するフランス語の著作としては、Claude Hesse d’Alzon, La présence militaire française
en Indochine, 1940-1945, Vincennes, Publications du SHAT, 1985 ; L’Indochine de 1940 à 1945, in Revue
d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale et des conflits contemporains, n°138, PUF, 1985 ; Paul Isoart（éds.）,
L’Indochine française, 1940-1945, PUF, 1982 ; Frédéric Turpin, De Gaulle, les gaullistes et l’Indochine, 19401956, Les Indes Savantes, 2005 ; Jacques Valette, Indochine 1940-1945. Français contre Japonais, SEDES,
1993 ; Sébastien Verney, L’Indochine sous Vichy : Entre Révolution nationale, collaboration et identités
nationales 1940-1945, Rineuve Éditions, 2012 ; Chizuru Namba, Français et Japonais en Indochine（19401945）, Karthala, 2012.
３ 吉沢南『戦争拡大の構図─日本軍の「仏印進駐」』青木書店、1986 年。立川京一『第二次世界大戦とフランス
領インドシナ─「日仏協力」の研究』彩流社、2000 年。権上康男『フランス帝国主義とアジア─インドシナ銀
行史研究』東京大学出版会、1985 年。
４ 赤木完爾「仏印武力処理をめぐる外交と軍事─『自存自衛』と『大東亜解放』の間」『法学研究』慶応義塾大
学法学研究会、57 巻 9 号、1984 年。白石昌也、古田元夫「太平洋戦争期の日本の対インドシナ政策」『アジア
研究』23 巻 3 号、1976 年 10 月。白石昌也「ベトナム復国同盟会と 1940 年復国軍蜂起について」『アジア経済』
23 巻 4 号、1982 年 4 月。同「第二次大戦期の日本の対インドシナ経済政策」東南アジア史学会『東南アジア』
15 号、平凡社、1986 年。判澤純太「南部仏印進駐のデシジョン・メーキング─日米戦争の起因に関する考察」
『政治経済史学』238 号、1986 年 2 月。田淵幸親「日本の対インドシナ 「植民地」 化プランとその実態」『東南
アジア』9 号、1980 年。同「大東亜共栄圏」とインドシナ─食糧獲得のための戦略」『東南アジア』10 号、1981
年。海野芳郎「日本とインドシナの貿易摩擦」細谷千尋『太平洋・アジア圏の国際経済紛争史 1922 ～ 1945 年』
東京大学出版会、1983 年。
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め、その計画もはかなく消えた。なお日本のインドシナ間接支配は、充分その役割を果た
したと言えよう。それを通じて日本はインドシナを英領植民地と蘭領植民地への攻撃拠点
として使用することができたし、戦時中の国民の食糧として不可欠な米をはじめとする資
源も、手にすることができたからである 5。
日本の仏印進駐は、それ自体、すなわち多様な要素からなる一個の国際危機としては、
ほとんど研究されてこなかった。とはいえ、この 1 年半に及ぶエピソードは重要な選択の
分岐点にあたり、総じて「第二次世界大戦」と呼ばれるいくつもの紛争の結節点でもあっ
た。ヨーロッパから見ると、それは本質的にヨーロッパの問題であったはずの紛争が、東
南アジアと太平洋に拡大していく危機の入り口だということになる。アジアから見ると、
それは厳密な意味での日中間の紛争から、東南アジアやオセアニアへと広がる戦争へと移
行する地点である。またアメリカと日本にとって、このエピソードは第二次世界大戦へと
一直線に導く地点を印していた。
日本の北部仏印進駐によって始まったこの国際危機は、フランスと日本にだけではな
く、中国、イギリス、アメリカ、ドイツ、ソ連、オランダ、ベトナムの民族主義者など多
くの当事者を抱えた事件である。そこから考えれば、第二次世界大戦の研究のなかで、ま
た太平洋戦争の起源を論じた研究においてさえ、インドシナ問題がかくも軽視されてきた
のは、きわめて驚くべきことである。
この一連の出来事は、日中戦争、太平洋戦争、インドシナ戦争に比べれば取るに足らな
いように思われるかもしれない。その上、仏領インドシナは、1945 年 3 月 9 日（日本によ
るインドシナからのフランス植民地政権の排除、すなわち仏印武力処理が行われた日）ま
でずっと平和を享受していたが、それも、この仏印進駐のエピソードが歴史における例外
だとみなされる原因となった。ただそのため却って、日本外交の全体を真珠湾攻撃との関
連でのみ検討するような目的論的な観点を免れることも可能となるのである。

インドシナと太平洋戦争
太平洋を挟む日米の歴史家の関心は両国の衝突にあるため、インドシナの事件は、大
抵、太平洋戦争へと向かう道程の一段階とみなされている。そもそも太平洋戦争研究は、
戦争の原因に遡る二つの時間をうまく調整できていないのではないだろうか。その第 1
は、中・長期間の時間で、この時間から見れば、太平洋戦争の根本的な原因は、とくに日
露戦争（1904-1905）後に発生し、1928 年以降の日本の中国進出とともに激化する日米対
立だということになる。この時間を基準に考えると、太平洋戦争を避けることはまず不可
能だったように見える。第 2 は、真珠湾攻撃の数週間前、とくに 1941 年 7 月の日本軍によ
る南部仏印進駐に遡る短期間の時間で、この時間から見れば、戦争は単なる誤解によって
引き起こされたと考えることができる。
第 1 の時間に沿った研究は、部分的には、1928 年にはすでに平和破壊の陰謀が進行し
ていたという極東軍事裁判における告発から生まれた。通常、その背景として想定されて
いるのは、日韓併合と満洲進出（1905-1910 年）、独領ミクロネシア併合（1914 年）、排日
５

田淵幸親「大東亜共栄圏とインドシナ」前掲論文。
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移民（1924 年）、ワシントン軍縮会議（1922 年）、ロンドン軍縮会議（1930 年）と続く太
平洋における日米対立である。確かに、この中・長期にわたる日米の緊張関係は存在して
いた。とはいえ、ではなぜまさに 1941 年 12 月 7 日というこの日に、両者の間で戦争が起
こらざるをえなかったのか、その理由がここからはわからない。
第 2 の時間に沿った研究は、1941 年の交渉を中心に、日本の決定の曖昧さ、衝突の数
週間前に起こったアメリカの突然の態度硬化にとくに注目している。ただそこでは、太平
洋戦争に至る過程が 1941 年のかなり前から始まっていたことを示す次の 3 つ重要な事実
が充分考慮されていない。第 1 に、日本と英米の外交危機は、1940 年 9 月の日本の仏印進
駐によりすでに始まっていた。第 2 に、日本の主な標的は蘭領東インドだったので、その
最大の敵はオランダを助けるイギリスであり、アメリカの利益ではなかった。第 3 に、ア
メリカの対日姿勢が硬化したのは、イギリスの領土への日本の侵入を抑制するためであっ
た。アメリカは、日本のせいでイギリスがドイツに対する抵抗力を失うことを恐れたので
ある。
したがって、イギリス系のエリート層を有し、その経済的利益を大西洋岸に集中させて
いたアメリカにとって、最も重要な課題は、ドイツによる西欧の完全で永続的な支配を防
ぐことであった。ここで時代錯誤に陥らないように注意すべきだろう。そもそも、194041 年の段階では、アメリカにとってまだ太平洋は最優先の関心事ではなかった。当時の
アメリカが日本の東南アジア進出を阻止しようとしたのは、何よりもアジアにおけるイギ
リスの権益を守るためであった。
アメリカ側の動機は比較的容易に解明しうるが、日本側に関しては、1945 年 8 月 15 日
後に文書が消滅したせいで、その解明は今もって非常に困難である。その上、保存された
公文書のほとんどは、厳密な行動計画というより各派閥が国家の首脳部に自らの地位を認
めさせるために設定した漠たる枠組みに過ぎない。これらの計画の立案に関わる重要な史
料の多くは焼却されている。もしくは、戦後に書かれた私的な記録文書に組み込まれた。
そのなかには防衛庁戦史室の要請で書かれたものも多かったが、いずれにせよ、史料には
欠落がある。

歴史研究の方法を再考する
太平洋戦争の原因究明が陥った袋小路のひとつは、過剰なほどの意図の追究である。そ
れは、極東裁判の記憶のせいで責任問題に関心を集中させてきた戦後日本の研究に特徴的
に表れている。ところが、その結果、関連する史料も不充分で、明快な理解には至ってい
ないのが現状である。思うに、これらの研究は、歴史学で重要なのはいつも認識困難で多
くの場合当てにならない「意図」ではなく、むしろ「事実」である、ということを忘れて
いるのではないだろうか。乱暴な言い方をすれば、行為者の誠実さは、歴史家というよ
り、倫理学者、法学者、さらには哲学者の問題である。
史料も欠落していて、意図の研究も人を欺きやすいというなら、比較がその突破口とな
りうる。なかでもナチス・ドイツとの比較は最も実りが多いのではないだろうか。同時代
の出来事であり、第二次世界大戦中の日本の同盟国に関わることであり、研究も充分にあ
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るからである 6。ショアーのように、たとえヒトラーがユダヤ人殲滅をはっきりと命令しな
かったとしても、彼に責任がないわけでも、彼がそれを望んでいなかったことにもならな
い。ヒトラーが決定を下した痕跡がなくとも、一連の資料と事実が、そこにジェノサイド
の意志があったことを明らかに示すのである。
紛争の勃発や、政策の実施に関する明白で決定的な証拠を入手することは難しいが、そ
れは珍しいことではない。政策や軍事作戦の多くは、明確な意図によるより、予期せぬ事
態に直面して下した決定の集積なのである。歴史学においては、歴史家が苦労のすえ発見
するなにがしかの深層の動機よりも、実際に起こったことの方が重要なのだ。アンドレ・
マルローが 1943 年に書いたように「人間とは、自らの行為そのもの」なのだから 7。
日本の仏印進駐と、太平洋戦争に至る過程でこの事件が果たした役割に関する研究を通
じて、私は歴史研究の方法の基盤について考えるようになった。問題は、戦中、戦後に作
り出されたイデオロギー的偏見からいかに逃れるかである。歴史の傷、イデオロギー闘
争、記憶をめぐる衝突は、より冷静でより方法的な分析に取って代わられるべきだと思わ
れた。
歴史研究に史料は不可欠だが、欠落していることも多いし、史料によって事件のあらゆ
る側面を理解することもできない。それは、古生物学における骨の発見のようなものなの
かもしれない。それによって歴史的事実の形式を発見したり、年代を確定したりすること
はできても、「肉」の部分、すなわちその意味を明らかにすることは通常きわめて困難な
のである。こうした歴史の空白に直面した歴史家にとって、重要なのは、歴史研究の方法
の基盤に立ち返り、方法論的厳密さを示すことである。近代歴史学の創始者たちは、史料
の少なさや入手困難さにつねに直面して、史料の内的、外的批判の方法を打ち立てたの
だったが、私たち現代史研究者は、これらの方法をときに忘れがちである。
史料の欠落に悩まされる現代の歴史家は、はるか昔の時代を研究している歴史家のアプ
ローチから学ぶとよいのではないか。というのも、古い時代の専門家は史料の少なさにつ
ねに直面しているからである。個人的に私が最も影響を受けた歴史家は、かつての師であ
る古代ギリシアの専門家イヴォン・ガルランだが、彼からは、数も種類も限られた史料を
分析するさいの厳密さと批判的精神を学ぶことができた 8。違いはもちろんあるとしても、
アジア太平洋戦争を研究する歴史家の状況は、古代史家の状況と似ている。その史料の大
半が、日本の降伏宣言の直後に燃やされてしまったのだから。したがって、残存する史料
を厳密に分析するだけでなく、史料には欠落があり、そのため間違いも起きやすいのだと
いうことを、絶対に忘れてはならないのである。
歴史研究は、2 つの陥穽のどちらも同じように避けなければならない。第 1 の陥穽は、
あらゆる解釈を拒否してフェティシズム同然になった、峻厳な史料利用である。これは
誤って「実証主義」と呼ばれている。第 2 の陥穽は、史料と出来事から離れすぎた、奔
放きわまりない解釈である。陳腐な言い方をすると、この 2 つをともに避けるためには、
「紐の両端を持つ」のが望ましい。つまり史料を集め、詳細に読解する一方、史料を系列
６
７
８

イアン・ブルマ（石井信平訳）『戦争の記憶─日本人とドイツ人』TBS ブリタニカ、1994 年。
Les Noyers de l’Altenburg, 1943.
とくに、Guerre et économie en Grèce ancienne, La Découverte, 1989 ; Les Esclaves en Grèce ancienne, Maspero,
1982.
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化し、解釈を退けないことである。史料は教えるだけでなく隠すこともある。私たちはそ
のことを意識すべきである。
いかなる歴史研究であれ、それが歴史研究である限り、その主要な目的、その出発点は
時間軸、すなわち継起的で不可逆的な時間の流れである。こうした時間軸を厳密に設定す
るには、おそらく史料の系列化が不可欠となるはずだ。時間軸に対する敬意を失って平然
としているようでは、歴史家の仕事はうまくいくはずがない。

中国とインドシナ
歴史学では、日本の仏印進駐を、北部仏印進駐と南部仏印進駐に区別する傾向がある。
こうした観点からすれば、1940 年 9 月の北部仏印進駐は、中国を南から攻撃するための拠
点の確保が目的であった。であるならば、日本軍による 1940 年 9 月 23 日のトンキン占領
にも、そのような意図があったと考えることもできる。つまり当時の日本軍は、蔣介石支
配下の中国と外部をつなぐ最後の交通路となった仏印ルートを抑えることで、蔣政権を背
面から攻撃しようとしていたということである。他方、その 10 ヶ月後の南部仏印進駐は、
英領植民地と蘭領植民地攻撃の準備作戦というまったく異なった戦略上の要請によるもの
だったと考えられている。しかしながら、この 2 つの事件は、実はひとつの同じ政策に由
来しているのである。
南部仏印進駐は、まさに東南アジアへの進出を念頭に行われた。とはいえ、北部仏印進
駐の目的は中国への攻撃ではなかった。それではなぜ、中国との戦争が、しばしば日本の
仏印進駐、ひいては太平洋戦争の原因だと考えられているのだろうか。ナポレオンのスペ
イン侵攻と同じく、日本は中国との戦争により自らの資源を蕩尽し、多大な損失を被った
のだったが、だからと言ってそれが仏印進駐や太平洋戦争の直接の原因というわけではな
い。
確かに中国との戦争は、1937 年 7 月以降の日本の戦争計画において重要な目的とされて
いる。ただし、当時問題だったのは、単なる「事変」（それはいかなる宣戦布告もなされ
なかったし、今後もなされないはずだった）に過ぎず、優先すべき目的もないとされた
出来事を終わらせることだったのである。1931 年から 1933 年の間、日本は満州を傀儡国
家に仕立てて支配し、中国に対して一種の保護権を行使しようとしていたが、ミシェル・
ヴィエも述べているように、日本はそもそも蔣介石の中国を倒すべき敵とさえ考えていな
かったのではないだろうか 9。
日本と中国の戦争は、主権国家間の衝突というよりも、半ば植民地紛争的で、どちらか
と言えば治安回復の作戦を思わせる。それは 1937 年 7 月 7 日以降に大規模な衝突となった
が、日本政府にとっては決して戦略上の優先事項ではなかった。また南方進出が優先すべ
き外交課題となった 1940 年 6 月以降には（ちょうど日本のインドシナ進出が始まった時
期である）
、徐々に日中戦争の重要性も薄れていった。この矛盾をどう説明したらよいの
だろうか。
そこで重要となるのが、史料の厳密な読解にとどまらない史料の利用法である。政府の
９
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太平洋戦争はインドシナで始まった

地図 1

仏領インドシナと中国の間の輸送・交通路

文書（とくに御前会議の記録）が、諸々の戦略間の優先順位を明確にしていないからと
言って、それらの選択肢すべてが同じように重要だったわけではなかろう。接続助詞の
「ながら」を散りばめたこの種の文書は、相互に異なった目標、ひいては両立し得ない目
標を併記した継ぎはぎ細工さながらであった。今日に続くこうした表現方法を正しく解釈
した歴史家の故・吉沢南は、これら「両論併記」（内部の対立関係を表す相矛盾した立場
の並置）の存在について語っている 10。
吉沢によれば、この文書をただ読んでも、当時の日本の戦略上の優先事項を一義的に確
定することはできない。そこで吉沢が明らかにしたのは、ここでの政府による態度決定
が、対立を激化させ、そのなかでも最も過激な対立を前面に出すことで、戦争への道を加
速化させていったということである。それは連鎖的に悪循環を生じさせながら、戦争への
道を加速化させる過程であった 11。
1940 年の日本のインドシナ侵攻の決定に際して、日中戦争はどのような役割を果たし
たのだろうか。この問題との関連における政府のインドシナ侵攻決定の理由は 2 つある。
第 1 にインドシナのトンキン州と華南の雲南省をつなぐ物資の輸送路、すなわち援蔣ルー
トの遮断、第 2 に中国を挟み撃ちするためのインドシナでの拠点の確保である。
6 月 20 日、仏領インドシナ総督ジョルジュ・カトルー将軍が、中国とインドシナの国境
の完全封鎖を決定した。7 月 1 日には、国境に到着した日本の第 5 師団の分隊が、輸送の
完全な封鎖を確認している 12。したがって、西原一策少将指揮下の西原機関（仏印国境監
視団）の到着後の任務は、このような国境封鎖の確認ではなく、日本の軍事的、経済的優
位を勝ち取るべく交渉することであった。
1940 年 7 月にハノイ、同年 8 月に東京、9 月に再度ハノイで行われた交渉で、日本は、
対中戦略の遂行という表向きの目的のため、軍隊の駐屯、飛行場と基地の使用といった軍
事的優位を獲得しようとした。しかし、同時に、中国遠征の軍司令官を務めた板垣征四郎
10
11

吉沢南、前掲書。およびその他の吉沢の著作を参照。
Franck Michelin, « Décider et agir. L’intrusion japonaise en Indochine française（juin 1940）», Vingtième
Siècle, 83, 2004, p. 88.
12 『大本営陸軍部』2 巻：「大本営陸軍部〈2〉─昭和十六年十二月まで」朝雲出版社、1968 年、77 頁。
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は、トンキンから雲南鉄道を使って中国を攻撃するのは地形的な理由からして不可能だと
も述べていた 13。
日本によるトンキン州占領の理由として、しばしば対中戦略が持ちだされる。だがこう
した理由の意味はどこにあるのだろうか。それを知る最良の方法は、日本軍がこの地域を
占領して仏領インドシナ総督府を屈服させたあと、1940 年 9 月末に獲得した基地がどのよ
うに使われたのかを調べることである。10 月 3 日、陸軍航空隊の第一陣がハノイ空港に降
り立った。それはインドシナでの駐屯を許された日本軍を率いる澄田睞四郎が到着した日
であった。日本軍は、7 日にはすでに昆明の爆撃を開始している 14。ただ中国領土内のメコ
ン川の橋やビルマ・ルートを破壊したのち、日本は 10 月末には重爆撃機を退け、インド
シナには軽爆撃機と戦闘機のみを残した 15。したがって、1940 年秋にインドシナから遂行
された対中戦略は、総じて軽度の爆撃に終始し、11 月以降にはそれさえまったく行って
いない。そうした状況は終戦まで続いた。
以上の事実と、すでに 1938 年 10 月武漢攻略ののち中国で日本軍の攻撃戦略が全面的に
放棄されたこと、また封鎖と東アジアにおける日本の覇権の誇示を基盤とする長期的な戦
略の採用との関係を考えてみなければならない。1939 年以降、フランスとインドシナに
向けられた最初の圧力の原因となったのは、この封鎖であった。南方、すなわちトンキン
から攻撃して中国を挟み撃ちする戦略の存在をうかがわせる痕跡は、一切残されていな
い。もしそのようなものがあるとすれば、それは南支派遣軍の漠然とした試みだけだろ
う。1940 年 7 月、カトルー将軍は、西原一策と、 南支那方面軍代表の佐藤賢了に、南から
の攻撃が不可能であることを難なく説得することができた。また西原は 7 月 23 日、参謀
本部と海軍軍令部の協議をへて作成された指令文を受け取ったが、そこにはあやふやなと
ころは何もなかった。そこで命じられていたのは、攻撃の準備ではなく、飛行場、その防
衛のための軍隊の駐屯、中国南方で南寧作戦を展開していた第 5 師団のトンキン経由での
退避など、軍事上の利益の確保であった 16。
日本軍はこれらの利益を確保して何をしようとしていたのだろうか。先にも述べたこと
だが、私の考えでは、彼らの標的は中国ではない。そもそも日中戦争は奇妙な戦争であ
る。宣戦布告がなかっただけではない。日本の首脳部は、蔣介石の政権を中国の正当な政
府とも見なさなければ、日本にとって正当な相手とも正当な敵国とも見なさなかったので
ある。
中国との戦争は、1928 年、1931 年、もしくは 1937 年に始まっていたが（解釈によって
異なる）、それによって日本は、アジアへの拡張政策という危険な企てに引き摺り込まれ
ることになった。それはナポレオンのスペイン遠征のように、重要ではあったが周縁的な
戦争であった。武漢攻略ののち、日本は国民党政権を壊滅させるというより、封じ込めよ
うとしている。この戦争を非生産的だと考えていた石原莞爾をはじめとする一部の首脳や
高位の軍人たちは、1937 年以前には戦争を避けようとしていたし、それ以降は終わらせ
ようとしていた。それはよく知られた歴史的事実である。同様に、日本が戦争の終結を期
13 佐藤賢了『佐藤賢了の証言』芙蓉書房、1976 年、167 頁。
14 『支那事変陸軍作戦〈3〉昭和十六年一二月まで』朝雲出版社、1973 年、290 頁。
15 フランス外務省資料館、série « Guerre 1939-1945 - Vichy », sous-série « E-Asie », n°362, p. 318, télégramme
de Decoux n°2886, 1er novembre 1940.
16 『本営陸軍部 大東亜戦争開戦経緯』1 巻、朝雲出版社、1973、63-65 頁。『大本営陸軍部』2 巻、76 頁。
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待し得なかったこと、もしくは不充分にしか期待し得なかったことも確証されている。軍
を支柱とする政治体制にとって、敗北などありえないことである。ソ連のような大国相手
の短期間の戦争なら、敗北を受け入れることができても（それが 1939 年のノモンハン事
件のさいに起こったことである）、劣等だとされた中国に対する敗北を認めるなど、想像
もできないことだった。

インドシナという転機
袋小路に陥った中国での戦争とは逆に、日本に対してインドシナは、ある種の転機をも
たらした。それは思いがけない好機の到来であった。これによって、半植民地主義的な地
域紛争は、国際対立へと移行したのである。すでに 1940 年 6 月、日本軍はこのことをま
たとない機会と捉えていた。ヨーロッパにおけるドイツの勝利によって、ちょうどそのと
き東南アジアへの扉が開かれたからである。「バスに乗り遅れるな」という言葉が流行っ
たのはまさにその頃である。
これまで常に北東アジアを中心に戦略と作戦を立てていた日本陸軍は、ソ連の軍事力に
よって進行を阻まれ（ノモンハン事件）、中国での状況は袋小路に陥っていた。そのとき、
ヨーロッパ列強の弱体化で東南アジアへの扉が開かれたのだ。そのさい日本がおもな標的
としたのが蘭領東インドである。日本はアメリカに経済的に大きく依存しており、なかで
も石油、鉄、工作機械、資本などの戦略資源の依存は深刻であったが、そこで植民地的収
奪のモデルケースとも言える蘭領東インドを確保することで、ボルネオの石油をはじめと
する資源を入手できると考えたのである。1929 年の大恐慌以来、日本も当時の他の大国
と同様、自律的な経済ブロックの形成を優先目標としていた。蘭領東インドは、この計画
の実行に不可欠であった。
第一次世界大戦以降、蘭領東インドにおける日本の猛烈な経済進出に直面したオランダ
総督府は、これを実際の政治的行動が始まる前の一歩だと考えるようになった。そこで
1934 年 6 月から 9 月にかけて日本との交渉が行われたが、植民地現住民の好意を得ようと
した日本側の発言によって、交渉は中断するに至った 17。
1940 年 7 月の日本の軍事・政治計画では、その第一目標は蘭領東インドの占領にあり、
そのために英領植民地への侵攻が想定されていた 18。これは地理的、戦略的な必要性によ
るものだった。オランダ政府がロンドンに亡命して以来、イギリスがオランダの海外領土
を保護していたからである。
では、日本の最優先の目的が蘭領東インドの資源の獲得にあり、その目的遂行の限りに
おいてイギリスとの戦争の可能性も甘受するということなら、なぜ仏領インドシナへの侵
攻が南進の第一歩となるのだろうか。そのおもな理由として、次の 3 つを挙げることがで
きる。第 1 は、次頁の地図を見ても容易にわかるように、インドシナの戦略的な位置であ
る。それは中国南部の日本陸軍占領区域と英領植民地と蘭領植民地を結ぶ地点にあったた
17

村山良忠「第一次日蘭会商」『両大戦間期日本・東南アジア関係の諸相』アジア経済研究所、1986 年。籠谷直
人「日蘭会商（1934 年 6 月−38 年初頭）の歴史的意義─オランダの帝国主義的アジア秩序と日本の協調外交」
『人文学報』京都大学人文科学研究所、81 号、1998 年 3 月、1-46 頁。
18 「世界情勢ノ推移ニ伴フ時局処理要綱」七月二十二日連絡会議決定、外務省編『日本外交年表竝主要文書』下
巻、437-438 頁。
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地図 2

日本占領前夜のインドシナとアジア太平洋地域
（アメリカ合衆国陸軍士官学校作成の地図）

め、非常に理想的な拠点となりえた。第 2 は、インドシナの孤立性である。フランスが締
結した休戦条約と、その帰結として英仏の同盟関係に入った亀裂によってインドシナ防衛
はきわめて困難になり、それ以来、インドシナは孤立するようになった。インドシナ防衛
はイギリス軍との緊密な協力関係を前提としていたからである。この亀裂は、1940 年 7 月
3 日のメルス・エル・ケビールでのイギリス艦隊によるフランス艦隊の爆撃以降、英仏が
半戦争状態に陥り対立したことで、さらに深刻になった。第 3 に、時宜である。インドシ
ナは北部で中国と国境を接しているため、日本は日中戦争をインドシナに対する圧力政策
の口実として使うことができた。

真珠湾攻撃の逆説
太平洋戦争は、1941 年 12 月 7 日に日本の真珠湾攻撃により始まった。これが、太平洋
戦争の一般的な理解である。そこには、奇襲攻撃による悲劇的な出来事という側面と同時
に、アメリカにより直接もたらされた日本の敗北、核の炎という終末論的な結末、戦後に
おける日米外交の圧倒的な重要性という側面があり、そのため太平洋戦争を引き起こした
危機は、ほぼ日米対立という視点からのみ研究されてきた。
しかし、日米の対立は必然というわけではない。確かに、1905 年の日露戦争の終結以
降、太平洋において日米はライバル関係にあった。またそのとき以降、アメリカ海軍は日
本海軍の仮想敵であった。とはいえ、1940 年代に入って両国が衝突することを予測させ
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るものは何もなかったのである 19。日本陸軍はアメリカを直接の敵とは考えていなかった
し、他方、アメリカも中国やフランスを守るために日本と戦うつもりはなかった。
真珠湾攻撃は、逆説に満ちた事件である。まずこれはもともと副次的な作戦に過ぎな
かった。すなわち日本が数週間で西太平洋を制圧したあと、真珠湾を攻撃してアメリカ艦
隊の反撃を遅らせるというものである。大日本帝国海軍の専門家が明らかにしているよう
に、この作戦計画ではアメリカの艦隊は理論上の主敵だと考えられていた。彼らは、1905
年に日本海海戦で東郷平八郎提督がバルチック艦隊に対して行ったように、アメリカの艦
隊が日本の沿岸に接近したところを攻撃しようと考えていたのだった 20。
この決戦を遅らせ、東南アジアの掌握にかかる時間を充分確保するために、真珠湾を基
地とするアメリカの太平洋艦隊を戦闘不能にしておく必要があった。それは大胆な計画で
はあったが、その目的は基本的に時間稼ぎである。そして日本がアメリカとの正面戦争を
覚悟したとすれば、それは日本のインドシナ侵攻でアメリカの態度が急激に硬化したこと
から、太平洋でイギリスとの間で衝突が起こったさいにはアメリカがイギリスの支援に駆
けつけるのではないかと考えたためである。
このように真珠湾攻撃とは、重要ではあったが副次的な作戦であった。にもかかわら
ず、太平洋戦争研究の大部分が集中的に取り組んでいるのはこの問題である。真珠湾攻撃
は、このように歴史家たちによってその 14 ヶ月も前の 1940 年 9 月に始まる危機の帰結で
はなく、その出発点だと見なされた。日米外交の危機の帰結を出発点と捉える目的論的な
研究も非常に多いのである。実際、1940 年の時点におけるアメリカの役割はささやかな
もので、ただとくにアメリカに経済的に強く依存していた日本に対する経済制裁の可能性
による脅威のために、その動向が気がかりだったに過ぎない。
太平洋戦争開始直後の数ヶ月に行われた、真珠湾、フィリピン、グアムといったアメリ
カの太平洋基地の攻撃は、根深い外交危機の帰結だったと言える。その危機は 1940 年 9
月、もっと言えば 6 月の日本軍の北部仏印進駐に端を発し、14 ヶ月ないし 18 ヶ月かけて
深刻化していったのである。日本が東南アジアを占領するとアメリカがイギリスの支援に
やってくることを日本側が徐々に理解し始め、アメリカ側も日本の戦争計画をある程度認
識していたことが、この危機の要因である。

回転軸としてのインドシナ
2 ヶ月以上の交渉を経て、1940 年 9 月 22 日、日本軍と仏領インドシナとの間で協定が成
立した。しかし協定にこれほどの時間をかけたにもかかわらず、9 月 23 日の午前 0 時を少
し過ぎた頃、日本軍はランソンにおけるインドシナと中国の国境を越え、軍事行動を起こ
した。これはさも現地で局地的に発生した事件のごとく繕われたが、その実、参謀本部に
よって操られた作戦であったことは間違いない。作戦部長の富永恭次など参謀本部の高級
将校の直接的な関与以外にも、本部の作戦停止命令の伝達中に起こった自動車の故障など
19
20

日米の最初の「冷戦」については、Tal Tovy, Sharon Halevi, “America’s first cold war”, in K. Kowner（eds.）,
The impact of the Russo-Japanese War, Abingdon, Routledge, 2007, p. 137-152.
とくに以下の著作を参照。David C. Evans, Mark R. Peattie, Kaigun: Strategy, Tactics, and Technology in the
Imperial Japanese Navy 1887-1941, Barnsley（South Yorkshire）, Seaforth Publishing, 2012, p. 187-191, 201,
286.
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地図 3

インドシナ占領前の日本軍による占領地域
（1939 年 12 月− 1941 年 9 月）

地図 4

1941 年 9 月 26 日以降の日本軍による占領地域

一連のありそうもない事故、命令伝達後の作戦停止に向けた努力の欠如、といったことか
ら、確たる攻撃の意図をうかがうことができる。その後 4 日間の戦闘を経て、日本の軍事
的優位を前にフランスは降伏するほかなかった。
これまでの研究のほとんどは、ハト派とタカ派という二項対立をもとに、外交的解決と
軍事的解決を対立させてきた。それに対し歴史家の吉沢南の仕事は、こうした解釈を乗り
越える鍵を提供してくれる。一般的には、穏健派は武力行使に反対するはずだと思われ
ているが、実際は、1940 年 6 月から 1941 年 12 月まで、戦争への動きは加速化する一方で
あった。列強との戦争の真の反対者は、1930 年代を通じて、とくに 1936 年の二・二六事
件後に権力中枢から追い出されていたからである。その後、支配者グループは対立軸の変
化に応じて反目し合うことはあったが、本質的な部分では意見の一致をみていた。すなわ
ち、条件が揃えば武力を行使する、という点である。1986 年に吉沢が見事に明らかにし
たことは、日本側の史料の読解によって確認することができる。例えば、仏印国境監視団
団長の西原一策は穏健派として知られ、1940 年 7 月の仏領インドシナ総督カトルーとの交
渉では非常に慎み深く振る舞っていたが、7 月 24 日以降、交渉が東京に移されることがわ
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かると、インドシナへの武力行使を支持するようになった 21。
二項対立的思考は、おそらく人間精神のひとつの特性であろう。しかし、それは挫折し
た人々に限られるどころか、歴史家の思考回路をも広く形づくっている。外交的解決と軍
事的解決を対立させる解釈は、ハト派とタカ派を対立させる解釈の一変種であり、国際関
係史のなかでは最も広範囲に見られる思考方法のひとつであるが、外交官と軍人は必ずし
も対立するわけではない。それどころか、対外政策が効果を発揮するには、両者の協働が
絶対に必要なのである。
1940 年夏の日本の仏領インドシナ政策においては、外交と軍事はそれぞれ重要な役割
を担っており、完全に補完的だったと言える。まず外交交渉は、日本がインドシナにおけ
るフランスの主権、さらには国際法を尊重しているよう見せかけるのに不可欠であった。
当時の日本は、ルーズベルト政権に非常に気を使っていたのである。日本は、自国の戦時
編制を著しく破損しかねないアメリカの経済制裁を恐れたのだった。
だからといって、インドシナへの武力行使が望ましくなかったというわけではない。問
題は、来るべき英米との戦争を踏まえ、フランスに対して、植民地の土地と資源を最大限
に活用したければ日本の覇権を甘受するしかないと納得させることであった。合法性の装
いのもと武力に訴えるには、軍事行動の責任を、現地軍と、参謀本部の限られた将校に負
わせるという方法がある。その場合、満州事変のときのように、軍事行動が制御不可能な
分子の主導でなされたと信じ込ませる必要があった。歴史家の大江志乃夫によれば、張鼓
峰事件（1938 年）のさい参謀本部がこの口実を利用したということである 22。現地軍の指
揮官を操っておけば、本国政府の体面を汚さずにすむし、いざとなれば一部の将校を非難
すればよい。この詭策についてここで詳述することはできないが、ただ最も気になる事柄
にのみ触れるとすると、1940 年 9 月 23 日のインドシナにおける軍事行動の責任者はすべ
て、佐藤賢了のように直ちに赦免されるか、安藤利吉や富永恭次のようにいったん閑職に
つけられたあとで昇進した、ということである。
通常、日米外交の危機は、1940 年 9 月 27 日の日独伊三国同盟の締結によって発生する
とされている。しかしこうした見方が正しいかどうかは、まず時間軸に沿って出来事の経
過を細かく検討してからということになろう。北部仏印進駐に端を発する南進と、日独伊
三国同盟は、1940 年 7 月に近衛文麿と松岡洋右が打ち出した新外交政策の両輪である。こ
の政策は軍の要求に沿ったもので、そのことは 7 月 26 日の「基本国策要綱」と、27 日の
「世界情勢ノ推移ニ伴フ時局処理要綱」という立て続けに公表された 2 つの文書からも見
てとることができる 23。
しかしインドシナにおける詭策はワシントンを騙すことができず、軍事行動の数日後に
は、最初の対日制裁が決定された。東京とベルリンの同盟がワシントンを極度に不安にさ
せたのは確かだとしても、その直接の引き金になったのは、日本のインドシナ侵攻であっ
た。というのも、アメリカは、次の日本の行動はイギリス帝国への侵攻だと考えたからで
ある。時間的経過を見れば、1940 年秋のアメリカによる最初の対日制裁を引き起こした
21

外務省編纂『日本外交文書 日中戦争』4 巻、外務省、2011 年、2899 頁（1940 年 7 月 24 日、鈴木総領事の電報）。
大井篤『統帥乱れて─北部仏印進駐事件の回想』毎日新聞社、1984 年、96 頁。
22 大江志乃夫『日本の参謀本部』中央公論社、1985 年、186-190 頁。
23 『日本外交年表竝主要文書』下巻、436-438 頁。
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のは仏印進駐だったことがわかる。
すでに日本軍がランソンを攻撃した翌日の 9 月 24 日には、アメリカの反応があった。
そのことは駐米大使堀内謙介がこの件に関して政府に行った報告からわかる 24。この報告
によれば、9 月 27 日の日独伊三国同盟の締結以前に、日本の仏印進駐がアメリカの最初の
反応を引き起こしている。9 月 25 日、アメリカは中国向けの 2500 万ドルの借款に同意し、
次いでその翌日には、国務長官のコーデル・ハルが 10 月 16 日から航空機燃料、鋼鉄、屑
鉄の輸出を禁止とすると表明した。これが、真の意味での最初の対日経済制裁である 25。
なぜアメリカは、日本の仏印進駐にこれほど激しく反応したのだろうか。日本の自主的
な行動は、東アジアにおけるアメリカの地位を直接脅かすものではなかったはずであろ
う。しかしアメリカにとって重要だったのは、イギリス帝国を防御することだったのであ
る。当時の状況を見れば、イギリスはドイツに抵抗しうる唯一の国であったが、それもイ
ギリスがインドを中心とし、シンガポールを要塞とする帝国を有していればこその話であ
る。そこで日本がイギリスの脅威となり、イギリスがその帝国を放棄したらどうなるだろ
うか。ヨーロッパにおけるドイツの覇権が永続化しかねない。アメリカはそのことを恐れ
たのであった。

緊張感の高まり
1940 年 9 月の北部仏印進駐は、南進の最初の一歩に過ぎなかった。そして日本が何か新
たな行動を起こすたびに、新たな緊張感の高まりが生じた。北部仏印進駐に続いて、とく
にインドシナの資源調査団の派遣を通じたインドシナへの日本の経済進出、タイ・仏領イ
ンドシナ戦争（1940 年 12 月 -1941 年 5 月）の介入が行われた 26。その次の段階は 1941 年 7 月
27 日以降のインドシナの全面的な占領、いわゆる「南部仏印進駐」で、ここに来てもう
明らかに後戻りのできない地点に至った。日本によるこのインドシナの実質的な保護領化
は、1941 年 11 月の日本の初期の現地政府の設立により確認された。このように、北部仏
印進駐と南部仏印進駐は別々の出来事ではなく、1940 年 7 月に第二次近衛内閣が採用した
1 つの同一の政策に由来するそれぞれの段階に過ぎない。
1941 年 12 月以来、仏領インドシナは、英領植民地と蘭領植民地を標的とする日本の東
南アジア作戦の足がかりとなった。ここで注意すべきことがある。第 1 に、太平洋戦争は
1941 年 12 月 7 日の真珠湾攻撃によってではなく、その 2 時間前のマレーシア上陸によっ
て始まるということである。この歴史的事実は、忘れられることが非常に多い。マレー半
島の侵攻が 12 月 8 日に始まったことになっているのは、単に時差のせいである。
第 2 の注意点は、英領マラヤ、タイ、ビルマ、蘭領東インドに向けた日本の軍事作戦
は仏領インドシナを拠点としているということである。インドシナは、1941 年 12 月から

24 『日本外交文書 日中戦争』4 巻、3002~3003 頁、電報 1537 号。
25 Cordell Hull, The Memoirs of Cordell Hull, vol. I, New York, Macmillan, 1948, p. 907.『支那事変陸軍作戦』290
頁。井上清『天皇の戦争責任』現代評論社、1975 年、118 頁。Robert A. Divine, The Reluctant Belligerent:
American Entry into World War II, New York, McGraw-Hill, 1979, p. 100-101.
26 安達宏昭『戦前期日本と東南アジア─資源獲得の視点から』吉川弘文館、2002. Franck Michelin, « Le Japon
et la Guerre franco-thaïlandaise : histoire d’un vrai-faux complot »（タイ・仏印戦争と日本─空想の陰謀論の歴
史）, Péninsule, 78, 2019（1）, p. 143 ～ 169.
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地図 5

太平洋戦争開始時の東南アジアにおける日本の軍事作戦
（1941 年 12 月、アメリカ陸軍士官学校作成の地図）

1942 年 2 月における日本の征服作戦の足がかりであった。こうしてインドシナは、日本が
最初から期待していた役割、すなわち日本の東南アジア征服の拠点という役割を担うに
至ったのである。
仏領インドシナ総督のジャン・ドクーは、日本の最後通告を受け、インドシナを「大東
亜共栄圏」に組み込む新たな協定の締結を余儀なくされた。そうしてできあがったのが、
12 月 9 日の「仏領印度支那共同防衛ニ関スル日仏印軍事現地協定」である。1945 年 3 月 9
日に日本軍によってフランスが駆逐されるまで、この協定がインドシナにおける日仏関係
の基盤となった。したがってその日までは、フランスは日本の監督下にあってインドシナ
に留まり続けることができた。

結論にかえて
日本の仏領インドシナ侵攻、およびその後の占領は、東アジアと第二次世界大戦の歴
史における転換点をなしている。1945 年 3 月 9 日、日本軍はフランスの植民地機構に対す
る「武力処置」を行い、それが東アジアとフランス帝国の脱植民地化を始動させたことは
これまでも歴史家の指摘するところである 27。その代わりに、1940 年 9 月 23 日の仏印進駐
が、太平洋戦争に至る過程において果たした役割については、あまりに長く忘れ去られて
27

David G. Marr, Vietnam 1945. The Quest for Power, Berkeley, University of California Press, 1995.
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いたのではないだろうか。
本稿の枠組みは当然限定されたものであるが、それでもいくつかの結論を導くことはで
きる。第 1 は、仏印進駐は北部仏印進駐と南部仏印進駐の 2 つに分けることはできない、
ということである。両者は 1 つの政策に由来し、同一の目的に応えるために実行され、そ
の連続性を証明する他の諸々の出来事によって結ばれている。第 2 は、仏印進駐の一番の
目的は中国との戦争ではなく、英領植民地と蘭領植民地を標的とした南進政策の確立に
あったということである。第 3 は、真珠湾攻撃は確かに戦術的には重要な作戦ではあった
が、優先すべき戦略とは決して言えない、ということである。優先すべきは、英領植民地
と蘭領植民地だったからだ。そして仏印進駐が日本の南進の第一歩だったとすれば、それ
はインドシナが日本軍にとってきわめて理想的な拠点だったからだけでなく、外交的に孤
立していたフランスがその格好の餌食だったからである。
最後に第 4 は、仏印進駐が、日独の同盟が結ばれる以前、すでに、日米対立を引き起こ
した危機の出発点となっていた、ということである。その理由はまさに、アメリカが日本
の目的に気づいていたことにある。すなわち、当時の日本は、インドシナの占領をきっか
けに、アジアにおけるイギリス帝国の一部、またはその全部を短期間で奪取しようとして
いた。アメリカは突然、直ちに態度を硬化させた。それが危機へと繋がった。アメリカの
このような態度硬化は日本の軍事的、政治的指導者たちにとって予想外のことだったた
め、危機はより深刻になった。かくして、真珠湾攻撃は、1940 年 9 月 23 日における日本
のランソン攻撃の直接的な帰結として捉えることもできるのである。
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