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ジョージ ･ケナン (GeorgeF.Kennan)は,冷戦

期の米国外交を特徴づけた ｢封 じ込め政策｣(co n-

tainmentPolicy)の提唱者 として知 られているO彼

の名を世上に知らしめるきっかけとなった ｢ソ連の

行動の源泉｣ とい う論文 において,ケナンはソ連

邦 をアメリカの ｢政治的敵｣ と定義 し,アメリカ

はその持てるすべての手段 を行使することによっ

て,ソ連を ｢封 じ込め｣るよう訴えていたのである

([Kennan]Ⅹ1947:575-576,580)｡｢冷戟｣ とい う

政治現象は,第三世界における地域紛争など,い く

つかの要因から構成されていたと考えられるが,最

も中心的な要素は,言うまでもなく米ソの巨大な核

兵器体系を背景にした東西の軍事的対峠状況であっ

4. アナソン国務長官の態度

5. 二つの選択

Ⅳ. ケナンの長文覚書 ｢原子力国際管理｣

1. 核兵器に関する本質的諸問題の検討

(1) ｢必要不可欠｣か ｢過剰抑止｣か

(2) 核兵器と通常兵器

(3) ケナンの戟争観と冷戦

2. 冷戦状況と核

(1〕 西欧防衛と核

(2)米国国内世論と核
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むすびにかえて

た｡ しかも,米ソによる核の技術開発 とそれに伴う

新戦略の展開は,冷戦を昂進させる重大なモメント

であった｡核兵器は冷奴を激化させただけでなく,

むしろ核をめぐる戦略論争そのものが冷戦の一部を

構成 していたと言ってよい｡核軍拡競争 と東西の軍

事的対峠状況は,冷戦の代名詞であったとさえ言う

ことができよう｡

ところで,近年米国において盛んとなっているケ

ナン研究によれば,ケナンは既に1940年代末から核

兵器に対 して厳 しい批判的態度を示 していたという

ことが指摘 されている｡我々の記憶に新 しいところ

で も,1980年代前半の ｢第二次冷戦｣ において,

レーガン政権のパーシンダⅠⅠミサイルの欧州配備

に反対を表明した知識人の ｢四人組｣の中にケナン

の名 を見 出す こ とがで きる し (Bundy1985:23-

38),ケナ ン自身の著作 において も,彼の核 に対
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する批判的態度を確認することができる (KeIman

1983C)｡であるからと言って,ケナンがソ連をアメ

リカにとって敵対的な国家ではなくなったと考える

ようになったわけではない｡確かにソ連に対する警

戒感は,時とともに薄 くなったようにも思われる

が,それはソ連がアメリカの政治的敵対者ではなく

なったということを意味したわけではないのである

(ケナン 1979:第11章一第13章)｡

冷戦が東西の軍事的対立を軸にして展開されてき

たことを考えると,対ソ ｢封 じ込め｣を提唱した人

物が,同時に核兵器に対 して批判的となるのは極め

て矛盾 した態度のように思われる｡そこで本稿で

紘,ソ連を政治的敵対者と見倣 しその ｢封 じ込め｣

を唱えた人物が,一体何故,同時に核兵器に対 して

も批判的になり得たのか,その論理を探 り,ケナン

の核兵器観とでも言ったものを明らかにしたい｡

本稿ではまず,冷戦初期におけるアメリカの核政

策1)を概観し,その中における核兵器の位置付けを

見定めたうえで,1950年 1月,ケナンが一時的に国

務省を去る直前に提出した長文覚書の成立過程とそ

の内容を検証する｡同覚書に注目するのは,すでに

この40年以上以前の文書の中にケナンの核兵器観が

凝縮されているように思われるうえ,核兵器のあり

方に関する本質的問題が提起されていると考えらjt

るからである｡さらに近年のケナン研究は,ケナン

が核兵器に対 して批判的態度を示 していたことは指

摘 しているが,その論理を十分掘 り下げて検証する

には至っていないように思われるので,そのような

研究上の欠落部分を補うことも本稿の重要な課題で

ある｡

本格的なケナン研究の嘱矢とも言うべきギヤデイ

ス OohnGaddis)の研究においてさえ,ケナンが軍

事力の果たす役割に一定の意義を兄い出していたこ

とを指摘 しつつも (Gaddis1982:39),核兵器に対

するケナンの見解を十分に掘 り下げているとは言い

難いと言わなければならない｡確かに,本稿でも取

りとげるケナンの長文覚書に言及したうえで,ケナ

ンが核を合理的な政策目的の達成のためには役に立

たないと考えていたことを指摘 し,この長文覚書の

主要論点を,平時における ｢最小限抑止｣(min血um

deterrence)の維持と,戦時における ｢先制不使用｣

(no丘rstuse)の原則 を提唱 した点に求めている

(Gaddis1982:79-80)こと自体は誤 りではない｡だ

が,それでは何故ケナンが核兵器に対 してそのよう

な見解を抱 くようになったのかという,歴史的,請

理的背景についてはほとんど語られていないのであ

る｡

伝記的研究としては現在のところ最も包括的なメ

イヤーズ (DavidMayers)の研究も,ケナンの核兵

器観に関する限り十分なものではないOギヤデイス

ほど体系的に解明されていないうえ,特に新しい視

点を提示することにも成功 していないのであるO メ

イヤーズも, ｢先制不使用｣の考え方を指摘 し,ケ

ナンが戦争を,あくまで目的達成のための手段であ

ると考えていたと述べている (Mayers1988:307-

308)｡ しか し全体 としてケナンの核兵器に対する

批判的態度を概観するにとどまっている (Mayers

1988:303-310)と言わざるを得ない｡ただしメイ

ヤーズは,その研究の性質上,ケナンと核兵器との

関係について多少の歴史的背景に関する知見を与え

て くれている (Mayers1988:304-306)｡ケナン研

究における ｢修正主義｣(revisionism)を自認するヒ

クソン (WalterHixson)の研究もそれほど大きな違

いはない｡やはりケナンが核兵器を合理的な目的達

成のための手段 として不適当であると考えていたこ

とを指摘 したうえで,核の先制使用を前提とする政

策よりも原子力国際管理を試みた方が危険が小さい

と主張 していたと述べるにとどまっている (Hixson

1989:91,93)｡ヒクソンの場合, ｢封 じ込め｣の軍

事化の過程という視点からケナンの長文覚書を分析

しているのが特色であるが,この特色でさえ現在の

研究水準から見れば新鮮な視点であると言うことは

出来ない｡

ミスキャンブル (WilsonMiscamble)の研究は,

現在のところケナンと核兵器との関係について最も

まとまった分量の叙述をしている (Miscamble1992:

298-313)が,やはり十分なものではない｡むしろ

ミスキャンブルの場合には,ケナンの思想や構想そ

のものよりも,様々な政策的課題についての決定過

程に分析の重点を置いているため (Miscamble1992:

Xi-xii),ケナンの核兵器観そのものについては,秦

面的な検証 しか行なわれていないような印象さえ受

ける｡これとは逆に,ケナンの思想について赦密か

つ重厚 な分析 を加 えたステファンソン (Anders

Stephanson)の研究においては,何故かケナンの核

兵器観についてのまとまった記述を兄い出すことが

できない (Stephanson1989)｡ケナンの国務省在職

中の期l郡 こ焦点を絞った研究において,ケナンと核

兵器との関連についての分析が見られないのは不可

解であると言わざるを得ない｡

また近年,わが国においてもケナン研究が進めら

れているが,その最初の本格的研究である佐々木卓
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也 『封じ込めの形成と変容』においても,やはり上

記と同様の問題があることを指摘しなければならな

い (佐々木 1993:17ト172)｡また佐々木は,ケナ

ンが ｢大量破壊兵器に対する倫理的 ･道義的反発を

深めるに伴い,この兵器が米ソ関係,冷奴にもたら

す意味合いを検討 しようとはしなかった｣(佐々木

1993:184)と述べているが,この評価は表面的に過

ぎるように思われる｡ケナンが核兵器に対して ｢倫

理的 ･道義的反発｣を感じていたことは確かである

が,それだけがケナンの核兵器に対する否定的態度

をもたらした理由ではない｡ギヤデイスやメイヤー

ズが指摘したように,目的と手段との均衡を取るべ

きであるという考え方を持っていたことに加えて,

ケナンはアメリカの国内世論のあり方に対する不信

感に基づいて,まさに核兵器が ｢米ソ関係,冷戦に

もたらす意味合い｣について考察 していたのであ

り,その間題は彼の長文覚書における重要な論点の

一つを構成していたのである｡

以上のように,従来の研究はケナンの核兵器観に

ついて十分掘 り下げた議論を展開するには至ってい

ない｡ケナン研究が進む中で,彼の核兵器観につい

ては,大きな空白として残されているというのが現

状なのである｡

Ⅰ. 冷戦初期米国の核政策 (1945-1948)

1. 戦後軍事計画と原爆

まず我々は,ケナンの核兵器観を明らかにするた

めの前提として,1945年以降のアメリカの核政策に

ついて若干の紙幅をさかなければならない｡

第二次大戦中の ｢マンハッタン計画｣によって開

発された原子爆弾は,広島と長崎においてその効果

を ｢証明｣され,大数を終結へ導いた｡だが,戦後

数年間,具体的には1947年まで,この新兵器はアメ

リカの軍事政策の中で独占的地位を占めていたわけ

ではなかった｡大戦終結後の急速かつ大量の復員

は,｢マンハッタン工兵管区｣やロスアラモス研究

所にも及び,人員の整理縮小の波をまぬがれること

はできなかったのである (Rosenberg1979:65-66)0

ロバー ト･アー ト(RobertArt)によれば,この時

期における核政策の停滞は以下のような四つの要因

によって説明されるという (Art1991:60-62)｡

第一は,上に述べたような復員の影響があったこ

とであるが,第二の要因としては,当時軍部の間で

原爆をどのように扱うかという点について意見の一

致が得らjtず,陸海空軍とも原爆開発計画を継続さ

せることに大きな利益を見出してはいなかったとい

うことが指摘されている｡[尚,一九四七年の国家

安全保障法が成立するまで,空軍は陸軍から独立し

ておらず,正確には陸軍航空隊とすべきであるが,

ここでは便宜上,同法成立の前後を問わず空軍とす

る｡]三軍とも第二次大戦の教訓から独自の戦後軍

事力整備構想をもっていたが原爆はその中に含まれ

てはいなかったのである｡空軍は70個航空団の整備

を目指し,陸軍は大量の兵員を急速に動員すること

ができるようにするため,国民的軍事訓練 (Univer-

salMilitaryTraining)制度を作ろうとしていた｡さ

らに,海軍は,その ｢新計画第二号｣(̀NewPlan

No.2りにおいて,空母12隻を根幹とする大艦隊を

保有するつもりであった｡しかし,これらはすべて

原爆が開発される以前に立案さjtた計画であった0

第三に,1946年後半以降,アメリカは国連におい

て原子力の国際管理を求めるようになっており,少

なくともそれが公式には トルーマン政権の態度で

あったということが指摘で きる｡｢バルーク案｣

(theBaruchPlan)として知られるアメリカの提案

は,国際機関を設置し,その機関が原子力に関する

全ての面に対して独占的管理権を持つようにすると

いうものであった｡この案はアメリカの核独占をお

それたソ連の反対によって成立することを妨げられ

ていたが,アメリカが国連という場で提出した公式

の政策であった｡

第四の要因は,1947年まで主要な対外政策立案者

が,アメリカに対する軍事的脅威が存在していると

は考えていなかったということである｡当時におい

て彼らが認識 したのは,政治的かつ経済的な脅威で

あり,ソ連に対する原爆攻撃部隊を拡大し即応性を

高める必要があるとは考えられていなかったのであ

る｡しかも,アメリカ政府内には,依然としてソ連

との協調が可能であるとする考えも残っていた｡

以上のような諸要因によって,大戦終結後から

1947年までの間,アメリカの核政策に大きな ｢進

展｣を見ることはなかった｡そして,このことを端

的に示しているのが当時の原爆保有数とその運搬手

段たる爆撃機の保有数である｡表 1は,よく知られ

ているローゼンバーグ (DavidRosenberg)の研究

(Rosenberg1982:25-30)に基づいて作成 したもの

であるが,1945および46年の両年の間にアメリカが

保有していた原爆の数は,意外に少なかったことが

わかる｡1945年の保有数はわずかに2発であり,同

46年のそれは9発にすぎない｡しかも,この9発と

いう数字は実験に便わjtた2発を含んでいるかもし
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原爆保有数 原爆搭載可能爆撃機数

1945年 6月30日 2(発) 1946年 1月 27(機)(B-29(爆撃機))

1946,6,30 9
1946,12,31 23 (B-29)

1947,6,30 13
1948,3, 1 35 (B-29)

1948,6,30 501949,6,30 ?

1948,12, 1 60 (B-29)(38機)
(B-50)(18機)
(B-36)(4機)

1949, 1月 121 (B-29)(66機)
(B-50)(38機)

(B-36)(17機)

1950,6,30 (少なくとも)292 1950, 1, 1 225 (B-29)(95機)(B-50)(96機)

1950,7, 1 264 (内訳不明)

1951,1, 1 (約)400

(出典) DavidAlanRosenberg,"U.S.NuclearStockpile,1945to1950",p.26Tablel及びp.30
Table2より作成｡
(TheBulletmoftheAtomicScientists,Vol.38,No.5,May1982)
なお,1948年までの原爆はすべて ｢内発

れないということなので,実質的には7発であった

可能性2)もある (Rosenberg1982:26)｡また当時の

巨大な爆弾 (長崎に投下されたものと同型のマーク

3型(Mark3))を搭載することができるように改造

されたB-29爆撃機の数は,1946年末には23機に過

ぎなかった (表 1参照)｡この23機 (1946年当初は

27機)は,すべてニューメキシコ州のロスウェル空

軍基地 (RoswellArmyAirForceBase)にあった第

五〇九爆撃隊に所属していた｡しかも,原爆組立要

員チームは1946年に解散され,翌47年12月まで再編

成されなかったという｡つまり当時アメリカが保有

していた原爆はすべて組み立てられていなかったわ

けである｡当時の原爆を実戦使用のために整備する

には,1発あたり24人の人員が二日間作業しなけれ

ばならなかったと伝えられている (Rosenberg1979:

65)0

このように,1946年までアメリカの核政策は停滞

していたのであるが,表 1に明らかなように,1948

年を境にして原爆保有数の増加が顕著になり,1950

年には300発近くにまで達 し飛躍的に増加 している｡

これに歩調を合わせて原爆搭載用の爆撃機も増強さ

れ,1948年3月には35機であったものが同年末には

60機 となり,さらに1949年 1月には121機に達して

いる｡そして,-年後の1950年 1月には,225機に

(imploslOn)｣型である｡

倍増 しているのである｡ しかも1948年12月以降は,

ち-29だけでなく新型の B-50や B-36なども実戦

配備 されるようになっている｡つまり,1948年以

降,原爆保有数においても爆撃機数においても飛躍

的な増加をとげ,アメリカの核戦力は顕著な増強を

見るに至ったと言うことができよう｡冷戦の進展に

応じて,アメリカの核戦力は着実に増強されていっ

たのである｡

先にもふれたアー トの研究によれば,1947年初頭

から,1950年6月の朝鮮戦争までの期間中には,核

戦力に関して三つの画期があったというO 第-は,

1947年 1月に原子力委員会 (AtomicEnergyCom-

mission:AEC)が設立され,それに伴い原爆保有量

の増加が可能になったこと｡第二は,1948年のベル

リン危機をきっかけとして,ある程度まで核戦力の

即応性が高まったこと｡第三は,いうまでもなく,

1950年 1月にトルーマン (HarryS.Truman)大統領

が水爆開発を決定 したことである (Art1991:63)Q

表 1を見てもわかるように,1947年の原爆保有数

は13発であり,前年と比べてそれほど増加したわけ

ではないが,原子力委員会の設立によってその後の

増加に道を開いたとすれば,やはり重要な年であっ

たと言えよう｡だが,47年中には原爆増強の体制が

一応整備されたが,実質的な核戦力の増強には至ら
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ず,48年以降に持ちこされた｡この意味で1947年

は,それまでの停滞とその後の増強の間にはさまれ

た端境期であったと言うこともできよう｡

2. 米国核政策の転機 (1948)

(1)NSC-30の成立

我々が課題としているケナンの核兵器観を探るた

めに重要な手がか つとなる出来事は,やはり1948年

以降に生起している｡研究者によっては1948年をア

メリカの核政策における一つの転換点とすることも

あるのである (Kincade1991:36-37)｡

1948年が転換点となったのは以下のような二つの

理由によると思われる｡一つは,チェコスロヴァキ

ア政変やベルリン封鎖などに代表される国際情勢で

ある｡また,春以降アメリカは北大西洋条約の締結

へ向けて作業を始めることになるが,このことはア

メリカの軍事戦略に大きな影響を与えることにな

り,その影響は核政策にも波及せざるを得なかった

と考えられる｡二つめの理由は,原爆製造における

技術革新である｡原爆保有量を増加させるために

は,それまでより効率的かつ大量に原爆を製造する

ことができるようにならなければならないことは言

うまでもない｡それを可能にする技術が得られたの

が1948年であった｡

2月のチェコ政変や4月のベルリン封鎖という緊

張した世界情勢は,米ソ戦勃発の可能性をいやが上

にも高めていったが,1948年 5月19日,ロイヤル

(KennethRoyau)陸軍長官は国家安全保障会議

(NationalSecurityCouncil:NSC)に覚書を回付 し,

対ソ戦発生の場合の原爆使用問題を接起し,その検

討を求めた｡ロイヤルはすでに陸軍が原爆使用を前

提として対ソ作戟計画を立案していることを明らか

にし,指揮および管理権,原爆戦争計画の全体的軍

事戦略への組み込み,原爆製造のための人員や原料

の配分,さらには原爆使用に伴う道義的問題など,

原爆にまつわる諸問題を総体的に明らかにするよう

要請していた3)｡ロイヤルが覚書を回送したその日

に統合参謀本部 OointChiefsofStaff:JCS)は,舵

合緊急戦争計画 UointEmergencyWarPlan)として

｢ハーフムーン｣(Halfmoon)作戦を承認 していた.

この作戦計画では,ソ連の戦争遂行能力を構成する

重大な要素に対する原爆攻撃を実施することになっ

ていた｡しかも,｢ハーフムーン｣に基づ く空軍の

作戦計画 ｢ハロー｣(Harrow)作戦は,ソ連の20都

市に対して50発の原爆を投下し,ソ連工業能力の50

パーセントを麻痔させることを企図していたのであ

る (Rosenberg1979:68)4)｡
5月 5E]には,すでに統合参謀本部は ｢ハーフ

ムーン｣について トルーマンに対する要旨報告を

行っていた｡だが, トルーマンは原爆使用を前提と

した ｢ハーフムーン｣に難色を示し,通常戦力のみ

に基づく代替作戦計画を立案するよう同本部に指示

していた｡しかし,ベルリン危機が進む中でこの代

替計画は放棄され,原爆使用を前提とした作戦計画

が生き残ることになったのである｡また, トルーマ

ンは1950会計年度の国防費の上限を144億 ドルに抑

制することを指示していたが,皮肉にもこの健全財

政を目指した措置が軍部の原爆依存を強めることに

なってしまった｡というのは,設定された予算配分

では,ソ連に対抗するために十分な通常戦力を整備

することが不可能であり,原爆の使用を避けること

はできなかったからである (Rosenberg1979:68-

69)0

このように軍の対ソ作戦計画の立案が進展してい

くのに歩調を合わせて,9月にトルーマンは ｢原爆

戦争に関するアメリカの政策｣という表題の国家安

全保障会議文書第30号 (NSC-30)を承認し,対ソ作

戦計画 ｢ハーフムーン｣は各司令官に配布されたの

であった (Kincade1991:37)5)0

この NSC-30は,アメリカが第二次大戦後初めて

その核政策を公式に定めたものであったQローゼン

バーグによれば,1945年から60年までの間,アメリ

カの核戦略は以下の三つのレベルにおいて発展して

きたという｡第一は,大統領の承認を得て国家安全

保障会議が定める政策であり,国の最高度のレベル

における決定である｡第二のレベルは,軍の作戦計

画立案者,統合参謀本部などであり,彼らは第-の

レベルで定めた高度の政策方針に沿って,政策目的

達成のための戦略計画を具体的に立案する｡そして

第三のレベルでは,第二のレベルで定められた戦略

計画に合わせて実際の攻撃作戦計画を繰 り,また

攻撃目標を設定するのである｡このレベルでは主

に戦略空軍 (StrategicAirCommand:SAC)や空

軍の情報担当部門が,その役割を果たすのである

(Rosenberg1984:119)0

NSC-30は,言うまでもなく,この第-のレベル

すなわち国の最高度の政策方針を定めたものであ

る｡つまり,アメリカは,1948年になってようやく

統一的な核政策を持つに至ったというわけである｡

1959年に至るまで,NSC-30は大統領の承認をうけ

て原爆戦争に関する全般的な政策を定めた国家安全

保障会議唯一の政策方針であり続けたとさえ言われ
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ている (Rosenberg1984:123)｡それでは,同文書

はどのような内容を持っていたのであろうか｡

NSC-30の結論は,ごく単純なものである｡第-

は,戦争が勃発 した場合にそなえて,軍部は原爆を

含めてあらゆる手段を使う準備を整えておくこと｡

第二は,原爆使用の決定は行政府の長,すなわち大

統領によって行われるべきであること｡そして,そ

れ以外の問題については,状況が流動的なため何の

行動も取るべきではないとされていたのである｡こ

のような結論を導 くに至った背景には,当時のアメ

リカが置かれていた状況が直接影響を与えている｡

まず何といっても,当時においては将来戦がどのよ

うな形態をとるかが明確でなく,原爆の使用あるい

は非使用を決定することは不可能であった｡だが一

方では,酉ヨーロッパの諸国民に安心感を与えるた

めには,原爆使用を前提とした作戦計画を立案せざ

るを得ないという状況も存在 していた｡ソ連の軍事

力を相殺することができるのは,アメリカの原爆以

外にはないと考えられていたのである｡また,1930

年代の教訓から,アメリカが軍事的に弱体でいる

と,かえって侵略を招 くおそれがあるとも信 じられ

ていた｡さらに原子力の匡l際管理問題が存在 してい

たことを,アメリカは考慮に入れざるを得なかっ

た｡もっとも国際管理が不可能な状況の中において

は,アメリカは原爆を使用 しないということにコ

ミットするべきではないと考えられていたのではあ

るけれども｡

要するにNSC-30は,原爆使用問題に関しては,

大統領がアメリカの置かれた状況に応じて決定を下

すということを確認 したものであったのである｡ア

メリカはあくまで原爆の使用あるいは非使用につい

て,自由に決定することができなければならないの

であった｡軍部は,大統領が原爆を使用するという

決定を下す場合に備えて,原爆使用の準備だけは整

えておく,という論理が展開されたのである6)｡

しか し,国務省極東局長バターワース (Walton

Butterworth)が指摘 したように,軍部が原爆使用の

準備をととのえるということは,実際上原爆を使用

することを決定 したのも同然であった7)｡すでに見

たように, トルーマンが NSC-30を承認 した1948年

9月には,原爆使用 を前提 とした対 ソ作戦計 画

｢ハーフムーン｣が各司令官に配布されていたので

ある｡NSC-30は依然として多 くの不確定要素を含

んでいたとはいえ,対ソ戦を遂行することになった

場合にアメリカは原爆を使用するということが,事

実上の了解事項となったことを示すものであった｡

ある研究者によれば,NSC-30が未解決の問題とし

て残 した稔も重要な論点は,原爆を使用するかどう

かでなく,｢いつどのようにして｣使用するか,と

いうことであったのである (Herken1988:269;Will

liamson1993:91)｡

(2)原爆製造における技術革新

さて,ここで1948年をアメリカ核政策の転換点と

見る第二の理由,すなわち原爆製造における技術革

新について述べておきたい｡

1946年 6月30日および7月24日に,アメリカは太

平洋のマーシャル諸島にあるビキニ環礁において

原爆実験 を行ったOこの実験は ｢クロスローズ｣

(Crossroads)作戦 と呼ばれたが,同実験はマーク

3型原爆を使用 して行われ,翌47年 6月に実験の報

告書が統合参謀本部に提出された｡同本部の評価委

員会 OCSEvaluationBoard)が提出した報告書は,

原爆は艦艇や陸軍部隊に対して使用するより,都市

部の工業地帯に対 して使用するべきであると勧告 し

ていた｡統合参謀本部は,原爆を戦争における決定

的な兵器であるとは考えていなかったものの,原爆

の能力に関しては大きな自信を持つに至ったといわ

れている (Art1991:14;Rosenberg1982:26,･Rosen-

berg1979:67)｡だが,1947年末に至って も原爆

(マーク3型)の保有量がそれほど増加 していなかっ

たのは先の表 1に見たとおりである｡1948年に入る

と,国際情勢の悪化から統合参謀本部は対ソ作戦計

画を立案 し,その中で原爆の保有数を増加させる必

要性が生じてきた｡そこで軍部は,1948年春にエニ

ウェ トク環礁で ｢サンドス トーン｣(Sandstone)作

乾と名付けた原爆実験 を行 うことになった｡この

｢サンドス トーン｣実験に使用されたのは,新式の

マーク4型爆弾であり,実験は成功であった｡マー

ク4型は性能において同3型をはるかに凌駕し,フ

ル トこウムとウラン235をより ｢効率的｣に利用す

ることが可能となったのである｡マーク4型の実験

が成功したことによって,軍都は近い将来において

より強力な原爆の保有量を大幅に増加させることが

可能になったのであった (Rosenberg1982:28;WI卜

1iamson1993:108)0

1948年末に至るまで,アメリカが保有 していた原

爆はすべてマーク3型であ り,長崎に投下された

｢ファットマン｣ と同型のものであった｡アメリカ

軍部にとっては,長崎を消滅させたのと同型のマー

ク3型は,あくまで ｢実験兵器｣(laboratoryweapl

on)に過ぎなかった (Rosenberg1979:66)｡これに

対してマーク4型は,より｢実戦的｣であった｡1949
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年以降アメリカの原爆保有量の急速な増加は,マー

ク4型を導入して初めて可能になったのである｡ア

メリカは,より破壊力の大きい原爆を効率的かつ大

量に製造することが出来るようになっていた｡ま

た,こjtによって,統合参謀本部の対ソ作戦計画に

おいて原爆の果たす役割はますます大 きくなって

いったのであった｡

1948年10月に戦略空軍司令官となったカーナス ･

ルメ- (CurtisLeMay)将軍は,ソ連に対する原爆

攻撃のための作戦立案に極めて熱心であった｡彼の

下で立案された ｢戦略空軍緊急作戦計画1-49｣(SAC

EmergencyWarPlan1-49)紘,ソ連に対する一回

の大規模空爆で,保有する原爆のすべてを使用する

ことが可能になる程度まで,戦略空軍を強化するこ

とを求めていた (Rosenberg1979:70)｡表 1に示 し

たように,1948年末以降,原爆搭載可能な爆撃機数

が急速に増加 していったのは,このような理由から

であったOまた,ルメ-は対ソ予防戟争論の急先鋒

でもあったのである (Bullite1990:373)0

以上のように1948年は,戦後アメリカの核政策が

活発化する最初の契機となった年であり,その意味

で転換点であった｡NSC-30は,対ソ戦が発生 した

場合に原爆を使用するという点に関して,アメリカ

政府の首脳部が事実上了解 したことを示したもので

あったし, ｢サンドストーン｣作戦においてマーク

4型原爆の実験に成功 したことは,その後のアメリ

カの原爆保有量を飛躍的に増加させることを可能に

したのである｡

こうして原爆を大量に保有し,戦時にはそれを使

用するという原則が導入されたのであるが,このこ

とは当然のことながら一体どのような目的を達成す

るために原爆を使用するのか,という問題を提起す

ることになるであろう｡この間題に対する回答を与

えているのが他でもなく,アメリカの対 ソ政策目

的を定めた国家安全保障会議文書第 20/4号 (NSC-

20/4)である｡NSC-30が,対 ソ戟発生の場合の

｢手段｣を定めたものであったとするならば,NSC-

20/4はその ｢目的｣について述べたものであった｡

この両文書の成立に相互作用があったか否かは今の

ところ明らかにし得ないが,少なくとも論理的には

｢目的｣ と ｢手段｣ という関連性があると認められ

る｡

NSC-20/4は,ソ連の目的は世界支配であると述

べてはいるものの,ソ連の脅威を政治的なものであ

るとしており8),この点ではケナンの ｢封 じこめ｣

構想の影響を受けている｡ケナンは,NCS-20/4の

母体の一つとなった政策企画本部文書第38号 (PPS-

38)において,ソ連に対するアメリカの目的として

次の二点を挙げていた｡

A. 国際社会の平和と安定に脅威とならない程度にま

で,モスクワの権力と影響力を減殺すること｡

B. ソ連政府が奉じている国際関係についての理論と,

その実践に対して,基本的な変化を生じさせるこ

と9)｡

つまりケナンは,ソ連をアメリカにとって敵対的

な国家であると見倣 してはいたが,ソ連という国家

そのものを打倒することを構想 していたわけではな

かった｡ギヤデイスによれば, ｢封 じ込め｣の主要

目的はソ連の膨張主義を抑えることであり (Gaddis

1982:34),そのためには第二次大戦における敗北

によって疲弊した ドイツと日本の復興を図り,ユー

ラシア大陸における勢力の均衡を回復させる必要が

あった (Gaddis1982:37,39,55)｡またそjl故にこ

そ,マーシャル .プランのような経済復興計画が重

要な役割を果たすと考えられていたのである (鈴木

1987:18)0

このようなケナンの構想は大筋において NSC-

20/4に反映されていたのであるが,一方では国家

安全保障会議事務局も大きな影響力を持っており,

軍事問題に関する評価には同事務局の見解も反映さ

れていたのである10)｡例えば,この NSC-20/4にお

いては,1955年までにソ連はアメリカ本土に対して

原爆や生物化学兵器を使用する深刻な空爆能力を持

つと予想されていた｡しかし,同文書ではアメリカ

がソ連に対して原爆を使用する,ということは述べ

られていない｡唯一それを暗示しているのは,平時

の対ソ目的を達成するための手段として,軍事的即

応体制の水準を引き上げ,それをソ連の攻勢に対す

る抑止力として必要な限り維持する,とされている

部分のみである｡また,平時の対ソ目的を達成する

ための手段は明確に提示されているのに対し,戦時

の目的を果たすための手段は全 く示されていない｡

対ソ戦が発生した場合に関しては,対ソ戦争目的だ

けが提示されているのである11)｡ したがって,国家

安全保障会議のレベルで,対ソ戟発生の場合の手段

について包括的に述べられているのは,NSC-30の

みである｡論理的にNSC-30を,NSC-20/4の対ソ

戦争目的達成のための手段と見なさざるを得ないゆ

えんである｡

先に筆者は1948年をもってアメリカ核政策の転換

点であると主張 したが,NSC-20/4の成立 (1948年
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11月)をも含めて考察するとするならば,同年はさ

らに大きな意義をもったものであると判断しなけれ

ばならない｡つまり,アメリカは,1948年になると

ソ連に対する政策目的を設定し,またその手段につ

いても定めたのであり,ソ連に対する軍事外交戦略

がようやく明確な形を取るようになったのである｡

そして,このような状況の下において,核政策の転

換も行われたのである｡ただし,ある研究が指摘し

ているように,いつどのようにして原爆を使用する

かという点に関しては,国家安全保障会議は明確な

方針を打ち出すには至らなかった (Rosenberg1984:

124)｡

3. ケナンの初期的原爆観

(1)NSC-30とケナン

ところで,前項で指摘 したように,ケナンは

NSC-20/4の成立にあたって大きな影響力を持って

いたが,NSC-30に対してはどうであったのであろ

うか｡アメリカの軍事外交戦略の目的を設定するの

に大きな役割を果たしたケナンは,その日的を達成

するための手段に対しても無関心ではいられないは

ずである｡結論から先に言えば,NSC-30は空軍が

提出 した文書を母体 としてお り (Rosenberg1979:

69),文書の起草そのものに関する限り,ケナンは

全 く関与 していない｡だが,NSC-30が国家安全保

障会議で承認を受けるまでの過程で,若干の役割を

果たしている｡そして,その役割は我々の関心から

見て非常に興味深い｡なお,ギヤデイスを始めとす

る従来のケナン研究では,NSC-30との関連からケ

ナンの核兵器観を探るという試みは全 くなされてお

らず,研究上の大きな空白となっていたことを指

摘 しておきたい (Gaddis1982:Chap.2&3;Mayers

1988:303-311;Hixson1989:38-39,90-96)0
対ソ戟発生の場合の原爆使用問題にケナンが初め

てかかわりをもったのは,空軍側との会談において

であった｡期日は不明であるが,1948年のしかも

NSC-30が承認される数カ月前に,ケナンはこの間

題に関与したのである｡当時,対ソ作戦計画を立案

していた空軍の作戦立案者は,ソ連に関する情報の

不足に悩んでおり,旧ドイツ軍が使用した空中偵察

写真や,はては帝政ロシア時代の地図までも利用し

たほどであったといわれている (Rosenberg1982:

29)｡空軍がこのような苦労をしていたのは,いう

までもなく原爆を使用する空爆のための攻撃目標を

設定するためであった｡ソ連国内のどこにどのよう

な工場や基地があるかを知らなければ,ソ連に対す

る空爆作戦を立案することは不可能である｡また,

表1で見たようにアメリカの原爆保有数が限られて

いた当時にあっては,この間題は一層重要であっ

た｡空軍が国務省側の協力を求めたことは,全く当

然の措置であったと言えよう｡

国務省側では,ケナン,さらにはその友人であっ

たボーレン (CharlesE.Bohlen)と,ヨーロッパ局

長代理 トンプソン (LlewellynE.Thompson.Jr.)を

空軍との会談に出席させた12)｡この会談は非公式な

ものであるとされていたが,空軍側はケナンやボー

レンから貴重な情報を得たと思われる｡回顧録の中

で述べられているように,ケナンは第二次大戦終結

直後にソ連国内を旅行 したことがあったのである

(Kennan1983a:271-274[邦訳,上 :259-262])0
もちろん,ケナンが提供した情報は,空軍が入手し

た情報のわずかな部分を占めただけであったと思わ

れるが,ほんの数年前までソ連に滞在していた人物

の情報であり,当時としては最も新鮮な情報源で

あったかもしれない｡

我々が最も注目しなければならない点は,NSC-

30とその母体となった文書に対するケナンの態度

である｡1948年 7月に,空軍が NSC-30の母体 と

なった文書を国務省に提出すると,ケナンは同文書

に全く同感であり,それを国家安全保障会議に提出

するべきであると進言していたのである｡この進言

に対し,マーシャル長官 (GeorgeC.Marshau)とロ

ヴェット次官 (RobertA.Lovett)は直ちに同意の意

を示 していた｡しかもこの文書は,NSC-30と内容

的にはほとんど同一のものであったという｡9月に

ケナンが書いた覚書では,まず国務長官は国家安全

保障会議において NSC-30を承認すべ きであると

し,その理由として,上に述べた 7月の文書 と

NSC-30の内容がほとんど変化 していないことを挙

げているのである｡具体的に言えば結論部を構成す

る第十二節と第十三節が付け加えられただけであっ

た13)｡ということは,第十二 十三両節を除いたも

のが, 7月に空軍から国務省に提出された文書で

あったことになる｡

第十二節は,既に述べたように,軍部は原爆を含

めたすべての軍事的手段を整えておくということを

確認したものであった｡第十三節も既述したが,原

爆使用に関する決定は大統領が行うべきである旨述

べているのである｡この両節とも,本文で述べられ

た論点をはっきりまとめたものであった (第九節と

第十節を参照せよ)｡また最初からNSC-30に含ま

れていた第十四節も,本文の第十一節をまとめたも
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のである｡第十四節は,将来の紛争において原爆を

使用するか否かという問題と,いついかなる状況で

原爆を使用するかという問題については,さしあた

り決定を先送 りし,当面はこれらの問題に関しては

何も行わないということを述べたものであった14)0

したがって,空軍が国務省 に提出 した文書 と

NSC-30は,内容においてほとんど同一のものであ

るとしたケナンの主張には,何ら問題はないと言っ

てよい｡ということは,ケナンは NSC-30において

示されたアメリカ核政策の基本方針を,早くから肯

定的に評価 していたことになる｡ここで,我々が想

起しなければならないことは,先に述べた国務省極

東局長バ ターワースの NSC-30に対する批判であ

る｡すなわち,軍部が原爆を含めた全ての軍事的手

段を整えるということは,事実上,対ソ戦が発生 し

た場合において原爆を使用するということを決定 し

たも同然ではないかという批判である15)｡

このような批判が国務省内から出たにもかかわら

ず,何故ケナンはNSC-30を受け入れていたのであ

ろうか｡その理由を明確に示す資料は,さしあたり

兄い出すことはできないが,ソ連の原爆実験が成功

するまでの期間中ケナンが原爆に対してどのような

見解を持っていたかという点に関しては,断片的な

がらも検証することが可能である｡

(2) ケナンと原爆 (1945-1947)

ケナンが原爆に関する自らの見解を示した最も初

期のものは,1945年 9月30日にモスクワからワシン

トンへ送った公電の中に見ることが出来る｡その中

でケナンは,もしソ連が原爆を開発 したならば,そ

のことはアメリカの安全にとって極めて大きな危険

をもたらすことになるであろう,との警告を発 して

いた｡ケナンはそれまでのソ連研究を踏まえた上

で,次のように述べていたのである｡

現在ロシアにおいて権力を掘っている人々や,また予

見し得る将来その権力を握る機会を持っている人々でさ

え,もし原爆を使用することがR･界における自分たちの

権力的地位を大いに改善すると考えたときに,我々に対

して原爆を使用することを一瞬でもためらうであろう,

などという仮説を正当化するものは,ソゲイエト体制

の歴史の中には,何もない (Keman1983a:296,see297

[邦訳,上:281,なお282も参照のこと｡また訳文は多

少変えた｣)0

このようにケナンは,ソ連が原爆を保有 した場合

には,状況によってその使用に踏み切るであろうと

いうことに,何の疑いも持つことはなかった｡した

がって,当然のことながら原爆の秘密,ケナン自身

の表現を使うとするならば ｢合衆国の防衛にとって

死活的に重要ないかなる知識｣も,ソ連側がその利

用に関する管理について ｢十分な保証｣をしない限

り,ソ連に対 して伝えるべ きではないとの立場を

取っていたのであるO アメリカがこのような立場を

守るべきであるというのは,｢私の深い信念｣(my

profoundconviction)であるとさえ述べていたのであ

る (Kennan1983a:297[邦訳,上 :281])0

また,1946年夏にすでにワシントンの国防大学

(NationalWarCollege)教官となっていたケナンは,

ソ連の脅威について市民を啓蒙するための講演旅行

を行ったが,その旅行の過程においても原爆問題に

対 しては上と同様の見解を示 していた｡カリフォ

ルニア州バークレーでの講演 には,原子科学者

(atomicscientists)も出席 してお り,当然のことな

がら原爆に関する問題も注目の的となっていたので

ある｡ケナンは国務省に提出したこの講演の報告書

の中で,この科学者達を批判していた｡すなわち,

これらの科学者は原子力国際管理についてはバルー

ク案を認めてはいるが,同時にソ連の科学者を連れ

てきて原爆の性質について啓発するならば,すべて

がうまく行 くであろうという堅固な信念を持ってい

る,というのである｡特にケナンがいら立ちをおぼ

えた点は,これらの科学者が,ソ連は原爆の破壊力

を知ればその恐怖から国際協力の方を選ぶにちがい

ない,と考えていることであった｡ソ連が原爆の破

壊力を認識すれば,自分たちにその危険が及ばない

ようなやり方で,原爆を使用する方法を兄い出そう

とするだけであるかもしれないという可能性に関し

て,彼ら科学者は全 く認識不足であるというのがケ

ナンの見解であった (Kennan1983a:300-301[邦

釈,上 :285-286])0

こうしたケナンの批判は,やはり彼がソ連に対 し

て原爆の情報を伝えることに否定的見解を持ち,普

たソ連が原爆を保有した場合には,状況によってそ

れを使用するであろうと考えていたことを示 してい

る｡つまり,1946年夏においても,原爆問題に村す

るケナンの態度は,その前年にワシントンあて公竃

で示されたものと異なってはいなかったのである｡

後にケナンは,核兵器に対する批判的態度で人々に

知られるようになるが,この時期は核に対する批判

というより,彼のソ連観に付随した形で核兵器の問

題を認識 し,ソ連が原爆を保有 した場合にはそれを

使用するであろうという点を強調 していたように思

われる｡特に1945年以降数年間,ケナンは第二次大



48

戦中にルーズヴェル ト (FranklinD.Roosevelt)に

よって展開されていた対ソ戦時外交の影響を払拭す

るため,折に,もれて厳 しいソ連認識を示していたO

ケナンにとってソ連邦はアメリカに対して敵対的な

国家であったのであり,戦時中の大同盟もあくまで

便宜的なものでなければならなかった (鈴木 1992:

68,73)｡1946年 2月にケナンがモスクワからワシ

ントンにあてて送った有名な ｢長文公電｣も,1947

年夏に 『フォーリン･アフェア-ズ』(ForeignAf-
fairs)誌に掲載された,いわゆる ｢X一論文｣にお

いても,ケナンはソ連外交の危険性についてくり返

し警鐘を鳴らしていたのである｡

このように,ソ連の敵対性を強調し,アメリカ外

交当局や一般市民のソ連認識を ｢矯正｣させようと

していた時期のケナンにおいては,原爆問題もその

ようなソ連認識の修正のために利用されていたと言

うことができるであろう｡上記二つの事例は,ケナ

ンの核兵器観そのものと言うよりも,むしろ彼の厳

しいソ連認識を反映したものであったと言った方が

正確であるかもしれない｡

なお,後に回顧録を執筆した時には,上に示 した

二つの事例 (1945年 9月のワシントンあて公電と翌

46年夏のバークレーにおける講演の報告書)に対 し

て,ケナンははっきりと誤 りであったとしている｡

前者の公竃は,あくまで1945年当時に入手すること

ができた限られた情報に基づ くものであり,後年に

なって明らかになった知識を持っていたならば決し

て書 くことはなかったであろうと述べている｡ま

た,後者の報告書は,回顧録執筆時に読み返 してみ

ると,｢まるで故ジョン･マッカーシー上院議員か

非米活動委員会の専任コンサルタントの仕事でもや

ろうとしている｣(Kennan1983a:297,301[邦訳,

上 :282,286])かのようであった｡だが,我々とし

ては,ケナンのこのような率直な ｢反省｣に敬意を

払いつつも,第二次大戦終結直後における彼の原爆

に対する態度を,たとえそれが彼のソ連認識に付随

したものであったとしても,歴史的事実としておさ

えておかなければならないであろう｡この時期のケ

ナンの核兵器観はまだ未成熟な段Ii削ことどまってい

たと言うべきであろうか｡

(3) ケナンの原爆観 (1947年以降)

1947年以降になると,原爆に対するケナンの態度

には若干の変化が見らガ1るようになる｡この変化の

原因については必ずしも明確ではないが,おそらく

彼が国防大学の教官を務めていたこと (1946年 4月

-47年 5月まで)とl業日系があるのではないかと思わ

れる｡ケナンは,この時はじめて,政治や軍事とい

う枠組を越えた,より高次の総合的な国家戦略 と

いったものを真剣に学ぶことになったのであるO特

に1946年秋には,｢国家政策の施行における軍事的

手段と非軍事的手段の相互関係｣に焦点をあてた講

義科巨=こ参加していた｡この科目は ｢要するに政治

的戟略的 ドクトリン (strategic-politicaldoctrine)に

関するもの｣16)(Kennan1983a:307-308[邦訳,上 :

292])であった｡さらに国防大学では同僚に当時

イェ-ル大学教授であったバーナー ド･プロデイ

(BemardBrodie)がいた点に注 目する必要があろ

う｡言うまでもなく,プロデイはアメリカ最初の

｢核戟略家｣であり,核兵器の性質に関して鋭い洞

察を示 していたのである (Brodie1946:PartI)｡ケ

ナンがプロデイからどのような影響を受けたかは不

明であるが,1946年秋以降,ケナンはソ連が原爆を

保有 してもそれを実際に使用する可能性は小さいと

いう点を強調するようになる｡そして,同時に核兵

器の持つ抑止力というものに注意を向けるようにな

るのである｡

なお,この時機,すなわち1945年から1947年まで

の間,原子力国際管理について注 目すべ き動 きが

あったことを指摘 しておかなければならない｡第二

次大戦終結後の1945年10月, トルーマンはアメリカ

が原子力の国際管理を目指す方針を明らかにし,翌

11月の米英加首脳会談において国連の下に原子力に

関する委員会 を設置することで合意 した (西崎

1992:50-51)｡そして,1946年 1月には国連総会に

おいて原子力委員会の設置が決議され,国連で原子

力の国際管理問題を討議することになったのであ

るOアメリカは国連における討議に備えて,ディー

ン.アチソン (DeanAcheson)国務次官を長とする

委員会を国務長官の諮問機閲として設置 した｡アチ

ソンの委員会は同委員会の補助機関として別の委員

会を設置し,テネシー河流域開発公社総裁リリエン

ソール (DavldE.Lilienthal)を長 として指名 し,原

子力国際管理問題を検討 させることにした (前田

1981:77-78)｡これらの委員会の活動の成果が,

1946年 3月末に公表された ｢アチソン･リリエン

ソール報告｣であった｡同報告は,原子力の平和利

用を主眼として国際管理を実現 しようとするもの

で,かつまたソ連側が受け入れることができるよう

な提案をすることを目指 したものであった (Herken

1988:155-156)0

1946年3月18日には,すでに国連原子力委員会の

米国代表としてバーナー ド･バルーク (BernardM.
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Baruch)が指名されており,以後バルークとその周

辺の人々が中心となって米国案を検討 していくこと

になる (前 田 1981:85)｡バルーク達は ｢アチソ

ン･リリエンソール報告｣を検討作業の基礎にした

ちのの,同報告の大幅な修正をもくろみ,結果とし

て二つの重大な修正を加えることになった｡その修

正とは,あり得べき国際管理協定の違反に対 しては

厳 しい制裁措置を取るという点,および原子力の問

題に関しては,国連安保理における大国の拒否権を

認めないというものであった (Herken1988:163-

165;西崎 1992:59;前田 1981:89)｡このようなバ

)レークらの修正は,原子力国際管理をアメリカに

とって有利な形で進めることをその主眼としていた

(Herken1988:165-170)｡1946年 6月14日,国連原

子力委員会の第-回会議が開催され,バルーク案が

提出された｡これに対 して6月19日には,ソ連側が

｢グロムイコ案｣を提出し,原爆の生産と保有を禁

止するよう求めた (Herken1988:173-174)｡交渉

は行きづまりとなり,1946年末までには事実上の決

裂を見るに到った｡交渉自体はその後もつづ くが,

アメリカ国務省はバルーク案を撤回せず実質的な進

展は期待することができなくなっていたのである｡

ハーケン (GreggHerken)によれば,1947年の初頭

までに原子力の国際管理に関するアメリカの政策

は確定 され,アメリカは ｢原子のカーテン｣(the

atomiccurtain)をおろしたのであった (Herken1988:

190-191)｡

ケナンが,1945年から46年夏頃まで抱いていた未

熟な原爆観を払拭 し,より洗練された核兵器観に到

達するまでの間に,原子力の国際管理 という問題

は,出口の見えないまま意味のない交渉を続けるだ

けの状態になっていたのである｡なお,この時期に

｢アチソン ･リリエンソール報告｣や ｢バルーク案｣

に対 して,ケナンが直接どのような反応を示してい

たかという点については,筆者が現段階において入

手し得た史料によっては明らかにすることが出来な

い｡この間題は今後の課題として残されていると言

わなければならない｡それでは,国防大学における

研修を経た後に,ケナンは核兵器に対 してどのよう

な見解を持つようになっていたのであろうか｡

1947年 1月,ケナンはアメリカ商工会議所国防委

員会 (NationalDefenseCommittee,ChamberofCom一

merceoftheUnitedStates)でアメリカの軍事政策

に関する講演を行った｡その中でケナンは,ソ連と

の間に原子力管理協定を締結することができる可能

性は′トさくないと,楽観的見通しを述べる一方,実

効性のある協定が成立するまでアメリカは原爆を保

有していなければならないとの立場を明らかにして

いた｡彼自身の言葉に従うならば,｢アメリカ政府

は原爆の生産と保有における優越性を保つという悲

しい義務 (sadduty)を負っている｣ というわけで

ある｡そして,ケナンがこの ｢悲 しい義務｣の存在

を受け入れたのは,実効性のある国際管理協定がで

きるまでのあいだ,原爆という ｢圧倒的報復能力｣

こそが外部からの攻撃に対する最大の抑止力となる

ことが自覚さjtていたからである17)｡ケナンの言う

｢悲 しい義務｣とは,原爆が抑止力を持っていると

いう認識を裏返しに述べたものであった｡

それでは,ソ連が原爆を保有 した場合に,同国は

どのような態度を示すのであろうか｡この点に関し

てもケナンは,1947年になるとそれまでとは異なっ

た考え方を示すようになる｡上の商工会議所におけ

る講演の3ケ月後に,アラバマ州の空軍大学で行っ

た講演がそれを明らかにしている｡講演後の質疑応

答の中で,ソ連が原爆やそれを運搬することのでき

る長距維爆撃機を保有するに至った場合にはより攻

撃的 (o鮎nsive)になるのではないかという質問を

受けたのに対 して,ケナンは以下のような回答を与

えているのである｡

もし,彼らが今言われたような軍事力を持った場合に

は,彼らはそれを最大限心理的に利用するであろう｡ま

ず彼らは自分たちがそういう軍事力を持ったということ

を人々に知らせ,そしてそれを実際に使用するよりも先

に,人々を恐怖させようとするであろう18)｡

このようにケナンは,ソ連が原爆を保有してもそ

jtが直ちに軍事的に攻撃的姿勢につながることを意

味するわけではない,との立場をとるようになって

いる｡とりわけ,実戦的使用よりも心理的利用の方

を重視するであろうという見解は,1945,46年のこ

ろと比較して,明らかに強調点が変化 していると言

うことができるであろう｡では,ソ連が原爆を保有

した場合に,その政策には何の変化も生じないので

あろうか｡

この問いに対する答えを示 しているのが,1948年

6月に提出された政策企画本部文書第33号 (PPS-

33)である｡PPS-33はアメリカの対ソ政策目的を

定めた NSC-20/4が作成 される過程 において,

PPS-38とともに大きな影響を与えた文書である｡

PPS-33とPPS-38はいずれも国家安全保障会議に

提出され,前者 (PPS-33)が NSC-20/2となり,後

者 (PPS-38)が NSC-20/1となったのである19)｡後
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か ら提 出 (8月18El) された PPS-38の方が,

NSC-20/1という若い文書番号が与えられているの

は,PPS-38の方が重要な文書であると考えられた

か らであろう｡ また トルーマ ンの承認 を受けた

NSC-20/4を読んでも,PPS-38(NSC-20/1)の影響

は明確であるのに対 し,PPS-33(NSC-20/2)の影

響を見定めることは必ずしも容易ではない｡さしあ

たり確認できる点は,当面ソ連は意図的に西側に対

して軍事行動を計画していないが偶発戦争の起こる

可能性 を否定で きない としたケナンの評価が,

NSC-20/4(第十六節A項)においても採用 されて

いる点ぐらいである20)｡pps-33は,国家安全保障

会議事務局が自己の見解を述べた NSC-20/3を作成

する過程でかなり修正されたようである21)｡

ソ連が原爆を保有 した場合の問題に関しては,

NSC-20/4では1955年までにソ連はアメリカ本土に

対 して原爆を使用 した空爆ができるようになるであ

ろう, という見通 しが述べ られているだけであ

る22)｡ソ連が原爆を保有 した場合に,その意図がど

のように変化するか,あるいはしないのか,という

点については何も語られてはいない｡つまり,ソ連

の原爆問題に関する限り,NSC-20/4は,その能力

に対する評価は示しているが意図に関する見通 しに

ついては示 されていないのである｡ もっとも,

NSC-20/4は,ソ連の脅威は政治的なものであり軍

事的なものではない,というケナンの見解を受け入

れそれを基調にしているので23),改めて検討する必

要はないと考えられたのであろうか｡それにして

ち,1955年までにはソ連がアメリカに対する原爆攻

撃をすることができるようになるという予測をして

いたのであるから,原爆保有とその後の政策意図に

関する評価が欠落していることは奇妙な印象を受け

るO 先に検証 した NSC-30とも何らかの関連がある

のかもしれない｡

ところが,NSC-20/4の成立 に影響 を与えた同

20/2,すなわち PPS-33においては,ソ連が原爆開

発に成功 した場合の意図の変化について,ケナンの

見解が示されていたのである｡その見解は既にふれ

た商工会議所や空軍大学での講演において示されて

いたものと基本的には同一線上にあったと言うこと

ができる｡

ケナンはまず第-に,政治的安国 (politicalfac-

tors)を考慮するならば,ソ連が原爆使用に踏み切

る可能性は小さいと主張する｡ソ連の指導者は,軍

事的観点からではなく政治的観点から思考している

から,というのがその理由である｡これは具体的に

どのようなことを意味するのか｡それは,ソ連の指

導者達は自らが単にソ連国民の指導者であるだけで

はなく,西側の大都市や工業地帯にいる人々,つま

り西側の共産党を構成する重要な分子の指導者でも

あると考えているということを意味するのである｡

そしてソ連の目的は,そのような地域に対して秘か

な政治的支配 (concealedpoliticaldomination)を及ぼ

すことにあるのであり,原爆によってそれを破壊す

ることではない,というのがケナンの見解であっ

た｡つまり,ソ連が西側に対 して原爆攻撃を行うと

すれば,当然大都市や工業地帯が攻撃目標となるの

であるが,そのような地域にはソ連を指導者と仰 ぐ

各国共産党貝が活動 しているのである｡ソ連が西側

の工業地帯を原爆攻撃することは,ソ連が西側-の

政治的支配を達成するための重要な手段である西側

の共産党員を自らの手で壊滅させることになってし

まう｡ したがって,ソ連の西側に対する政策目的

が,あくまで西側の政治的支配にある以上,原爆攻

撃はあり得ないということになる｡また,第二次世

界大戦の経過にてらしても,ソ連は ドイツ側の一般

市民を目標とした空襲はほとんど行わなかったと主

張 している｡ただし,ソ連が最初に原爆攻撃を受け

た場合には,上のような政治的要因を度外視 して,

西側の工業地帯に対 して容赦のない報復を加えるこ

とになるであろう,とされていた｡

そして,報復の可能性というものが,ソ連側の原

爆使用問題を考察する際に,第二の重要な要l釦 二な

るというのがケナンの見解であった｡すなわち,ち

しソ連側が最初に原爆攻撃を行った場合に,逆に厳

しい報復攻撃を受ける蓋然性が大きいと考えられる

場合には,ソ連側は原爆攻撃の実施を思いとどまる

であろうと考えられたのである｡アメリカが原爆を

保有していればそれがソ連に対する抑止力として機

能し,ソ連の指導者は西側に対する原爆攻撃を敢え

て行うことはないであろうというわけである｡しか

ち,ソ連はアメリカによる原爆攻撃に対して脆弱で

あるというのがケナンの見方であった｡ソ連におい

て政府の重要機関はモスクワとレニングラー ドに集

中しており,両都市とも人口桐密であった｡またソ

連工業は,多くの諸部門が比較的少数の大企業に集

中しているうえ,現存する工場プラントを徹底的に

活用 しようとしているため,原爆による被害を受け

た場合にそjtを補う予備的能力や柔軟性に欠けてい

る,というのがケナンの判断であった｡ したがっ

て,たとえ少数の原爆であってもそれが効果的に使

用された場合には,ソ連全体の工業化計画を何年も
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遅らせることができるし,ソ連の軍事的努力にも深

刻な影響を与えることができるはずであった｡今日

我々の視点から見るとすれば,このようなケナンの

見解は楽観的に過ぎるように思われるが,ともかく

もアメリカの抑止力が機能し得ると考えらjtたこと

は,ソ連が西側に対する原爆攻撃を開始する可能性

を極めて小さなものであると評価することを助けた

といえよう｡ケナンは,以上のような二つの要因,

すなわち(1)ソ連の指導者は政治的観点から思考して

おり,(2)原爆による報復攻撃を受ける可能性を考慮

しなければならない,という要因を指摘することに

よって,ソ連が原爆を保有した場合にその意図をど

のように変化させるかを評価 した｡そして,その結

論は,以上のような二つの重大な要因を考慮する限

り,たとえソ連が原爆の開発に成功したとしても,

同国の政策意図が直ちに攻撃的なものへと変化する

可能性は,おそらくないであろうというものであっ

た24)｡

この結論自体は常識的なものであるが,既に見た

商工会議所や空軍大学での講演をも合わせて考える

と,原爆問題に対するケナンの態度がはっきりして

くる｡すなわち1947,48年においてケナンは,ソ連

が原爆を開発 してもそれだけで攻撃的になることは

ないこと,またソ連が原爆を実際に使用する可能性

は極めて小さい (心理的利用 ･政治的思考)こと,

にもかかわらずアメリカは抑止力として原爆を保持

しておかなければならない (｢悲しい義務｣),とい

う三点に関しては一貫した見解を示すようになって

いたのである｡これらの三点を,1945,46年当時の

原爆問題に対するケナンの見解と比較すると,はっ

きりとした相違があることは明らかであろう｡国防

大学での教育や研修を経た後では,ケナンの原爆に

対する態度は大きな変化を示し,またそれだけ洗練

されたものとなっていたのである｡

また,以上のような,1947年以降にケナンが示し

ていた核兵器観は,大枠で彼の ｢封じ込め｣構想や

対ソ認識と一致していた｡ケナンは,西側に対する

ソ連の挑戦を主に心理的性質のものと見倣していた

(Gaddis1982:36)うえ,ソ連が自己の目的を達成

するために戦争の危険をおかすとは予想 していな

かったのである (Gaddis1982:34-35)｡それ故にこ

そ,第二次大戦後の復興を目指した経済援助が,西

欧諸国民にとって最も心理的効果のある手段である

と考えられていた (Gaddis1982:37)のであった｡

軍事力の果たす役割についても,ケナンはその限界

を認めつつも,対外政策遂行上,単一の手段として

は最も重要なものであると考えていたのであり,翠

事力の持つ抑止効果というものを認めていたのであ

る (Gaddis1982:39)｡したがって,ソ連が原爆を

保有した場合には,ソ連はそれを主に心理的に活用

し,戦争に訴えることはないが,アメリカとしては

｢悲しい義務｣として原爆を保有 し,その抑止力を

保持しておかなければならないのであった｡

それでは,1947年以後の原爆問題に対するケナン

の見解を前提としたときに,先述 したNSC-30に対

する態度をどのようにして説明することができるの

であろうか｡なお,NSC-30はソ連の意図を検討 し

たものではないので,さしあたり焦点を原爆の抑止

力としての機能という点に絞らなければならない｡

すでに検証したように,実効性のある国際管理協定

がソ連とのあいだに締結されるまで,アメリカは抑

止力を確保するために原爆を保有するという ｢悲し

い義務｣を負っているのであり,またソ連側も報復

を受ける可能性が大きいと考えるときには原爆開発

に成功しても,それを西側に対して使用する可能性

は小さいというのがケナンの見解であった｡さて今

ここで NSC-30の内容を想起すると,軍部は原爆を

含めたすべての手段を整えるが,実際にいつどのよ

うな状況で原爆を使用するか否かという点について

は明確にせず,使用の決定は大統領が行うというこ

とを定めていた25)｡

だが,既に指摘 したように統合参謀本部の対ソ作

戦計画は原爆使用を前提としていたので,国務省内

にはNSC-30は事実上原爆を使用するという決定を

下したも同然であるという批判も存在 していた｡こ

のような問題のあったNSC-30を,ケナンは何故受

け入れたのであろうか｡

まず第一に考えられることは,少なくとも字義ど

おりにNSC-30を解釈する限り,同文書はあくまで

原爆使用問題に関する結論を先送りした形式となっ

ており,国家安全保障会議のレベルにおいては,対

ソ戦が発生した場合にも原爆を使用するとは限らな

いという論理が一応は維持されているということで

る｡この論理に従う限り,軍部は原爆を含めたすべ

ての可能な手段を整備しておくが,実際に使用する

か否かは別問題であるということになるO つまり,

アメリカは抑止力として一応原爆を保有 してお く

が,それが必ずしも実戦における使用を前提として

いるわけではないということになり,ケナンが述べ

た ｢悲しい義務｣,すなわち実効性のある国際管理

協定が締結されるまでの間,アメリカは原爆を保有

していかざるを得ないという考え方と軌を一にする
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ことになるのである｡この意味で NSC-30は,ケナ

ンの言う ｢悲しい義務｣の論理をかなり忠実に反映

したものであったということができるのである｡

第二に指摘 しておかなければならない点は,ケナ

ンが先手を打って NSC-30を承認することによっ

て,当時顕著になりつつあった軍部の原爆使用を前

提とした対ソ作戦計画を主眼とする軍事政策を,少

しでも抑制しようという意図があったのではないか

ということである｡既に見たように,国務省のバ

ターワースはNSC-30を事実上原爆使用を容認 した

ものであるとして批判 したが,統合参謀本部がすで

に原爆の使用を前提に対ソ作戦計画を立案していた

以上,そのような批判が起こるのは全 く当然のこと

であった.しかし一方,国家安全保障会議という最

高度の政策決定機関が,原爆を使用するという決定

を下さず最終的結論を留保 したことは,それなりの

意味があったと見ることもできるであろう｡つま

り,どのような状況になったら原爆を使用するかと

いうことをあらかじめ決めておかないという消極的

決定は,大統領はもちろんのこととして,軍部以外

の政策決定者,すなわち国務省等が決定の最終段階

において影響力を行使する余地を残 したことを意味

するのであり,このことは対外政策の柔軟性を担保

するために極めて重要なことなのである｡したがっ

て,国務省側は進んで NSC-30を受け入れ,それを

最高度の決定として承認してしまうことによって,

自らの影響力を及ぼす機会を確保するとともに,そ

れ以後軍部が原爆の自動的使用を前提とした最高度

の国家政策の確立を要求 しないよう予防的措置を

とったものであったとも解釈することができるであ

ろう｡

1948年以後,ケナンは徐々に軍部に対して批判的

となっていくが,このようなケナンにとっては,さ

し当たり原爆使用を前提としないという決定を行う

ことに大きな意味があるように思われたのである｡

そして,少なくとも1948年末までは,原爆問題に関

する限りケナンの見解とアメリカ政府首脳部の態度

との間には,それほど大きな相違は存在 Lていな

かったように思われる｡なお,ここで指摘 しておき

たいことは,ケナンが政策企画本部部長に就任 して

から1949年に水爆開発に反対するまでの期間中につ

いて,彼の回顧録には原爆問題に関する記述を見出

すことができないということである｡また,1947年

末以降ケナンは,アメリカ,イギリス,カナダの三

国から構成 される原子力に関する合同政策委員会

(CombinedPolicyCommittee)にも加わっていたの

であるが (Miscamble1980:188),この委員会につ

いての記述も見出せないのである｡自らの犯 した多

くの失敗や挫折についても率直に述べている彼の回

顧録において,何故この時期の原爆ないしは原子力

問題についての記述がないのであろうか｡筆者なら

ずとも奇妙な印象を受けざるを得ないであろう26)｡

いずれにせ よ,1948年末 までケナンの見解は

PPS-33において示されたように,原爆を最小限の

抑止力として保持 しておくというものであった｡ま

た,ソ連が原爆を保持 したとしても,ソ連の政治的

思考とアメリカの抑止力を考慮すると,ソ連が直ち

に攻撃的意図を持つようになるとは考えられなかっ

たのである｡

Ⅱ.ソ連の原爆実験 と米国の対応 (1949年秋)

1. 軍の原爆備蓄増加要求

ギヤデイスの研究によれば,1948年夏以降,アメ

リカの対ソ作戦計画は,すべて原爆使用を前提とし

て立案されていたという (Gaddis1987:110-111)｡

既にふjtたように,1948年春以降の二つの出来事,

すなわち2月から3月にかけてのチェコスロヴァキ

アにおける政変と6月下旬以降本格化 したベルリン

封鎖は,アメリカの政策立案者達に大きな影響を与

え,彼らの緊張感を高めていったのである｡チェコ

政変直後にベルリンにいた在 ドイツ米軍政府長官ク

レイ (LuciusClay)将軍が,ワシントンにあてて戦

争勃発の可能性について警告の電報を送ったのはよ

く知 られている (Herken1981:246)｡ トルーマン

も家族あての私信の中で,｢我々は今や,1938-39

年にイギリスとフランスがヒトラーに対していたの

と全 く同じ状況に直面している｣(MargaretTruman

1974:392)と述べ, 自らの緊張感を隠そうとしな

かった｡このようにチェコ政変は,1930年代の危機

のイメージと重なり,象徴的な意味を持つに至っ

た｡また,それ故にこそ,当時のアメリカ政策立案

者達の戦争勃発の可能性に対する危機感 と緊張感

は本物であった (Herken1981:246;Yergin1977:

350)｡これに対 してケナンは,チェコの政変劇を,

マーシャル ･プランに対するソ連側の防御的反応で

あるとし,しかも既にチェコスロヴァキアでソ連側

が何らかの動きに出ることを予想してさえいたので

あった (Herken1981:245,･Yergin1977:350)0

だが,アメリカ外交当局においてケナンのような

冷静な観察を示すものは少数派であった｡アメリカ

政府内の多くは,ソ連との戦争の危険性を強く意識
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するようになり,マスコミや世論も同様であった｡

したがって,6月下旬にソ連側によるベルリン封鎖

が本格化すると,一時鎮静化 していた危機感が再び

高まることになる｡チェコ政変によってもたらさjt

た危機感は,その後数か月で鎮静化 していた (佐々

木 1993:126)のであるが,ベルリン封鎖はそれを

よびさまし,スターリン UosefStalin)とヒトラー

(AdolfHitler)のイメージが完全に重なり合うよう

になってしまうのである (Herken1981:254)｡ケ

ナン自身はベルリン危機の最中にあっても,ソ連と

の戟争勃発の可能性は無いと考えていた (Lefaer

1992:228)のであるが,チェコ政変の時と同様,政

府内では少数派の立場であった｡

ベルリン危機とチェコ政変との違いは,前者に対

して,アメリカがようやく実質的な対応を示したと

いうことであった｡そのような対応の第-は,周知

の ｢ベルリン空輸｣であるが,第二は,B-29爆撃

機のイギリスへの派遣である｡当時において原爆攻

撃を実施することができる唯一の原爆機をイギリス

へ派遣 したことは,明らかにソ連に対する抑止効果

を狙ったものであった (Herken1981:257-260)0

B-29のイギリス派遣は,1946-47年にかけて海軍

力を束地中海に展開したことと並んで,冷戦初期に

おけるアメリカの抑止外交を代表する事例であった

と言うことができよう｡

1948年に生起した二つの危機,すなわちチェコ政

変とベルリン封鎖は,アメリカ政府首脳部に自国が

戦争の危機に直面 しているという緊張感をもたらし

た (Herken1981:280)Oまたそれと同時に,第-

車で検討したようにNSC-30とNSC-20/4という重

要な文書が政府内で採択され,以後の軍事外交戦略

の形成に大きな影響をもたらすことになるのであ

る｡

1949年 1月,統合参謀本部は,それまでの緊急作

戟計画に加えて,より長期的な視点に立った対ソ作

戦計画を繰 り上げた｡｢ドロップショット｣(Drop-

shot)作戦と命名さjtたこの計画は,対ソ作戦計画

としては初めて,NSC-20/4で述べられた国家戦略

と目的を包含して立案され,アメリカの核の優位が

続 くという前提に立って,1956-57年ごろまでの軍

事的政治的発展を考慮 して検討されたものであった

(Herken1981:281;Condit1979:303)｡ところが,

この作戦計画の検討中に一つの重大な問題が浮かび

上がってきた｡それは,従来の緊急作戦計画も含め

て,ソ連に対する原爆攻撃がアメリカ側の予想して

いるような結果をもたらすことが本当に可能である

のか, とい うことであった (Herken 1981:281-

282)0

原爆使用を前提として対ソ作戦計画を立案 してい

た統合参謀本部など軍部側は,あくまで原爆を切 り

札と考えてはいたものの,果たしてどの程度の ｢効

果｣をソ連に対 して与えることができるかという重

大な問題に関して意見の一致を見るには至っていな

かったのである｡またこの問題は,空軍と海軍との

対立をもたらす重大な要因でもあり,やがて周知の

｢提督達の反乱｣を呼び起こすことになってしまう

のである (Condit1979:Chap.X)0

1949年 4月,統合参謀本部はソ連に対する原爆攻

撃を実施 した場合に予想される効果や,空軍の爆撃

能力を分析するためにこっの作業に着手した｡一つ

は,上の問題を,新設された兵器体系評価団 (Weap-

onsSystemsEvaluationGroup:WSEG)に付託 した

ことであ り, もう-っはハ-モン (HubertR.Har-

mon)空軍中将を長とし陸海空三軍から二名ずつの

将校を選抜 して構成された特別小委員会,すなわち

ハ-モ ン委員会の設置である (Rosenberg1979.I

72)｡前者の兵器体系評価団は1950年 1月になって

から研究報告を提出したが,ハ-モン委員会は1949

年 5月には報告書を提出した｡同報告書は委員会全

員がその内容に賛成したものであったが,ソ連に対

する原爆攻撃の効果に関しては,かなり悲観的な予

測を示していたのである｡

ハ-モン委員会報告書は,当時すでに計画されて

いたソ連の70都市に対する原爆攻撃だけではソ連を

敗北させ共産主義の根を絶つことは不可能である,

という結論を導き出していたのである｡しかも原爆

攻撃は,逆にソ連国民を結束させ戦意を高めてしま

うだけでなく,西欧,中東,極東の重要地域に対す

るソ連地上軍の進出を妨げることもできないとされ

ていた｡確かにソ連の工業能力は30パーセントから

40パーセント減少すると予想されたが,この数字は

｢ハロー｣作戦において空軍が予想 した50パーセン

トという見込みと比べてかなり低いものであった

(Rosenberg1979:72)｡ トルーマン大統領自身は,

この報告書を手にしたことはなかったとされている

が (Rosenberg1979:77),報告書を受け取った統合

参謀本部は当然のことながら原爆保有量の増加を強

く訴えることになっていく｡さらに,兵器体系評価

団の研究が進むにつれて,ハ-モン委員会の予想

でさえ楽観的に過ぎ,予測値を下方修正しなけれ

ばならないことが明らかになっていくのであった

(Rrsenberg1979:77).
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1949年 5月末,統合参謀本部は原爆備蓄の大幅な

増加を勧告 したが,同年10月17日トルーマンはそれ

を承認 した (Rosenberg1979:78179)｡後に トルー

マンは,この1949年10月の決定は翌50年 1月の水爆

開発の決定とともに極めて重要な選択であったと述

懐 したという (Rosenberg1979:86)｡なお,ここで

注意すべき点は,アメリカの原爆備蓄の増加は統合

参謀本部の勧告に見らjtるようにソ連の原爆実験よ

り以前から計画されていたということである｡上の

ような軍部の動向から見て,1949年10月の原爆保有

量増加の決定は,ソ連の原爆実験とは直接的なつな

がりが稀薄であると考えざるを得ない｡つまり,翠

事的観点から見る限り,アメリカは1949年 5月以降

はっきりと原爆の備蓄を増加させる方向に進み,10

月には大統領自らその方向を承認 したのである｡ソ

連に対する原爆攻撃の効果についての悲観的予測が

きっかけとなっているとは言え,アメリカの軍事政

策はますます核兵器中心となっていくのである｡も

はやケナンが言ったように,原爆の保有を ｢悲しい

義務｣と考えることはできないような状況が現出し

つつあったと言えよう｡

2. ソ連の原爆実験とその影響

1949年 9月3日,日本からアラスカへ向けて北太

平洋上空を哨戒飛行中の WB-29偵察機は異常に高

い放射能値 を測定 した (Truman1974:453;Yergin

1980:400)｡ジェット気流によって運ばjl,てきた放

射能の塵は,まざれもなくソ連が原爆の実験に成功

した証拠であった｡大方の予想をくつがえして,ソ

連はアメリカに遅れることわずか4年で原爆を保有

するに至ったのである｡アメリカの核独占の時代

は,またたく間に終わりを告げてしまった｡

ところで,驚 くべきことに,WB-29が異常を発

見するより数週間前に,ケナンは ｢ソ連による原爆

実験成功の政治的意味｣(PoliticalImplicationsofDe-

tonationofanAtomicBombbytheU,S.S.R.)と遷 し

た政策企画本部文書第58号 (PPS-58)(1949年 8月

16日付)を提出していたのである27)｡これが偶然の

一致によるものであるのか,あるいは別の要因が

あったためであるのかは不明である｡だが,ソ連の

原爆実験の証拠をつかむ数週間前に,アメリカ政府

内の一機関がソ連の実験が成功 した場合の政治的意

味を検討 しているというのは,何とも興味深い事実

であると言わなければならない｡

そjtはさておき,PPS-58の中でケナンは,要旨

以下のような主張を展開していた｡

と｡こjuま,原爆保有によってソ連の外交政策が変化し

たか否かを知るためである｡

第二に,ソ連の原爆実験成功は,当然のことながら国

連で行われている原子力国際管理問題に関する議論に影

響を与えるであろうということ｡

第三に,アメリカとソ連の狭間にある第三国の立場に

ある国々は,中立化への傾向を強めることになるであろ

うこと｡

第四に,原爆攻撃に対するアメリカの脆弱性を減少さ

せる手段を検討することが必要となるが,同時にソ連が

どの程度の早さで原爆の原料を製造しているかそのペー

スを知ることが重要であるということ28)｡

以上のようにケナンは,ソ連の外交政策の変化の

有無を知ることを重視 し,原子力国際管理問題への

影響と,世界における中立化の傾向に警鐘を鳴らし

たうえで,アメリカの非脆弱性を高めるとともにソ

連の原爆製造のペースを知ることを主張したのであ

る｡第-の点に関しては,既に見たように,ケナン

は本質的にいってソ連が急に攻撃的になるとは考え

ていなかったのであるから,ここでいうソ連外交政

策の変化とは,個々の具体的な案件に関するもので

あったと思われる｡第二の,国際管理問題への影響

であるが,後にケナンが長文の覚書を提出したにも

かかわらずアメリカの政策を変更させることができ

なかったという歴史的結果から見る限り,それほど

大きなものであったとは考えられない｡またメイ

ヤーズによれば,すでに1947年夏までに,アメリカ

は原子力の国際管理という考え方を放棄してしまっ

ていたという (Mayers1988:304)｡

第三の,国際政治場裡における中立化傾向の出現

という問題は,興味ある視点であるが,ケナン自身

がこの問題を十分に議論 した形跡が見当たらないの

でここでは割愛する｡また,第四点も米ソ間の軍事

バランス,特に核時代の軍事バランスを考えるうえ

で重要な論点を含んでいるのであるが,やはり同様

の理由で省略せざるを得ない｡PPS-58は,中立化

の傾向が起こるという予測とアメリカの非脆弱性を

高めるべきであるという主張を除くと,ソ連が原爆

実験に成功 しても,従来の米ソ関係に重大な変化が

生じるとは考えられていないという印象を与える｡

この点で同文書は,ケナンの考え方を忠実に反映し

ていると言うことができよう｡なお,ある研究によ

れば,ソ連の原爆実験後もアメリカの軍部はそれま

での対ソ作戦計画を再検討 しなかったという｡ソ連

の実験成功は,政治的にはともあれ,即座に世界の
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軍事情勢を変化させるものではなかった｡ソ連の核

能力に関する戦略的評価が行われるのは,翌1950年

の NSC-68を待たなければならなかったのである

(Rosenberg1979:80-81)0

ソ連の原爆実験を探知した4日後,ケナンは政治

問題担当国務次官補ラスク (DeanRusk)に覚書を

送り,原爆問題に対する意見を述べていた｡そこで

ケナンは,ソ連に対して原爆を使用することは,た

とえ事前に警告を与えた後であっても,政策として

疑問であり,まして警告なしに先制攻撃すべきでは

ないと,軍部の対ソ作戦計画に反対する見解を述べ

ていたのである｡さらにケナンは,ソ連の一般市民

やソ連軍の占領地に対する原爆使用について,国務

省はまだ了解を与えたわけではないと主張していた

のであった29)｡ケナンがソ連の原爆実験成功を伝え

られたのは,9月19日であったとのことであるが

(Kennan1983a:471[邦訳,上 :441]),まさにア

メリカの核独占が崩壊しようとしていた時期におい

ても,ケナンはあくまで原爆使用には憤重な態度を

示していたのである｡なお,この時点でケナンが上

のような見解を示していたという事実は,ケナンが

NSC-30を受け入れた理由に関する筆者の考察が,

ある程度まで正しかったことを裏付けているという

ことができるであろう (本文51-52ページ参照)｡

9月23日, トルーマンはついにソ連が原爆を保有

す る に至っ た との声 明 を発 し(Truman 1974:

454)30),国の内外で大きな反響を呼び起こした｡10

月1日には毛沢東が北京天安門広場で中華人民共和

国の成立を宣言し,アジアにおける冷戦は新しい段

階に突入した｡アメリカは,原爆の独占とともに中

国をも ｢喪失｣した｡そして,この世論の不安感を

利用 したウィスコンシン州選出のジョセフ･マッ

カーシー けosepllMcCarthy)が,国務省には ｢205

人の共産党員がいる｣と叫んだのは,1950年2月9

日のことである (Truman1974:458)0

だが,無論このようなデマゴキーだけがアメリカ

の反応のすべてであったわけではない｡ソ連の原爆

保有が意味するものを冷静に分析 しようとした人々

もいたのである｡その冷静な分析の一つが,国務省

の情報調査局情勢評価部 (TheEstimatesGroup,

OfBceofIntenigenceResearch)の情報評価 レポー ト

である｡同レポー トは ｢ソ連の原爆実験｣(TheSo-

vietAtomiCExplosion)と題され,1949年9月30日,

すなわちトルーマンがソ連の原爆保有声明を出した

一週間後に提出されたものであった31)｡このレポー

トによれば,ソ連の原爆保有は非ソ連圏諸国の世論

に影響を与えるが,直ちににソ連の軍事的能力が増

加するわけでもないと指摘さjtており,ソ連の外交

政策も強硬に転ずることはないと予想されていたの

である｡もちろん,ソ連は自国の科学技術能力の高

さを誇り,世界世論に対して力のバランスがソ連有

利になりつつあるという宣伝を行うことが可能にな

るが,西側諸国がソ連に対する抵抗を弱化させるこ

とはないと考えられていた｡注目すべき点は,ケナ

ンが PPS-58で指摘 したのと同様に,中立化を求め

る声が匡l際社会の中で高まるであろうと予想された

ことである32)｡全体としてこのレポー トは,ケナン

の核兵器観と一致しているが,実際にレポートの作

成過程でケナンが直接関与 したか否かは不明であ

る｡

ソ連の原爆実験がただちに米ソ間の軍事バランス

に影響を与えるものではないと考えられたにせよ,

アメリカの核独占の時代が終わり,新しい状況が硯

出したことはまざれもない事実であった｡アメリカ

の政治的敵対者が原爆を持つに至ったという事実

は,極めて大きな政治的衝撃を与えずにはおかな

かったのである｡回顧録の中で当時の心理状態を振

り返ったポール ･ニッツェ (PaulNitze)は,｢ソ連

の原爆開発も中国共産党の勝利も,このどちらの出

来事も完全な不意打ちというわけではなかったが,

それらがほとんど同時に起こったという事実は,

我々が勢力均衡の根元的変化のふちに立っていると

いうことを暗示していた｣(Nitze1989:87)のであ

ると述べている｡このような新しい政治状況に照ら

して,アメリカはどのような政策を取るべきである

のか,というのが当時の政策決定者が自ら直面して

いると考えた問題であった｡そして,ソ連の原爆開

発に対 してどのような対抗策があるかを考えたと

き,もしアメリカが洪手傍観をしないとすれば,少

なくとも二つの選択があるはずであった｡一つは,

国連で行き詰まっているソ連との原子力国際管理交

渉を進め,ソ連との間で実効性のある国際管理協定

を結ぶことO 他の一つは,ソ連に対する軍事的優越

を維持するため,より一層の軍事力強化に励むこ

と｡具体的には水爆の開発に取り組むことである｡

この二つの選択のうち,どちらを選ぶかという問

題こそ,ケナンが政策立案者として最後に直面した

課題であり,同時に当時のアメリカ政府首脳部を悩

ませた最大の問題でもあったのである.

3.水爆開発への動き

ソ連の原爆実験に対抗して水爆開発に踏み切るよ
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う主張したのは主に科学者達であった｡ロスアラモ

ス研究所で水爆の研究をしていたエ ドワー ド･テ

ラー (EdwardTeuer),カリフォルニア大学バーク

レー校の放射線研究所所長であったアーネス ト･

ローレンス (ErnestO.Lawrense),原子力委員会の

ルイス ･ス トラウス (LewisStrauss)らが,水爆開

発を進めるべきであると考えていた人々である｡ま

た,議会の両院合同原子力委員会 (theJointCon-

gressionalCommitteeonAtomicEnergy)議長をつと

めていたマクマホン (BrienMcMahon)上院議員も

水爆開発推進派であった｡テラーを始めとする科学

者達は水爆開発の技術的実現可能性は五割以上ある

と考えており,原子力委員会のりリエンソール議長

に対 して水爆開発にむけて進むよう要求した｡リリ

エンソールは,原子力委員会に属する一般諮問委員

令 (GeneralAdvisoryCommittee)に検討させること

とし,同委員会の議長を務めていた ｢原爆の父｣,

ロバー ト･オッペンハイマー (RobertOppenheimer)

に問題をゆだねたのである｡だが,オッペンハイ

マーは,技術的実現性の点からも道義上の問題とし

ても,水爆の開発には反対する立場をとっており,

一般諮問委員会も全会一致で水爆開発に反対である

との決定を下したのであった｡しかも,この一般諮

問委員会の決定に対 してリリエンソールも同意を示

していたのである｡これに対 して原子力委員会内部

では,ス トラウスらがあくまで水爆開発の推進の必

要性を訴えて,オッペンハイマーやりリエンソール

の見解にはあくまで反対であるとの立場を堅持 して

いた｡結局,原子力委員会が トルーマンに示 した勧

告は,水爆開発推進派と反対派の意見対立をそのま

ま示したものとなり,統一見解を打ち出すには至ら

なかったのである｡両者が示した唯一の合意点は,

水爆開発問題が単に技術的問題ではなく,軍事,外

交,道義上の広範な問題を含んでいるということで

あった (Nitze1989:88-89;Miscamble1980:190-

192;Rosenberg1979:79-80)｡

ソ連の原爆保有声明を出してからおよそ2カ月

後,原子力委員会からの勧告を受けた トルーマン

は,11月19日に国家安全保障会議特別小委員会に対

して,水爆開発にまつわる全般的問題を検討するよ

う命 じた｡この特別小委員会は,アナソン国務長

官,ジョンソン (LouisJohnson)匡l防長官, リリエ

ンソール原子力委員会議長の3名から構成され,同

委員会を補助するため国家安全保障会議事務局長ソ

ア-ズ (SidneySouers)を長とする作業部会が設置

された｡(作業部会は国務省 と原子力委員会から各

3名ずつ,国防省からは4名の代表委員を出して構

成 された)(Miscamble1980:192;RoseIlberg1979:

80)Oこの特別小委員会に関 しては注目すべき点が

ある｡既に見たように,1949年10月にトルーマンは

原爆の備蓄量を増加させる命令を出したが,その命

令の基になった報告を提出 したのも,アチソン,

ジョンソン,リリエンソール3名からなる特別小委

員会であったという点である (Rosenberg1979:78,

80)｡個人としての心情やそれぞれの報告の成立過

程における符余曲折を度外視 し,歴史的結果として

の観点に立つ限り,この3名からなる特別小委員会

は原爆備蓄量の増加一水爆開発の推進へと,一貫し

て軍事力増強路線を進める起動力としての役割を果

たすことになるのである｡

一方,原爆備蓄の増加や水爆開発問題が単に技術

的問題でなく,政治,軍事,道義などの諸観点を統

合した高度の国家戦略の問題であると考えられてい

た点において, トルーマンを始めとするアメリカ政

府首脳部が意見の一致に達 していたということは,

国務省にこの間題を検討させるための機会を与える

ことになった｡ ミスキャンブルによjtば,国務省は

それまで国際管理という視点からのみ核問題を扱っ

ていたのであり,高次の国家戟略の観点から核問題

を検討するようになったのは,ソ連の原爆実験とそ

れをきっかけとして トルーマンが国家安全保障会議

特別小委員会に対 して水爆開発をめぐる諸問題の検

討作業の指示 を与えたときか らであったとい う

(Miscamble1980:193)｡ケナンが原子力国際管理

問題とともに,核兵器と国家戦略との関係をはじめ

て包括的に検討することになったのも,以上のよう

な状況の中においてなのであった｡

Ⅲ. 国務省内の検討作業 (1949年10月-12月)

1. ケナンの軍部批判

すでにふれたように,ケナンは原子力に関する米

英加合同政策委員会に加わり,原料の配分や情報交

換などの問題をめぐって英加両国を相手とした外交

交渉にあたっていた くHixson1989:91)｡だが,ソ

連が原爆実験に成功 したことが明らかになった後,

ケナンは合同政策委員会における交渉から解放 さ

礼,原子力国際管理問題の再検討と,ソ連の原爆保

有がアメリカの対外政策全般にわたってどのような

意味を持つかという問題に取 り組むことになった

のである (Miscamble1980:189)｡ウェッブ OalTleS

Webb)国務次官が,上のような問題の検討に入る
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よう政策企画本部に対 して公式の指示を出したの

は,1949年10月 4日の ことであった (Miscamble

1980:189-190,h.21)33)0

なおここで注意 しておかなければならないこと

は,ケナンがウェッブ次官の指示を受ける直前に,

すでに政策企画本部郡長の職を辞任 したい旨ウェッ

ブ自身に告げていたということである｡それまで政

策企画本部は政策文書を直接国務長官と次官に提出

する権限を持っていたのであるが,新任 (1949年 1

月)のアチソンとウェッブはその権限を制限するこ

とにしていた｡ケナンはそれまで享受していた高級

官僚としての権限を失うとともに,政策企画本部の

存在理由そのものがこのような措置によって消失す

ることになると考えたのであった｡ケナンがウェッ

ブに辞任の意向を伝えたのは9月29日,すなわち核

問題の検討作業を始めるよう指示される5日前のこ

とであった (Kennan1983a:465-466[邦訳,上 :

435-436])0

ケナンが1947年 5月に政策企画本部部長に就任

し,1949年末にその職を辞するまでの期間は,まさ

にアメリカの冷戦外交が本格的に始動する時期と重

なっており,またそれ故にこそ,彼の ｢封 じ込め｣

構想が政策として実現していく過程として当時のア

メリカ外交を見ることが可能であると考えられてい

た｡しかし,多くの外交史料が公開され,それに基

づいた研究が蓄積されていくにつれて,ケナンの果

たした役割や彼の影響力は,時の推移や争点によっ

てかなり異なっていたことが判明し,現在ではその

ような見方が一般的となっている｡ギヤデイスはケ

ナンの ｢封 じ込め｣構想を段階論的に整理 し,各段

階においてケナンの構想がどの程度まで実現された

かを検証 した｡ギヤデイスの図式に従うとすれば,

ケナンの ｢封 じ込め｣構想の第一段階は, ドイツと

日本を復興させ,ユーラシアの勢力均衡を回復させ

ることであった｡そして,この時期にケナンが提示

した種々の政策構想は大体においてアメリカ政府内

部で受け入れられ マーシャル ･プランや西部 ドイ

ツの経済復興,さらには日本に対する占領政策の転

換として結実した｡第二段階は,国際共産主義運動

に分裂をもたらすことであったが,この点について

もケナンとアメリカ政府主流派の考え方にはほとん

ど相違がなかった｡ユーゴスラヴイアの事例は,ア

メリカの働 きかけによるものではなかったが,西側

にとって好ましい傾向の出現であ り,引きつづ き

｢チ トー主義｣が拾頭 して来ることを歓迎 していた

(Gaddis1982:55-70)0

だが,第三段階として,ソ連の対外認識を修正さ

せることにより,その対外行動の穏和化を目指すこ

とになると,ケナンの提言は政府内で受容されなく

なり,彼自身の影響力 もそれだけ低下することに

なった｡そのようなケナンの影響力低下をもたらす

きっかけとなったのが, ドイツ再統一問題と北大西

洋条約の締結であった｡ケナンは,西欧諸国と軍事

同盟を結ぶことはヨーロッパの分裂を固定化するこ

とになるとして北大西洋条約に批判的態度をとって

いたのである｡むしろケナンは, ドイツにおける兵

力引き離 し構想を提示して,同国の再統一を目指す

よう進言 していたのであった (Gaddis1982:71-

76)｡ しかし,第]章で見たように,1948年に発生

した二つの危機によってアメリカ政府首脳部は軍事

的緊張感を強めていたため,ケナンの提示した構想

は非現実的なものとして斥けられたのである｡ケナ

ンは,｢封 じ込め｣構想の実現にあたってマーシャ

ル ･プランに代表されるような経済的手段を中心と

した政策を重視 していたのであるが,たび重なる危

機の発生とそれに伴う軍事的緊張感は,経済的手段

の限界をアメリカ外交当局に強 く印象付ける結果と

なった (佐々木 1993:178)0

そして,ソ連の原爆実験とアメリカの水爆開発問

題は,すでにケナンの影響力が政府内でかつてほど

大きなものではなくなっていた時期に発生したので

ある｡しかも, ドイツ再統一問題をめぐってアチソ

ン国務長官とケナンとの間には確執が生 じていたの

であり,このような状況の中で開始した作業が,ア

チソンを中心とする国務省主流派に受け入れられる

可能性は,最初からかなり限られたものであったと

言わざるを得ない｡

ケナンは後任にポール ･ニッツェを指名 し,事務

の引き継ぎを行いつつ核問題の検討に着手すること

になるのである｡

ケナンの核兵器に関する知識の大部分は,ロバー

ト･オッペンハイマーから得たものであるといわれ

ている (Mayers1988:306)｡また,ケナンとオッ

ペンハイマーの間に何がしかの交際があったことが

うかがえる｡ケナンが国務省 を去った後,プリン

ス トン高等学術研究所 (thelnstituteforAdvanced

StudyatPrinceton)へ彼を招いたのもオッペンハイ

マーであったし,ケナンも回顧録の中でオッペンハ

イマーの人柄についてかなりの紙幅を割いている

(Kennan1983b:3,9-10,14-15,18-21[邦訳,下 :

10,15,19-20,22-25])｡ケナンにとって印象的な

人物であったのであろう｡そして,既に見たように
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オッペンハイマーこそ水爆開発に反対 した最も有力

な科学者の一人でもあったのである｡ケナンが,

ウェッブ次官の指示により核問題の包括的研究をは

じめるにあたって,オッペンハイマーと何らかの接

触を持っていたことは想像するに難 くない｡ケナン

は,はっきりと次のように述べている｡｢故ロバー

ト･オッペンハイマーを含めて,我々のうちの多く

のものは,全 く新しい規模の破壊力をもつ兵器の開

発を進めるに先立って,原子力兵器一般の国際管理

に関するわが国の立場を再検討し,この致命的かつ

重大な針路に乗 り出す必要を,未然になくするよう

な国際協定を結ぶ可能性が本当にないのかどうか

を確かめなければならないと考えていた｣(Keman

1983a:471[邦訳,上 :44二l_])｡実は,オッペンハイ

マーを議長とする原子力委員会一般諮問委員会が水

爆開発に反対する旨の報告書を作成する過程で,同

委員会にソ連の脅威がどのようなものであるかとい

う説 明 を行ったのが ケナ ンであったのであ る

(Miscamble1980:191)(もちろんケナンの説明が

オッペンハイマーの態度に直接的影響を与えたわけ

ではない)｡

さて,ウェッブ次官の指示を受けたケナンは,早

速検討作業に着手 したが,この作業を進めるにあ

たっては次のような人々と議論をしたと言われてい

る｡まずケナンの後任者となったニッツェ,原子力

政策についての国務次官補佐官 R･ゴー ドン･ア-

ネソン (氏.CordonArneson),そして政策企画本部

部員であったロバー ト･7-カー (RobertHooker)

とカール トン･サヴェ-ジ (CarltonSavage)であ

る｡また,国防省,原子力委員会,関連の学会など

からコンサルタントを招いたようである (Miscamble

1980:193)｡筆者の見るところ,ケナンの作業に最

も大きな影響を与えたのは7-カーとサヴェ-ジの

両名であったように思われるが,この点は後で明ら

かになっていくことであろう｡

ところで,ケナンは統合参謀本部を始めとする軍

部の対ソ作戦立案方針に強く批判的であったが,那

下の7-カー政策企画本部部員に対して統合参謀本

部の考え方を調査 しまとめるように指示していた｡

7-カーは,1948年以降の統合参謀本部関連文書を

調査 し,1949年 9月下旬,すなわちケナンが核問題

の包括的研究に入る直前になって報告書を提出 し

た｡その中で7-カーは,統合参謀本部が軍事的考

慮を過大に強調 し ｢非軍事的な不可量物｣,とりわ

け政治的考慮をなおざりにしているとし,軍部に対

して批判的な結論を導き出していたのである｡とり

わけソ連とのイデオロギー戦争を遂行 していくため

には,非軍事的要因を考慮 しなければ効果的な政策

を立てることはできないはずであった｡7-カーの

見解によれば,統合参謀本部は世界大の戦争に備え

た即応体制を恒常的に維持することを求めているの

であり,もしそのような体制が出来上がってしまえ

ば逆にアメリカの安全保障を危険にさらすことにな

ると主張 した｡アメリカは,自国の能力の範囲内で

平時に整備することが出来,しかもソ連との闘争に

は十分に応えることができる即応体制を整えるよう

にすべきなのであったOつまり,プーカ-は軍事的

要因と非軍事的要因との均衡を失きないような安全

保障政策をとるよう提言していたのである34)｡

こうした7-カーの調査結果をケナンが高く評価

したことは言うまでもない｡ケナンはフ-カーに手

書きのメモを送 り,7-カーの報告に基づいて以下

のように彼自身の見解を示 していた｡

第-に, ｢我々の軍事力,それに加えて他の要因

が,1945年以来ソ連の軍事的進攻を抑止 してきた｣

(強調原文)ということ｡第二に,統合参謀本部は

アメリカの安全保障のもう一つの日的,すなわち戦

争の回避という面を見過ごしているということであ

る35)｡

この二つの論点は,我々にとって極めて興味深い

手がかりである｡まずケナンは,抑止力というもの

の存在を受け入れていることがわかる｡だが,ケナ

ンの考える抑止力は現在の抑止論が想定 しているも

のよりも非軍事的要因を重視している｡一般的に,

抑止力はある国家の政治的意図と軍事的能力 (リス

クを含む)の関数であるとされるが (Mearsheimer

1983:14),通常,ある一定の政治的意図を前提 と

し,その意図に基づ く行動を抑止するための軍事戦

略が問題 となる｡例えば冷戦下においては,ワル

シャワ条約機構が西 ヨーロッパに進攻する意図を

持っているということを一応の前提とし,その上に

立って NATOの戦力と軍事戦略が整備される｡そ

して NATO側が一定水準の戦力を持ち,戦時には

それを使用する意志があるということを相手側に認

識させることによってワルシャワ条約軍を抑止 して

いると考えるわけである｡ワルシャワ条約機構側は

結果として西欧に侵攻しなかったが,それはもとも

とそのような政治的意図を持っていなかったためな

のか,あるいは本当に NATOの軍事力によって抑

止されていたからであるのかは,検証することが出

来ない｡抑止は,それが失敗 したときに失敗 したと

いうことがわかるだけなのである｡
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ところがケナンは,アメリカの持っている軍事力

以外の要因を重視し,またそのような要因が抑止力

を構成すると考えているのである｡具体的にどのよ

うな安岡を念頭においているのかを入手した資料か

ら明らかにすることはできないが,軍事力以外の要

因を含めて抑止力というものを考えている点が重要

なのである｡(むろん当時においては抑止論そのも

のがまだ十分洗練されていなかったという事情もあ

ることに留意しておく必要がある)｡ケナンはもと

もとソ連の軍事的脅威があるとは思っておらず,西

欧の経済的政治的安定を回復することが重要である

としていた (Gaddis1982:61-62)が,そのような

安定を確保することが広い意味で抑止的効果を持つ

と考えていたのかもしjtないO特にケナンは,相手

側の能力よりも政治的意図というものを重視してい

たように思われる (Kennan1983a:407-408[邦訳,

上 :382])｡だが通常の抑止論は,相手側が何故一

定の政治的意図を持つようになるかを説明すること

はない (自分の側が軍事的に弱体であると相手側の

リスクが減少することになり,相手側が攻めてくる

と言うことになる｡この限りでは相手側の意図を説

明することにはなるが,抑止をモデル化して考えた

場合には,相手側は攻撃者であることが前提となっ

ている)Oervis1976:58162)｡ケナンは,相手側

の軍事的能力より政治的意図の方を重視していたと

いう点において,より総合的な観点から戦略環境を

認識しようとしていたのであるO

次に,軍部が戦争の回避について十分な注意を

払っていないというケナンの批判についてである

が,この批判は単に軍部の思考法に対する批判を越

えた意味を持っている｡というのは,核兵器と軍事

戦略との関係をはじめて考察したバーナード･プロ

デイは,｢核革命｣の前と後とでは軍事力の役割が

異なっているということを指摘 しているからであ

る｡プロディーによjtば,核兵器出現以前の軍事力

は戦争に勝利するというところにその存在意義が

あったのに対し,核兵器出現後の軍事力というもの

は戦争を回避するために存在するのである (Brodie

1946:78)｡核兵器に対する完全な防御手段が存在

しない以上,敵国の核使用を防止する以外に自国の

安全を維持することができるような手段は存在しな

いのである｡そして,敵国の核使用を防止する手段

こそ,核の抑止力に他ならない｡核時代において抑

LL力が最も重要な概念となるゆえんであるO

このような意味においてケナンの軍部批判は,図

らずも核時代の軍事力の在 り方と一致する内容を

持っていたのである｡だが,このようなケナンの批

判は,軍部にとって過度な批判であったと言うこと

ができるかもしれない｡軍人とはもともと戦争を戦

いそれに勝利することを本分とする職業であるとい

うこともできるからである｡しかし,当時の統合参

謀本部を始めとするアメリカの軍部は,ひたすらソ

連との間で第三次世界大戦を戦うことのみを考え,

そのための作戦計画立案に専心していたのであり,

それ以外の軍事的行動を取る必要が生じるかもしれ

ない可能性 というものを考えてもいなかったので

あった｡まして,ケナンが主張したような非軍事的

要因や戦争回避の可能性と言ったものは全く等閑に

付されていたと言ってよい｡ケナンに上記の報告書

を提出した7-カーも,ソ連との戦争における勝敗

は戦争遂行の過程でどれだけ非軍事的要因を考慮す

るかにかかっている,と主張していたのであが 6)o

ケナンが憂慮していたのは,軍部がもっぱら対ソ戦

の準備という文脈の中でしか軍事政策を立案し実施

することができないでいるという点にあったのであ

る｡

以上のように,ケナンは核問題の包括的研究に着

手する直前に,改めて軍部の硬直的な姿勢を批判す

るとともに,軍事力以外の要因をも考慮した観点か

ら抑止力というものを考える立場をとっていたので

あった｡ケナンが核問題を考える際,上のような彼

の見解が非常に重要な役割を果たすことになるのは

極めて自然なことであった｡それでは,ケナンが政

策立案者として行った最後の活動について検討して

いくことにしよう｡

2.危機の評価

先述したように,ウェッブ国務次官がケナンに対

して問題の検討作業に着手するよう正式の指示を出

したのは1949年10月4日であったが,既にその前日

にはケナン自身がラスクに対して検討作業に必要な

情報を提供するよう要請していた｡ケナンは,ソ連

の原爆保有数が-定の水準に達したとき,ソ連の軍

事的能力がどこまで高まるかという点についての統

合参謀本部の評価を求めたのである｡ソ連側の意図

を評価するためには彼らの能力について知る必要が

あったし,何よりもアメリカの軍部自身が何を考え

ているかを知る必要があった37)｡原子力国際管理問

題にせよ水爆開発問題にせよ,これらの問題を検討

するためにはある程度の専門的知識が必要となるの

は当然であった｡このケナンの要請に対してラスク

がどのように応えたのかは明らかでない｡筆者が調
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表 2

[ソ連の原爆保有数の予測および米国内の目標に対する配分の予想]

No.ofA-Bombs No.ofBombstobeAllocatedforAttackAgainst
inSovlet

Stockpile Resources RetaliatoryForce

Mid-1950

Mld-1951

Mld-1952

Mid-1953

Mid-1954

0

0

5
5

5
0

0
5
0

0

1

2

2
4

4
9

7
3

2
0

｢･･･i
l
L
2

=

r:

Imdustry

TetraethylLead

Combat且eroEngille

SmallArms
Ammurlition

FissionableMatenal
forAtolllicBombs

AnhydrousAmmon]a

MarineBoilers

Armament

RadioandRadar

Equipment

CopperRe丘nlng

SpecialSteel
Forgings

ELectronlCTubes

CombatShlPS

[ソ連の原爆攻撃による栄国内産業への影響]

PercentageofProductionWh ichCouldbeDestroyedby

10Bombs 20Bornbs 50Bombs 95Bombs 175Bombs

lOO 100 100 100 100

IOO IO0 100 100 100

100 100 100 100

0

7

5

nU

4

3

6

7

0

9

8

7

3

3

1

日
H

100

7

5

0

5

4

6

4

8

9

8

7

4

4

3

3

2

0

7

5

9

0

4

6

†1
1

0

9

8

7

5

4

8

4

4

1

[ソ連の原爆攻撃による米国側死傷者数の見積もり]

10Bombs- 200,000

20Bombs- 450,000

50Bombs- 1,369,000

95Bombs･- ･･6,100,000

175Bombs.- --ll,380,000

(出典) [NontltleMemorandum,nodate]RG59,RecordsoftheDepartmentofState,RecordsofthePohcy

PlanningStaff,Box50,NationalArch】ves,WashlngtOn,D,C‥

査 した範囲内では該当する史料を見出すことができ

なかった｡だが政策企画本部の記録の中に, しかも

上のラスクに対するケナンの要請を伝えた覚書 と同

じ文書箱の中に注目すべき史料がある｡その文書に

は題名もなく,誰から誰へ向けて書かれたかも記さ

れておらず,日付もないが,内容を見る限り上のケ

ナンの要請に応えるものになっている｡特にケナン

は,ソ連側の原爆保有量が ｢たとえば10発,50発,

100発など｣38)になった場合の軍事能力の評価 を求

めていたのであ り,表 2に示すようにこの文書はケ

ナンの要請に対する資料として内容的に合致するの

である｡
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表 2に明らかなように,この文書は1954年までの

ソ連の原爆保有量を予想するとともに,アメリカ本

土内の目標 (都市及び工業地帯と報復戦力)にどの

ように ｢配分｣されるかを評価 している｡また,ア

メリカの工業生産能力が一定数の原爆によってどの

程度の被害を受けるかを予測している｡そして,こ

の表から判断する限り,ソ連が50発の原爆をアメリ

カに投下すればアメリカの軍事工業能力に極めて深

刻な打撃を与えることがわかる｡アメリカの対ソ報

復能力に関しては,それを無力化するには25発の原

爆が必要であると考えられていた｡つまり,ソ連が

75発の原爆をアメリカ本土内の目標に投下すること

ができjtば,アメリカはソ連に対する報復能力を

失ったうえ,その工業生産能力の相当な部分を失う

ことになると評価されていたのである｡表 2によれ

ば,早ければ1952年半ば過ぎに,遅くとも1953年初

め頃までには,ソ連の原爆保有量がこの水準に達す

ることになる｡もちろんソ連がその保有する原爆の

すべてを目標に投下することは不可能であるから,

ある程度の ｢余分｣が必要であるとしても,1953年

末の135発,1954年の200発という数字は,各々五割

と三割程度が目標に投下されゴ1ば75発という数字に

近づくことになる｡ただし,この文書にはソ連の原

爆運搬能力,すなわちこの当時においては長距離爆

撃機の保有数とその性能についての評価が含まれて

いないため,ソ連が一定時点で保有している原爆の

うちどの程度までを目標に投下できるかを見定める

ことができない｡言うまでもなく,ソ連側爆撃機の

稼働率と被撃墜率を計算し,ソ連の爆撃機の何パー

セントが目標上空に到達することができるかを予想

しなければ,正確な予測とはなり得ないのである｡

だが,それにもかかわらず,表 2に示された数字

は,1952年末以降ソ連の原爆保有量が,潜在的に十

分な戟略能力を得るために必要な量に達 し,それ以

降着実にその能力を増加させていくと考えられてい

たことをはっきりと示している｡アメリカ側死傷者

の見積もりを見ても,20発の原爆で45万人とされて

いたのに対 し,50発で136万 9千人,95発で610万人

と,飛躍的に増加していくとされていたのである｡

要するに表 2は,1952年末から1954年末までの間

に,ソ連は原爆保有量に関する限 り,アメリカに

｢十分｣な被害を与えることができる水準に達する

と予想していたのであった｡

ここで想起すべきことは,国家安全保障会議のレ

ベルにおいても,大体上と同様の評価を持っていた

ということである｡ソ連の原爆実験の前年に成立し

た NSC-20/4では,｢おそ くとも1955年までに｣ソ

連はアメリカに対 して,原爆や化学兵器を使用 した

深刻な空爆能力 を持つ と予想 されていたのであ

る39)｡さらに後の NSC-68では,表 Zとほとんど同

じ数字が使われているoNSC-68におけるソ連の原

爆保有量の見積もりは次のとおりである｡

1950年央まで,LO覚-20発

1951年央まで,25発-45発

1952年東まで,45発-90発

1953年央まで,70発-135発

L954年央まで,200発40)

この予測は,先の表2で示 した数字 とほとんど一

致 している｡NSC-68によれば,上の予測は中央情

報局 (CentrallnteuigenceAgency:CIA)が示 したも

のであり,国務省,陸海空三軍,および原子力委員

会もその評価に同意したとされている41)｡表 2,す

なわち政策企画本部に回付されてきた文書も,出所

は中央情報局であったのかもしれない｡いずれにせ

よ,NSC-68が表 2に示したのとほとんど一致 した

数字を示しているという事実は,1949年秋から翌五

十年春頃までアメリカ政府内部では表 2に示された

数字を,ソ連の原爆保有量の見積もりとして受け入

れていたということができよう｡もちろん表 2に示

された数字が,どのような根拠に基づいて計算 さ

れ,実際に当時のソ連が保有していた原爆備蓄数に

どjlだけ近いかは不明であるが,極めて重要な戦略

的決定を行おうとしていた当時のアメリカ政府部内

がソ連の核戦略能力をどのように評価 していたかを

示すものとして,表 2およびNSC-68に示された予

測は重要なものであったと判断することが至当であ

ろう｡

また,NSC-68はソ連側の核運搬能力についても

評価を下していたことを指摘 しておく必要がある｡

それによれば,ソ連はアメリカが持っているほどの

命中精度を持ってはいないが,一回の出撃について

40から60パーセントの原爆を目標に投下することが

可能であると見倣されていた｡したがってアメリカ

としては,ソ連の原爆保有量が200発に達するとき

が重大な時期になると考えることになるのであっ

た｡ソ連が200発の原爆を保有し,その四割から六

割が目標に投下可能であるということになるとする

ならば,約100発前後の原爆がアメリカに降りそそ

ぐことになる42)｡先の表 2に示された評価に従え

ば,100発の原爆はアメリカの工業能力を喪失させ

るのに十分な数ということになる｡かりにソ連側の
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命中精度の最低値,つまり四割の命中率しかない場

合でも,ソ連が200発の原爆を保有 した場合には80

発の原爆を投下することができることになり,表 2

に示された75発という数字,つまりアメリカの工業

生産能力に相当の被害を与え,対ソ報復能力を喪失

させるに十分な量と考えられた数字を上回ることに

なるのである｡そして,ソ連がそのような核戦略能

力を持つことになる時期 として予想された年が,

1954年であった｡当時のアメリカ政府首脳部は,

1954年をもって ｢危機の年｣ と考えていたのであ

る｡

だが,NSC-68に示されたソ連の原爆運搬能力に

ついての評価は,あまりにも大雑把であり過大評価

になっていることは明らかである｡先にもふれたよ

うに,アメリカは自らの対ソ原爆攻撃能力を評価す

る作業を行なったが,ハ-モン委員会の報告も兵器

体系評価団の研究も戦略空軍の対ソ攻撃能力とその

効果について悲観的見通しを述べていたのである｡

それ故にこそ統合参謀本部も原爆備蓄の大幅な増加

に踏み切るよう要請していたという事実を忘れては

ならない｡ソ連製爆撃機の能力がアメリカのそれよ

りかなり劣っていた点も合わせて考慮するならば,

ソ連がその保有する原爆の四割をアメリカ本土の目

標に投下できるという最低限の見積もりでさえ,か

なり過大な評価であった可能性が高いということが

できよう｡しかし,それにもかかわらず表 2 (つま

りNSC-68とほとんど同じ評価)は,当時のアメリ

カが直面 していた問題を如実に示 しているのであ

る｡その問題とは,言うまでもなく,遅かれ早かれ

ソ連はアメリカの軍事力と工業力を破壊するのに足

る戦略核能力を持つに至るであろうということであ

る｡この認識こそ当時のアメリカ政府首脳部に共有

されていたものであり,ケナンを始めとする政府高

官の内部論争の出発点となるものなのであった｡ケ

ナンがウェッブ国務次官から原子力国際管理問題の

検討に着手するようにとの公式の指示を受けた一週

間後,政策企画本部の会議では上のような認識が明

確に現れるに至っていた｡この会議の席上ケナン

は,ソ連が原爆を保有するに至ったということはア

メリカがソ連に対して原爆報復攻撃を行うことが不

可能になったことを意味するのではないか,という

重要な問題を提起 していたのである｡これに対 して

ニッツェは,ソ連が原爆を保有 したという事実は西

欧諸国とアメリカの通常兵力の重要性が増 したとい

うことであると指摘 し,一般市民の生活水準を引き

lく~げてでも通常兵力を強化すべきであると主張 して

いた43)｡
このように,ケナンとニッツェは異なる見解を述

べていたが,後の政策路線の分岐を暗示しているよ

うにも思える｡ただし通常兵力強化の必要性につい

てはケナンも認識しており,この点についてはニッ

ツェの見解と大きな違いはない｡むしろニッツェの

方が上のようなケナンの見解とは若干異なる意見を

持っていたようである｡というのはこの会議の中で

ニッツェは,アメリカが民間防衛を強化すればソ連

が原爆を使用しようとする決意に影響を与えるかも

しれないと述べ44),ケナンのように頭から核使用を

否定するような見解とは一線を画していたからであ

る｡なおこの会議が行われた10月半ばの時点におい

て,国務長官のアナソンはまだ自らの立場を明らか

にしてはいないO会議の席上アチソンが述べたこと

は,ソ連の原爆保有問題についてはまず全般的検討

作業を行い,その後に原子力国際管理問題に取 り組

むべきであるという方針と,その作業を1949年末か

ら翌50年初頭までに終了させるとの期限を設定した

ことだけであった45)｡

3.政策企画本部内の作業

さて,ウェッブ次官の指示を受けたケナンは,早

速原子力国際管理問題の検討に着手することになる

が,この間題にはどのような要素があるのであろう

か｡特にソ連が原爆実験に成功 した後では,どのよ

うなことが問題となるのであろうか｡まず問題の輪

郭を明らかにすることが必要となる｡10月10日,政

策企画本部のカール トン･サヴェ-ジとロバー ト･

7-カーは共同で ｢問題｣(TheProblem)と遷 した

短い覚書を作成し,ケナンが検討すべき課題を提起

していたQ両者の提起した論点は次のようなもので

あったo

I.原子力国際管理に関する合衆国の立場の再検討｡

A.国連の計画そjt自体について｡

B.交渉戦術について｡

C.各国との個別的管理協定について｡

[.ソ連の原爆実験成功の軍事的意味を見定めること｡

A.報復の脅威は戦争そのものを排斥する傾向がある

か｡

B.報復の脅威は,単に戦争における原爆の使用を防

止するためにのみ作用するのか,,

C.原爆を保有したことによってソ連は攻撃的になる

のか｡

Ⅲ.ソ連の原爆実験成功後の,アメリカの国内原子力政

策と対外政策との関連を見定めること｡
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A.原爆の生産進度｡

B.民間防衛｡

Ⅳ.ソ連の原爆実験との関連から,合衆国の対外政策全

般についての意味を見定めること｡

A.ヨーロッパ

B.近東とアフリカ

C.極東

D.ラテン･アメリカ

E.軍備制限

F.生物 ･化学戦争46)

このようにサヴェ-ジと7-カーは,原子力国際

管理問題が核兵器にまつわる問題の一部であり,普

たそjt故に国連における交渉だけではなく,アメリ

カの軍事政策や内政 ･外交にも大きな意味を持って

いることを指摘 した｡この点で,核にまつわる全般

的問題を検討 したうえで匡l際管理問題へと進むべき

であるという指示を与えていたアナソンの見解に

沿った問題提起であったと言うことができる｡そし

てまた,ケナンもそのような角度からこの間題に取

り組もうとしていたのである｡

この ｢問題｣と遷された覚書の中で最も注意を引

くのは,やはりソ連が原爆を保有するに至ったこと

の軍事的意味をどのように認識すべきかという問題

提起であり,核問題全体の中心的課題であったと言

うべきであろう｡とりわけ,核による ｢報復の脅威｣

(thethreatofretaliation)が戦争における相手側の

核使用を防止する可能性が示唆さゴ1ている点 (ⅠⅠの

B)は,はっきりとした形では述べられてはいない

が核抑止力の存在を認識 し定式化 しようとする態度

であると見倣すことができる｡また,米ソ双方が核

を保有するに至ったことにより,戦争そのものが不

可能になるかもしれない (ⅠⅠの A)という問題提起

は,核戦争の愚かしさを認識 した先見的知見であっ

た｡だがこの時点では,核の政治的意味,特に後に

｢拡大抑止｣(extendeddeterrence)として知られる

ことになる概念は生み出さjtておらず,ソ連の核保

有とアメリカ対外政策全般の関連性を指摘するにと

どまっている｡そして,言うまでもなく,アメリカ

国内の原子力政策について ｢原爆の生産進度｣(ⅠⅠⅠ

の A)が問題 として取 り上げられていることは,そ

の延長線上に水爆開発問題が控えていることを暗示

したものであった｡

また,核問題との関連から一般的な軍備制限や生

物 ･化学兵器の問題が取 り上げられていること (ⅠV

の EとF)にも注目してお く必要がある｡核の軍

備管理に進むにせよ水爆開発に踏み切るにせよ,核

兵器と通常戦力との関係をどのように把捉するかと

いう重要な問題が存在 していた｡そもそも核兵器と

通常戦力は本質的に異なるものであるのか,あるい

は相互補完的なものであるのか,さらには相互抑止

が成立して核が使えない兵器になるときに備えて通

常戦力を強化しておくべきであるのか,など軍事政

策を進めるにあたって解決しなければならない問題

が数多く残っていたのである｡核軍備管理と通常軍

備管理とは比例的関係にあるのか,あるいはそうで

はないのかということが問題であった｡

核兵器を ｢使うことのできない兵器｣と考えた場

合には,毒ガスに代表される生物 ･化学兵器との類

似点を模索するようになるのは全 く自然のことで

あった｡第一次大戦においては使用されたことのあ

る毒ガスが,第二次大戦においては使用されなかっ

た (ナチスのユダヤ人虐殺という恐ろしい例外を除

いて)ということ,つまり交戦国が相手の軍隊に対

して毒ガスを使用しなかった事実は一つの前例とな

るかもしれなかった｡米ソが核を保有しても,双方

が相手側の報復を恐れて実戦に使用しないと言う可

能性があるかもしれない｡またソ連側は,生物 ･化

学兵器に対するのと同様の態度を核兵器についても

示すのであろうか｡もしそうであるのならば,核軍

備管理は可能になるのか,あるいは不可能になるの

かが問題となるであろう｡

以上のように,サヴェ-ジと7-カーが共同で作

成した ｢問題｣ という短い覚書は,以後ケナンや

ニッツェが取 り組まなければならない問題の要点を

見事に祷いたものであったのである｡

このように ｢問題｣と題された覚書の中に示され

た課題は,各々が重要な意味を持っており,憤重な

理論的検討を迫るものであった｡しかし同時に,そ

のような課題を検討 し解決 してい くことは,その

時々の現実に存在 している政治的環境と密接な関連

性を持っており,またそこから離れて行うことは不

可能なものでもあった｡つまり,原子力国際管理問

題は,それ自体が複雑な問題であったが,また米ソ

冷戦という政治的文脈の中において,明らかに冷戦

を構成する争点の一つでもあったのである｡

この点を強調 していたのがプーカ-であった｡上

のような ｢問題｣ と遷 した覚書を提出した 1ケ月

後,7-カーは単独で21ページに及ぶ長文のメモ

(11月12日付)を提出 し,米 ソ冷戦 という文脈に

沿って原子力管理問題を認識するよう主張したので

ある｡7-カーは,西側世界が直面 しているのは,

ソ連の政治体制の性質が変化 しない限りその目的に
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変化はないという現実であるとし,アメリカはソ連

の攻勢を防止 し平和を維持するだけでなく,実際に

砲火を交えるわけではない思想的戦争 (non-shoot-

ingwarofideas)にも勝利を収めなければならない

と述べていたのである｡そしてこのイデオロギー闘

争の中にあっては,原子力管理問題ほど ｢我々の道

義的リーダーシップの立場｣に密接な関わり合いの

ある争点は他にない47),と考えられていたのであっ

た｡つまり7-カーは,イデオロギー闘争としての

冷戦の視点から,アメリカの道義的な力を誇示する

ための手段として原子力国際管理問題を把握 し,こ

の観点から政策を展開するよう主張 していたのであ

る｡

そしてこの7-カーが注目したのが,彼自身の表

現を借 りるとするならば,｢ニューマン･プラン｣

(NewmanPlan)といわれるものであった｡このプ

ランは,マクマホン委員会の顧問を努めたことがあ

るジェームズ ･ニューマンという人物が,1949年10

月26日にABC放送を通 じて提唱し,後に同年11月

7日付の 『ニューリパブリック』(NewRepublic)誌

上でも改めて述べたものであった48)｡そのプランの

骨子は次のようなものである｡

1.核分裂物質の大規模生産と原爆製造の中止0

2. 国連監視下で核分裂物rFEiの既存備蓄を碓持する0

3. 少量 (軍事利用には不十分だが研究開発には十分な

だけ)の核分裂物質を生産する工場の維持.

4, ウラン鉱山の厳密な査察と採掘割当;岩.の維持Oウラ

ン鉱山発見のために世界的地質調査｡

5. 限定された期間内だけ有効な協定とし,有効期限の

終わりには協定の延長と拡大についてfll･交渉を開始す

る49)｡

だが,プーカ-自身が認めているように,ソ連が

このプランを受け入れる可能性はほとんどなかっ

た｡｢ニューマン･プラン｣はまず現状を凍結 した

上で核分裂物質の生産規模を縮小 し,研究開発だけ

を進めていくことを認めるものであり,すでにかな

り大量の核分裂物質を生産しているアメリカに有利

な内容となっていたのである｡また,ソ連側がウラ

ン鉱LJ｣などの国内査察を認める可能性も小さいと考

えられた｡ しか し,それにもかかわらずフーカー

は,あくまで ｢ニューマン･プラン｣をソ連に対 し

て提案するよう主張 していた｡というのは,原子力

国際管理が少しでも発展する可能性のある計画であ

れば,たとえそれがどのようなものであっても提案

し,誠意を示すことがアメリカの利益であり,道義

的にも正しいことであるというのが7-カーの見解

であったからである｡｢冷戦｣という ｢非戦闘戦争｣

(non-shootillgWar)においては,道理にかなうもの

であればどのようなことでも提案することが必要不

可欠なのであった5°)0

このようにプーカ-は,原子力国際管理問題を

｢冷戦｣ という ｢イデオロギー戦争｣の一要素とし

て位置づけ,その観点から ｢ニューマン･プラン｣

の提案を勧告していたのであるが,同時にもう一つ

の重要な問題を提起 していたことを指摘 しておきた

い｡その間題とは,原子力国際管理と通常戦力の規

制とがどのような関係にあるかを認識するというこ

とであった.この間題は後のNSC-68とも関連性の

あるものであり,当時のアメリカにとっても,また

冷戦期を通 じて西側全体にとっても常に大きな課題

であり続けたのである07-カーによれば,この間

題に関しては二つの異なる考え方が存在 していた｡

一つは,まず原子力の匡l際管理に進み,その後で

通常戦力の規制や削減に進むべきであるという考え

方である｡この場合には,核軍備管理と通常戦力軍

備管理を一応卯 つ離 し,前者すなわち原子力国際管

理だけに専念することができ,ある程度の成果を期

待することが可能である｡ しかし一方,アメリカは

まず自国が最も優位を占めている核兵器という分野

で犠牲を払うことになるのに対 し,ソ連は通常兵力

の優位を差 し当た り保持することができることに

なってしまうのであった｡当時のアメリカは, 通常

戦力 (特に陸軍の兵力)に閲してはソ連より劣勢で

あり,その劣勢を核の優位で相殺していると考えら

jtていたので,アメリカ側がまず核軍備管理に応 じ

てしまったときには,この軍事バランスが崩れ,欧

州においてソ連の攻撃を招 くことになるかもしれな

かった｡

これとは別の,もう一つの考え方は,原子力国際

管理問題と通常兵力削減を連繋させ,ソ連側が,自

らが優位にある通常兵力の削減に応 じてから核軍備

管理に進むというものであったoこの場合には,ア

メリカの犠牲は非常に小さくなり,その安全保障を

脅かされる可能性は少ない｡だがこれはアメリカ

が,核の優位が続 く限り一方的にその軍事的優位を

保持することになり,ソ連にとっては自分の側が核

で優位に立つまで受け入れることができない考え方

である｡加えて,そもそも通常兵力の削減を核軍備

管理の前提としている限り,原子力匡‖祭管理そのも

のが不町能になってしまうであろう51)0

つまり,原子力国際管理交渉をまとめ核軍備管理
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における成果を挙げようとするならば,アメリカは

自らの安全保障を危険に晒すことになり,またその

ような危険を犯さない限り国際管理を進めることは

できない｡一方,アメリカが自国の安全を可能な限

り維持 しながら原子力国際管理を進めようとする

と,その管理交渉そのものの進展を期待することが

できなくなってしまうのである｡アメリカはいわば

一種のジレンマに陥ることになる｡では一体どちら

の見解を採ればよいのであろうか｡残念ながらプー

カ-自身はこの間題に対する回答を提示 していな

い｡この時点,すなわちフ-カーがこの長文覚書を

提出した1949年11月中旬の時点では,彼はこの間題

に対する明確な指針を政府首脳部が設定するよう勧

告 していただけである52)｡そしてこの指針は,後に

NSC-68の形をとって示さjtることになるのであっ

た｡

さて,以上のような問題点を指摘 した覚書を提出

した7-カーは,二日後の11月14日に今度はサ

ヴェ-ジと連名でわずか1ページの短い覚書をケナ

ンに提出した｡その覚書は原子力国際管理にまつわ

る諸問題に関して,7-カーとサヴェ-ジが協議の

結果得た暫定的結論を短 くまとめたものであった｡

両名が検討した項目は以下の5点である｡

[原子力国際管理に関する｣国家委員会 [の設置]

トJt,-マン･スターリン会談

ニューマン提案

国連における討議

原子力と通常戦力53) [との関係]

まず第-の ｢国家委員会｣についてであるが,原

子力国際管理問題に対するアメリカの立場を再検討

するため,新たに国家委員会を任命してはどうかと

いう問題である｡だが7-カーとサヴェ-ジは,国

務省指導の下で行政府がそのような検討にあたれば

十分であるとして,国家委員会の設置に反対 した｡

これは議会筋からの ｢干渉｣を受けないようにする

ためであったが,同時に国務省という行政機関のい

わば ｢省益｣を守るためであったと考えられる｡

第二の ｢トルーマン･スターリン会談｣は,もち

ろんこの時点でそのような会談を開く可能性を真剣

に考えたというわけではない｡あくまで一つの理論

的な仮定として形式的に検討 したに過ぎない｡つま

り,そのような首脳会談を開くことができるような

状況ではないことを確認するだけのものである｡た

だし機会があれば,アメリカとしてはロシアとの二

国間協議を望むものであり,大統領特使を派遣 しス

タ-リンと会談 し,原子力管理問題のみならず他の

関連諸問題についても話 し合うことが望ましいとさ

れていた｡

そして第三の ｢ニューマン提案｣は,言うまでも

なく,先に取 り上げた7-カーの長文覚書の中で検

討 され 7- カー 自身 もその提案 を勧 めていた

｢ニューマン･プラン｣についての項目であり,そ

の ｢プラン｣について一応の結論を引き出したもの

である｡その結論とは,その計画を提案することは

好ましくなく,また計画自体にも問題があるという

ものであった｡先述 した7-カーの提案は斥けられ

たのである｡7-カーはサヴェ-ジとの協議の結

莱,アメリカが原子力国際管理に関して新たな抜本

的提案をしないということに同意 したようである｡

したがって,第四の ｢国連における討議｣という項

目では,国連の場で原子力国際管理問題を引き続き

討議 していくことが好ましいとされ,従来の政策か

ら踏み出すことに消極的な態度を示すことになっ

た｡ということは,差し当たり原子力国際管理につ

いては大きな進展を期待 しないと言う態度を,間接

的ではあるが認めることになったわけである｡

最後に ｢原子力と通常戦力｣との関係についてで

あるが,この項目も7-カーの問題提起を反映した

ものであった｡原子力の国際管理体制の確立と同時

並行的に通常戦力の軍縮も必要であるのかどうかと

いう点について,政府首脳部の決定が必要であるこ

とを改めて主張していたのである｡すでに述べたよ

うに,原子力国際管理問題の検討作業に入る直前,

7-カーはケナンの指示に従って統合参謀本部の立

案 していた軍事戦略を調査 したことがあった｡そし

て当時のアメリカの軍事戦略が大きく原爆に依存し

ていることを知っていたのである｡通常戦力におい

て優越 しているソ連に対 しては,戦争の初期段階か

ら原爆を使用した政略爆撃を実施することになって

いたのであり,またアメリカの核における優越がソ

連を抑止 していると考えられていた｡このような事

情を認識 していた7-カーにとって,核軍備管理と

通常戦力の軍備管理とが密接な関連にあることを認

識するのは,それほど困難なことではなかったので

ある54)0
以上のように,サヴェ-ジとプーカ-連名の覚書

は,原子力国際管理問題について当時のアメリカが

直面していた諸課題を取 り上げているのであるが,

上の検討から明らかなように,実際には従来の政策

から一歩も踏み出すものではなかった｡唯一の重要

な問題提起は,核軍備管理が通常兵力の軍備管理な
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いLは削減と連繋 しているということを指摘 した第

五点 ｢原子力と通常兵力 [との関係]｣の箇所だけ

であったと言うことができよう｡それ以外の四点

は,事実上,現状を打開することは何 もしないとい

う立場を再確認 しただけであった｡

4. アチソン国務長官の態度

だが,サヴェ-ジや7-カーがそのような覚書を

起草 し,数日後には R･ゴー ドン ･ア-ネソン原子

力問題担当補佐官 (ウェッブ国務次官の補佐官)

ち,その覚書に大筋で合意 した55)のには,無理か

らぬ事情があったのである｡それは何 よりも,国務

長官のアチソン自身が,この原子力国際管理問題に

ついて明確な自己の見解を形成するには至っていな

かったということによる｡アチソンは,後にその回

顧録 『創造に立ち会って』の中で,原子力国際管理

問題 との関連から,｢政策の明確化という問題につ

いてケナンとボーレンは他の人々とは異なる角度か

ら考 えていたことに最初か ら気がついていた｣

(Acheson1987:347)と述べ,あたかも当初からケ

ナンの見解に批判的であったかのような印象を与え

ているが,これは歴史的事実を過度に単純化 した議

論であると言わざるを得ない｡ ミスキャンブルの研

究によれば,アチソンはケナンを中心とする政策企

画本部の原子力に関する再検討作業を重視 していた

のであり,1949年11月3Elにはこの作業グループと

会見 していたのである (Miscamble1980:194),,ア

チソンも回顧録の中で,｢問題の重要性を認識 して

いた｣政策企画本部の仝部員と一同に会 したことは

認めている｡だがアチソンは,政策企画本部と会見

したという事実にさり気なく触れただけで,会見時

の自分がどのような見解を持っていたかという点に

ついては沈黙を守っている (Acheson1987:346)｡

実は,この時点でアチソンは大統領には勧告 しな

かったものの水爆開発の一時中止を考えていたほど

であり,ケナンが主張 しようとしていた原子力国際

管理と真っ向から対立する見解を持っていたわけで

はなかったのである｡アナソンは,ケナンを中心と

する政策企画本部の作業をかなり重要視 していたの

であり,このことは トルーマンに対 して国務省内の

検討作業,すなわち政策企画本部の作業が終了する

まで,原子力問題については何の決定も行わないよ

うにという助言をしていた点からも裏付けることが

できる (Miscamble1980:194-195)｡つまりアチソ

ンは,回顧録の中で述べているように当初から原子

力匡l際管理問題についてケナンに批判的であったわ

けではなく,一時は水爆開発の一時中止を考えたこ

とがあるほどその見解は大きな振幅を示 していたの

である｡水爆開発問題が政府内で持ち上がった初期

段階において,アナソンは様々な角度からその間題

を検討 しようとする,むしろ慎重 ともいうべき態度

を保っていたように思われる｡それはアチソン自身

が自己の見解 を形成 し得ていないためでもあった

が,かえってそれだけに憤重な態度をとり,国務省

内の検討作業を見守 りつつ軍部や議会等周囲の動向

にも注意を払っていたのであろう｡そして,アナソ

ンがこのような ｢待ち｣の姿勢を保持 していた時期

においては,ケナンが進めていた再検討作業は一つ

の有力な選択であるかのように考えられていたので

ある｡

政策企画本部部員達とアナソンの会見が行われた

二週間後,7-カーとサヴェ-ジはケナンの名でア

チソンに提出すべき覚書の草稿を書き上げた (11月

18日)｡この覚書の中で両名は,国家安全保障の見

地から水爆開発の当否を決定するために検討すべき

課題を提示 し,問題の所在を明らかにしようとして

いた｡彼 らの示 した検討課題は次のようなもので

あった ｡

(1)水爆の使用は,危険な程度にまで地球の大気を汚染

するかもしれず,文明そのものに対する脅威となるの

ではないか?

(2)水爆の開発それ自体が,戦争に対する抑止力である

という確証があるか?

(3) ソ連が水爆を保有した場合に,アメリカによる水爆

の保有は,ソ連が脅迫によって影響力を拡大しようと

するのを抑止したり妨害したりすることができるか?

(4)水爆の開発は,戦争が発生したときにそれを実際に

使用するということを必然的な結論とするか?

(5)水爆の開発は,原爆の生産量を増やす場合と比較し

て,アメリカの軍事的能力を増加させるか?

(6)水爆開発は,アメリカの経済力を低下させるか?

(7) 恐怖を作り出す手段として水爆を保有することは,

較争に勝利するための手段として,アメリカの利益に

かなうものであるか?

(8) この種の大量破壊兵器を開発することについて,ア

メリカ国内と国際社会にどのような道義的影響をもた

らすか?水爆を構成する要素を,平和目的に適用する

ことができるか?

(9)この間題に関するアメリカ側の決定は,水爆開発に

関するロシア側の態度によって,確定されるべきであ

るか?56)

これらの問題点の中で,地球大気への影響,経済
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力とのかね合い,道義上の問題,などの≡点を除い

て見た場合には,他の問題点はすべてある一つの問

題に収赦 していくように思われる｡すなわち,水爆

という大量破壊兵器が,国益の観点からして軍事的

に有効なものたり得るのか否かという問題である｡

端的に言うとするならば,水爆が抑止力として役に

立つ必須のものであるのかどうかということであ

る｡そして,まさにこの点こそ後にケナンとアナソ

ンの見解を異なったものにする分岐点となっていく

のであった｡

7-カーとサヴェ-ジが,上のような内容と問題

点を持つ覚書の草稿を仕上げた翌 日,すなわち11月

19日,アメリカの水爆開発史の観点から見た上で重

要な指示が大統領によって発せられていた｡すでに

原子力委員会とその一般諮問委員会から水爆開発に

関する意見書を受け取っていた トルーマンは,アチ

ソン,ジョンソン国防長官,リリエンソール原子力

委員会議長の三名を国家安全保障会議特別小委員会

の構成メンバーとして指名 し,同特別小委員会に水

爆開発問題を検討させることにしたのである｡すで

に見たようにこの特別小委員会は,国家安全保障会

議事務局長シドニー ･ソア-ズを長とする作業部会

をその下部組織として持ち,この作業部会は国務省

および原子力委員会から各三名,国防省から四名の

代表委員を得て構成 されていた (Rosenberg1979:

80;Miscamble1980:192)｡ここで注目すべ き点は,

この作業部会への国務省側代表委員にポール ･ニッ

ツェが含まれていたということである｡ニッツェは

ケナンの後を襲って政策企画本部部長に就任 したば

か りであったが,この国家安全保障会議特別小委員

会の作業部会に参加することによって,戦略家とし

てのキャリアを開始することになる｡また,同作業

部会への国務省側代表委員には,国務省内で原子力

問題担当補佐官を務めていたア-ネソンも指名され

ており,ニッツェとともに水爆開発を是認する方向

を打ち出 していくのである (Miscamble1980:196)｡

ニッツェとア-ネソンの両名は,当然のことながら

ケナンの提示する政策路線に対する国務省内の最も

有力な批判者となるのである｡

一方, トルーマンの指名 した国家安全保障会議特

別小委員会も当初から意見の一致に達 していたわけ

ではない｡すでに見たように原子力委員会議長リリ

エンソールは,オッペンハイマーとともに水爆開発

に反対の立場をとってお り,むしろ原子力委員会内

部では水爆開発推進派が少数派であった｡これに対

して軍部は,当然のことながら水爆開発に賛成であ

り,陸海空三軍とも一致 してそれを支持 していた｡

すでに11月23日には統合参謀本部はジョンソン国防

長官に水爆開発に進むべきであるとの覚書を提出し

てお り,プラッドレ- (OmarBradley)統合参謀本

部議長は議会筋や原子力委員会に対するロビー活動

をしていたほどである (Bradley1983:515)57)｡ま

た,ジョンソン国防長官自身も水爆開発を強 く支持

していた (Rosenberg1979:80)58)｡このような軍部

や原子力委員会の立場と,国務省のそれを比較 した

とき,アチソン国務長官は当初中間派的な位置を占

めていたということができるかもしれないOだが,

第二次世界大戦中から様々な政策の立案と遂行を経

験 してきたアチソンにとって,リリエンソールのよ

うな純粋に道義的立場からの反対は必ずしも説得力

のあるものではなかった｡

11月30日,アチソンはりリエンソールと会談 し,

大統領の指示によって成立 した国家安全保障会議特

別小委員会をどのように機能させていくかという点

について,国務省側の態度を伝えていた｡この会談

においてアナソンは,国家安全保障会議特別小委員

会とその作業部会は ｢究極的な道義問題｣(theulti-

matemoralquestion)を検討すべ きではなく,むし

ろ ｢できるだけ多 くの事実と分析｣(asmuchfactand

analysisaspossible)を示すよう努めるべ きである,

という見解を示 していたのである59)｡ しかもアナソ

ンの言う ｢事実と分析｣とは要旨以下のようなもの

であった｡

(1) ｢スーパー [水爆のこと-筆者注〕｣の破壊力は運搬

手段の搭載能力にのみ制限されるというのであれば,

B-36爆撃機の搭載能力を考慮した場合に,破壊力の

およぶ地域はどの程度まで広がるか｡

[(2比 (3)は略]

(4) ｢スーパー｣の開発に成功した場合,どのような戦

略的使用をすることができるか?部隊に対してか,翠

事施設に対してか?

(5)報復を受ける可能性があるとき,水爆の使用にはど

のような問題があるか?米ソ双方が保有した場合には

双方とも使用するのであろうか?

(6) 様々な状況についての検討が必要｡アメリカが水爆

を保有して他の国々が持っていない場合,あるいはそ

の道｡さらに米ソ双方が水爆を保有した場合｡

(7) アメリカが水爆開発を進める場合にロシア側に与え

る影響｡あるいは開発しない場合のロシア側への影

響｡他の国々について同様の問題｡

(8) 結論を出すにあたっては様々な要因を比較考量する

こと｡既存の原子力政策とのかね合いを再検討,施設
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や資金面の観点から他の手段との比較,道義問題,原

子力国際管理問題とのかね合い,ソ連との話し合いの

可蘭 性など60)0

このようにアチソンの言う ｢事実と分析｣は,翠

事および外交戦略の面,それも特に軍事戦略の観点

から水爆開発へ進む意義を評価することに重点がお

かれたものであったと言えよう｡いわばアチソン

は,核を含めた軍事戦略がアメリカの国益に適うも

のとなり得るか否かを,まず見極め,その後でリリ

エンソールらが主張した道義問題やケナンの主張す

ることになる国際管理問題を検討 しようとしていた

のである｡そもそも水爆を開発 しそれを保有するこ

とは,軍事的に見て一体 どのような意味があるの

か,あるいは無いのかという問題に対する回答を得

たい,というのがアチソンの考え方であったように

思われる｡この意味でアチソンはそれなりに憤重な

姿勢を保っていたのである｡ウェッブ国務次官によ

れば,水爆開発へ進むという決定をすることで,世

界中の国々が戦争は不可避であり,アメリカはその

ような決心をしたと解釈 してしまうかもしれないと

いう可能性について,アチソンは憂慮 していたとい

う61)｡しかし,アチソンの態度は道義的立場から水

爆開発に反対する立場 とは,やは り異質なもので

あったと言わなければならない｡

5. 二つの選択

軍事戦略の観点から水爆開発の意義を探ろうとし

ていたアナソンを支えたのが,新任の政策企画本部

部長ポール ･ニッツェであった｡既にふれたよう

に,ニッツェはトルーマンが指名 した国家安全保障

会議特別小委員会の作業部会に国務省側代表の一員

として加わり,水爆開発問題に取 り組むことになっ

ていたのである｡ニッツェは,ジョンソン国防長官

の原子力問題担当補佐官であったロバー ト･ルバロ

ン (RobertLeBaron)から初めて水爆の可能性につ

いて聞かされ,そのルバロンの紹介でエ ドワー ド･

テラーやアーネス ト･ローレンスなど主に水爆開発

推進派の科学者達と会見し,彼らから大きな影響を

受けた｡もちろんニッツェはオッペンハイマーとも

話 し合ったが,彼はオッペンハイマーが政治的考慮

から科学的判断を曇らせているという印象を受け,

それほど大きな影響を受けなかったようである｡

ニッツェの得た結論は,もし水爆を製造することが

技術的に可能で,もしソ連がアメリカと同等の科学

技術力を持っているとするならば,アメリカは既に

ソ連が水爆開発に取 り組んでいるということを仮説

的前提にしなければならない,というものであっ

た｡そ して,このような結論こそ,テラーやロー

レンスの考え方 と一致するものであったのである

(Nitze1989:80-90)(尚,歴史的に振 り返ってみる

と,このようなニッツェの前提は正しかったようで

ある｡この当時,ソ連はすでに水爆開発を進めてい

た 〔Holloway1984:24-25〕)｡

12月19日,ニッツェは自らが検討した結果を覚書

にまとめアチソンに提出した｡ニッツェは,大統領

が原子力委員会に対 して水爆開発の可能性をさぐる

ための計画を進めるよう促すべきであるという立場

を明確に示したのである.だが一方では,水爆の開

発実験を進めることと,それの実戦配備を区別 し,

実験に必要な数以上の水爆 を製造するか否かをさ

しあたり決定せず,ソ連の原水爆能力を考慮に入

れた上でアメリカのとるべ き戦略を国家安全保障

会議が再検討するべ きであるとしていたのである

(Miscamble1980:197;Nitze1989:91)｡ニッツェ

がこのような折衷案的な勧告を示したのは,あくま

で水爆開発に反対 していたリリエンソールを,アチ

ソンが説得することができるようにするためであっ

た ｡言うまでもなく,アチソンはあの有名な ｢アチ

ソン･リリエンソール報告｣を提出して以来りリエ

ンソールとは友人関係にあ り,直接的にリリエン

ソールに対 して異を唱えることは難しい状況にあっ

た｡したがって,ニッツェとしては,とりあえず水

爆の開発実験は行うがそれが必ずしも将来のアメリ

カ軍事戦略の中に水爆を組み込むことを意味しない

という論理を展開することによって,アチソンがリ

T)エンソールを慰撫 し説得することを可能にさせた

のである｡またニッツェの勧告は,あくまで水爆開

発に反対 していたりリエ ンソールと,熱心な水爆開

発論者であったジョンソンとの対立を緩和させる妥

協 としての役割をも果たすことになるのである

(Webs1979:118-119)｡この時点においては水爆

問題についての最終的立場を決めかねていたアチソ

ンにとっても,ニッツェの勧告は有意義なもので

あったと思われる｡やがてアチソンが水爆開発に進

むべきであるとの結論に達 したとき,ニッツェのこ

の勧告は全面的に採用され,所期の目的を達成する

ことになるのである｡そして,水爆の開発実験だけ

は行ってみるという決定は,事実上アメリカが水爆

を保有するということを意味したから,ニッツェの

提示した妥協は,あくまでリリエンソールを説得す

るために生み出された架空の ｢妥協｣なのであっ
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た｡

以上のように,ニッツェはりリエンソールとジョ

ンソンの意見対立を解消 し得るような妥協案を提示

したのであるが,その事実は却ってこのような意見

の対立がかなり尖鋭なものであったことをうかがわ

せる｡それはアチソン,ジョンソン,リリエンソー

ルの三名から構成される国家安全保障会議特別小委

員会でもそうであったし,すでに見たように国務省

や原子力委員会の内部にも存在 していたのである｡

この意見対立の中心は,言うまでもなく水爆開発に

踏み切るべきであるか否かという点にあったが,そ

れに関連 した国家戦略上の基本方針の相違とも密接

な関連性を持っていたことを看過すべ きではないで

あろう｡むしろ水爆開発に関する決定は,国家戦略

上の基本方針に左右される結果としての意味あいの

方が強かったと考えることも可能なのである｡で

は,その国家戦略上の基本方針の相違とはどのよう

なものであったのであろうか｡国務省政策企画本部

部員でケナンの作業にも協力 していたカール トン ･

サヴェ-ジの書いた短い覚書に簡潔な形で述べられ

ているので,それを引用す ることに したい｡サ

ヴェ-ジによる基本方針の違いとは以下のようなも

のであった｡

第-の選択

(1) ソ連との戦争に巻き込まれた場合には,十分な計算

の上で直ちに大量破壊兵器を使用するという方針に基

づいて,我々の政治的および軍事的計画を策定する｡

(2) 引き続き原爆の備蓄を増加させていく｡

(3) 超爆弾 [水爆]の生産に踏み切る｡

(4) 原爆と超爆弾の備蓄量に適合させるのに必要な程度

までの通常戦力を維持する｡

(5) より良くかつ効率的な計画が提出されるまで,国連

における原子力国際管理計画を文持し続けるという現

在の政策を放棄する｡

(6) 原爆,超爆弾,通常磯力における我々の優位を,戟

争に対する抑止力として活用する｡

第二の選択

(1)戦争に対する抑止力として,または我々が先制使用

を受けた場合の報復として使用するのに十分な量だけ

の原爆しか保有しない｡

(2)超爆弾を開発しない｡

(3) それに応じて我々の通常戦力の潜在能力を増加させ

る｡

(4) 平和目的にも軍事目的にも利用することが可能な,

大型原子炉の一時的廃棄についてロシア側との合意に

達するよう交渉を試みる｡

(5) また通常戦力についても,ロシアと合意に達するよ

う交渉を試みる62)0

言 うまでもなく,｢第-の選択｣が国防省やエ ド

ワー ド･テラーなど一部の科学者,および後にアチ

ソンを始めとする国務省が提唱 し実際に採用するこ

とになるものであ り,｢第二の選択｣が,オッペン

ハイマーやケナンなど政府内ではごく限られた人々

が好 ましいと考えた方向である｡この二つの ｢選

択｣の中で注目すべ き点は,｢第-の選択｣の第-

項 と第六項に示 されている戦略的指針 と,｢第二の

選択｣の第一項に示 されている指針 との相違であ

る｡｢第-の選択｣においては,対ソ戟発生の場合

に直ちに核使用に踏み切ること,すなわち核の先制

使用を前提 として外交 ･軍事戦略を策定することに

なってお り,対ソ戦とはすなわち核戦争を遂行する

ことを意味することになる｡それ故,核戦力と通常

戦力の優越を維持することが極めて重要な課題 とな

り,またその優越を保持することをもって抑止力の

重要な構成要素と見なしている｡こjlに対 して ｢第

二の選択｣では,核の先制使用を前提 とせず,戦争

の発生自体を抑止 したり,アメリカが先制核攻撃を

受けた場合の報復 として使用することだけを考えて

いる｡この場合には,アメリカは必ず しも核戦争を

遂行するわけではなく,その前段階として通常戦力

のみを使用する対ソ戦というものが起こり得るとい

うことが合意されている｡核兵器は報復を行うため

に必要最小限度の数量を保有 しておけばよく,必ず

しも相手側に対 して優位を占める必要はないという

ことになる｡つまり,有効な報復を行うことができ

るだけの核兵器を保有 してお くならば,それだけで

抑止力としては十分であるという考え方に基づいて

いるのである｡

このように対 ソ戦 と抑止力に対する認識の相違

が,｢第-の選択｣ と ｢第二の選択｣を区別する基

本的要因となっているのである｡対ソ戦における先

制使用を前提とし,核戦力と通常戟力の対ソ優位を

保持 しようとするのであれば,原爆の備蓄量を増加

させ水爆開発に踏み切ることが重要であり,国連に

おける原子力国際管理は不必要となる｡一方,報復

のために十分な量だけの必要最小限の原爆 しか保有

しないという立場に立てば,ソ連と何 らかの交渉の

余地が生まれてくるかもしれず,また交渉の余地が

ある以上,水爆開発はとりあえず中止 しても差 しつ

かえない｡もし一定数の原爆が抑止力として十分で

あるということになるのであれば,どうして原爆以
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上の破壊力を持つ兵器を開発しなければならないの

であろうか｡水爆は全 く余分なものでしかない｡

以上のように,対ソ戦と抑止力に対する認識が,

二つの選択を区別するメルクマールとなっているわ

けであり,当時アメリカ政府内で検討されていた水

爆開発問題に異なる接近法をもたらしたのである｡

ただしここで注目しておかなければならないこと

は,二つの選択ともその文脈は異なるとはいえ通常

戦力に関する限りその増強の必要性を主張 してお

り,それが両者における唯一の共通点となっている

ということである｡｢第一の選択｣においては,原

水爆とともにソ連に対する軍事的優位を確保し,そ

の優位に基づく抑止力を強化するためであり, ｢第

二の選択｣においては,水爆を開発 しない代わりに

通常戦力を強化し,核への依存を減少させるためで

ある｡また, ｢第二の選択｣では,通常戦力特に陸

軍に関する限りソ連の方が優越しているという事情

を考慮して,核だけではなく通常戦力についてもソ

連側と交渉を試みることになっている｡当時のアメ

リカの軍事戦略は,ソ連側の通常戦力における優位

を,核における優位によって相殺するという構成に

なっていたので,アメリカが核の優位を追求しない

ことを基本方針とする場合には,ソ連側に通常戦力

の削減を求める必要があったのである｡

通常戦力強化の必要性を訴えているという点にお

いて一致 しているとはいえ,サヴェ-ジの示 した

｢第一の選択｣と ｢第二の選択｣との間には,軍事

外交戟略上,非常に大きな相違があったといわなけ

ればならない｡そしてその相違とは,すでに述べた

ように対ソ戦の形態と抑止力の在 り方に対する認識

の違いから生じたものであった｡1949年も12月半ば

になると,アチソンに代表される ｢第-の選択｣と

ケナンが提示することになる ｢第二の選択｣との意

見対立が,国務省内部ではっきりと現れてくるので

ある｡

12月16日に行われた政策企画本部の会議は,ヨー

ロッパにおける軍事問題を検討したが,部員の中に

は統合参謀本部を始めとして軍部を批判し,彼らは

｢完全な安全｣(totalsecurity)を求めているかのよ

うであり,それが達成されたならば相手側すなわち

ソ連にとっては受け入れがたい ｢危険｣(insecurity)

になってしまうであろうと主張する者がいたほどで

あった｡このような厳しい批判が,軍部側の軍事計

画に対して加えられたことに力を得て,ケナンも統

合参謀本部の対ソ作戦に対する批判的見解を述べて

いたのである｡ケナンは,西側のソ連に対する ｢勝

利｣とは何を意味するのかという根本的問題を提起

し,西側の勝利とはソ連軍の西進をライン川かエル

ベ川の線でくい止め,同軍の志気と能力をくじくこ

とにあるはずであるとした｡そしてもし, ｢戦争に

勝つ｣ということが,そのような限定的な意味であ

るのであれば,アメリカとしてはそのような限定的

目的が自国の目的であるということを,明確に決定

することが最重要課題であると主張したのである｡

つまりケナンは,アメリカが第二次大戦のときのよ

うに相手国本土へ侵攻しその政府を打倒するような

ことを想定すべきではないという見解を抱いていた

のである｡アメリカは, ｢シベリアを含めたソ連全

土を占領するようなことは考えるべきではない｣と

いうのが彼の主張であった63)｡そしてこのような立

場に立つ限り,原爆は必ずしも必要ではないという

ことになるのである｡(当時はまだ戦術核が開発さ

jtておらず,原爆はソ連本土に対する戦略爆撃にお

いてのみ使用されることになっていた｡)

これに対してアナソンは,アメリカの目的とは戦

争の防止であり,軍部も戦争準備をすることは戦争

を防止するためであると考えていると主張した｡つ

まりアチソンは,アメリカが対ソ全面戦争の準備を

整えることがソ連に対する抑止力となるのであり,

そjtによって戦争を防止することができる,という

論理を展開したのである｡そして,この論理に立つ

限り原爆は抑止力の構成要素として極めて重要な役

割を果たすことになるのであり,それなくしてアメ

リカのソ連に対する抑止力は成 り立たないことにな

るのであるOこの会議の席上アチソンは,この点を

明確に述べている｡すなわち, ｢原爆は抑止力であ

る｡ケナンの言うように過剰な抑止 (asuperRuous

deterrent)ではない｣64)と｡この会議の時点では,

アナソンは水爆開発に対する態度をまだ最終的に決

めていなかったとはいえ,彼が拠 り所にした論理

は,既にはっきりと ｢第-の選択｣を指向していた

のである｡

そしてこの点は,会議の数日後に7-カーがケナ

ンに提出した覚書によっても確認することができ

る｡フーカーによれば,アチソンはアメリカの原爆

使用準備態勢がソ連の西欧への軍事的侵攻に対する

抑止力になっていないという仮定に疑念を表明して

いるのであった｡7-カーはこの点を考慮して原子

力に関する長文覚書を修正するようケナンに提案し

ている65)｡マックレランによれば,アチソンは1949

年12月末までに水爆開発を支持するよう決心したと

されている (McLeuan1976:177)が,この若干あ
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いまいな判定を受け入れるとしても,アチソンの戦

略的思考に影響を与えた論理は,すでにその前から

水爆開発を受け入れる方向で作用していたことを指

摘 しなければならない｡アチソンが,原爆を対ソ抑

止力の主要構成要素と考える ｢第-の選択｣を受け

入れるとするのであれば,ケナンのように原爆を

｢過剰抑止｣と見倣す ｢第二の選択｣を受容する基

盤はほとんど存在していなかったといわざるを得な

い｡｢第-の選択｣を支持する観点に立った場合に

は,原爆が抑止力となるのであれば,水爆が抑止力

にならないはずがないのである｡

Ⅳ. ケナンの長文覚書 ｢原子力国際管理｣

ケナンが作業を進めていた原子力国際管理問題に

関する長文覚書を完成させ提出したのは,上のよう

にアチソンが ｢第一の選択｣へ傾きつつあるときで

あった｡ この覚書は ｢原子力国際管理｣(Interna-

tionalControlofAtomicEnergy)と題 され,全文79

ページにも及び,官僚機構の中で一個人が提出した

文書としては例外的な分量を有するものであった｡

しかも回顧録におけるケナン自身の認識によれば,

この長文覚書は彼が政策立案に携わっていた期間中

に書いた文書の中で,｢最も重要な文書とはいわな

いまでも,きわめて重要な文書の中の一つ｣(Kennan

1983a:472[邦訳,上 :441])であった ｡既に見た

ように,ケナンがこの長文覚書の執筆作業を開始し

たのは1949年10月半ばのことであったが,以来九二

カ月をこの作業のために費やしたのである｡彼が同

覚書の草稿を完成させたのは12月15日であったが,

即日国務長官が主催する部内の定例会議で検討さ

れ,アチソンはその写しを取り,翌日にはラスクや

ア-ネソンなどの関係者にも配布されたoそして,

ケナンが正式の最終稿を提出したのは,翌1950年 1

月20日のことであった (Miscamble1980:198)｡

この文書の内容についてはケナン自身も回顧録の

中で短 く触れているが (Kennan1983a:47ト476

[邦訳,上 :44ト445]),現在ではその全文が公開

され,ワシントンの国立公文書館で入手することが

可能であ り,またその抜粋は 『合衆国外交文書』

(ForeignRelationsoftheUnitedStates)に掲載 され

公刊されている66)｡後にケナンは,有力な反核論者

ないしは核軍縮論者として広 く世上に知られること

になるが,核兵器に対する彼の基本的見解は,ほと

んどすべてこの長文覚書の中で言い尽くされている

と言っても過言ではないであろう｡また同文書にお

いて示されたケナンの認識は,冷戦終背後の現代世

界における核兵器の在 り方に対 しても,極めて貴

重な示唆を与えているように思われる｡では,サ

ヴェ-ジの言う ｢第二の選択｣を,ケナンはどのよ

うな論理を用いて展開したのであろうか｡

ケナンが文字通り心血を注いだ,この ｢原子力国

際管理｣という長文覚書は,大まかに言って四つの

部分から構成されていると考えることができる｡第

一は,それまでアメリカが提案し固執してきた原子

力国際管理案すなわちバルーク案をめぐる問題と,

それにまつわるソ連側の態度を概観 した部分であ

り,いわば前史的導入部を構成している (PartI&

ⅠⅠ)｡次に第二の部分がこの長文覚書における最も

重要な論点を含んでいるところであり,核兵器に関

する根本的問題を考察している (PartIII)｡第三に,

当時のアメリカが置かれた状況に応じた諸問題を検

証 した部分が続 く (PartIV)｡そして最後に根本的

問題の検証を踏まえて現実の状況を考え,アメリカ

の進むべき方向を提言した結論部によって締めくく

られているのである (PartV,ⅤⅠ,ⅤⅠⅠ)67)｡尚,本稿

の問題意識からして,第-の部分を検証する余裕は

ないので,我々としては第二の部分から考察を開始

し,必要に応じて適宜バルーク案と米ソの交渉態度

をめぐる問題にふれるだけにとどめていくことにし

たい｡

1. 核兵器に関する本質的諸問題の検討

(1) ｢必要不可欠｣か ｢過剰抑止｣か

マンデルバウム (MichaelMandelbaum)によれば,

核兵器の登場はナポレオン戦争の下で国民皆兵に基

づく国民軍が登場したことや,第一次大戦において

大規模な機械化が進んだことと並んで軍事上第三の

革命を構成する (Mandelbaum 1981:14-21)｡いわ

ゆる ｢核革命｣(TheNuclearRevolution)である｡

一発の原爆,後には水爆の持つ革命的な破壊力は,

確かに国家の対外政策や国際政治体系のあり方に大

きな影響を与えざるを得なかった｡史上初めてその

ような兵器を保有するに到ったアメリカの軍部が,

核を使用した将来戦がどのような形態を取るかを執

掬に研究したのも不可避的なことであったと言えよ

う｡核が登場して間もない1940年代末から50年代初

めにかけて,核兵器とは一体何であるのかという根

本的な問いが発せられたのである｡そして,このよ

うな核兵器の存在そのものに対する根本的問題を捷

起 した人々の中に,ケナンも含まれていたのであ

る｡原子力国際管理問題を検討していく過程で,秩
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兵器そのものの存在とそれに対するアメリカの態度

を再吟味する必要が生 じるのは,｢核革命｣直後の

時期においては当然のことであった｡

ケナンは,原子力国際管理に進むべきか否かを見

定める前提として ｢より深い問題｣を忘れてはなら

ないとし,大量破壊兵器に対する全般的態度と,ア

メリカの軍事計画におけるそのような兵器の役割と

いう,二つの側面から核兵器に関する根本的問題を

検討すべきであると主張するのである68)｡そして,

このような視点から核兵器の問題を検討するにあ

たって,まず考えなければならない問題として次の

二点を指摘する｡

[1] 我々の軍事力を構成する必要不可欠かつ死活的に

重要なものとして大量破壊兵旨削こ依存すべきかoす

なわち,我々がソ連との軍事的紛争に巻き込まれた

場合には,意識的に,即座に跨雌することなく,そ

の使用に踏み切ることを期待するか｡

[21 同様の兵器が,我々や我々の同盟国に対して使用

されることに対する抑止力として,また実際にそれ

が使用された場合に成し得る報復の手段としてのみ,

そのような兵器を保有するのか69)0

この相異なる二つの見解に明確な回答を寄せるこ

とによって,核兵器にまつわる一連の問題にもはっ

きりとした指針を持って臨むことができ,したがっ

て国際管理問題についての解答も自ずと明らかにな

るはずであった｡なお,我々は,ここで問題にした

二つの立場のうち,核をアメリカの軍事力の必要不

可欠の構成要素と考える立場 ([1])を,先述 した

サヴェ-ジの覚書のひそみにならって (ただしサ

ヴェ-ジの覚書と区別するため(B)を補う)引き続

き ｢第一の選択 (B)｣ と呼び,抑止と報複のために

のみ核を保有するという見解 ([2])を,やはり同

様 に ｢第二の選択 (ち)｣ と呼称することに した

い 70)o

さて,ではこの二つの選択の間には,論理的帰結

としてどのような違いがあるのであろうか｡やや結

論を先取 りした形で述べるとすれば,それは将来生

起するかもしれないソ連との戦争が,いかなる形態

のものになるかという問題に関連 していた｡つま

り,もしアメリカが ｢第-の選択 (B)｣を選んだ場

合には,当然のことながら核兵器は対ソ戦の遂行に

おいて必要不可欠なものであり,それなくしては戦

争計画が成 り立たないほど重要なものとなるのであ

る｡いわばアメリカの軍事戦略はすべて核兵器を中

心にして立案され,戦争が発生したときには,事前

の計画に従って開戦当初より直ちに核使用に踏み切

ることになる71)｡事実,1948年以降活発化 してい

く,統合参謀本部による対ソ作戦計画の立案におい

て,核は西側の攻勢の中心要素と見倣され,開戦直

後から原爆使用も含めた大規模な戦略爆撃を実施す

ることになっていたのである｡例えばすでにふれた

｢ハーフムーン｣ OCS-1844/4)作戦計画において

は,開戦 日 (D-day)に沖縄か ら,開戦後15日 (D

plus15days)にはイギリスとエジプトのカイロ-ス

エズ地域に置かれた基地から戦略空軍によるソ連本

土爆撃が実施されることになっていた72)0

このように ｢第-の選択 (B)｣は,先制使用も含

めて核兵器の全面的使用を対ソ戟遂行の中心的構成

要素とし,ソ連の軍事的打倒のためにはアメリカが

持てるすべての手段を活用するということを合意し

ている｡つまり,戦争遂行手段の無制限性をその特

徴としている｡そして,戦争遂行手段に制限が無い

ということは,そのような手段によって達成される

べき目的がソ連の全面的な軍事的敗北以外にはあり

得ないということになるのである｡ケナン自身の表

現を借 りるとするならば,｢敵国の部隊,住民,領

土に最大限の破壊をもたらすこと｣73)である｡この

｢敵国の最大限破壊｣こそ,核の全面使用を中心要

素とする ｢第一の選択 (ら)｣がもたらす,将来の戦

争形態なのであった｡

これに対 して,｢第二の選択 (B)｣が前提とする

戟争形態が ｢敵国の最大限破壊｣よりかなり ｢限定

的｣なものになることは,当然予想されるところで

あろうoここで我々が改めて注目すべき点は,先に

も言及 したことがある政策企画本部の第171回会議

(1949年12月16日)におけるケナンの発言である｡

そこでケナンは,西側が戦争に ｢勝利する｣ことが

何を意味するのかという問題を提起し,西側の勝利

とはある一定の線 (ライン川かエルベ川)でソ連軍

の西進をくい止め,同軍の志気と能力をくじくこと

にあるとし,シベリアやソ連全土を占領するような

ことは考えるべ きではないとしていた74)｡いわば

ケナンは ｢懲罰的抑止｣(dete汀enCethroughpunish-

ment)より ｢拒否的抑止｣(dete汀enCethroughdeni-

al)に近い考え方を持っていたと言えよう｡そして,

対ソ戦が上のような ｢限定化｣されたものになるの

であれば,アメリカは核兵器を自国の ｢基礎的軍事

態勢｣(basicmiutaryposture)におけるある種 ｢余

分なもの｣(somethingsuper触ous)と見倣すことが

できるかもしれないのである75)0

｢第二の選択 (B)｣では,相手側の使用に先立っ
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て核兵器を使用しない,つまり核の先制使用を行わ

ず,相手側が通常兵器のみによる戦闘を行っている

限りこちら側も通常兵器だけで応酬しようと考えて

いるわけであり,核は全く使用されないかもしれな

いという可能性が残されているのである｡したがっ

て,アメリカは核兵器に依存しないような軍事計画

を立案し,核は相手側がそれを使用するのを抑止し

たり,また実際に使用した場合の報復のための手段

として最小限度の量だけを保有しておけば良いので

ある｡この保有量は,西側に対する危険を見積 も

り,西側に対する攻撃を非合理的なものにするよう

にして決定される｡このような観点から見る限り,

当時アメリカ政府内で問題となっていた水爆を開発

するか否かは,単に程度の問題となる｡というの

は,もし通常爆弾のみでソ連に対する抑止と報復と

いう目的を達成することができると考えられた場合

には,核兵器は ｢余分な｣(redundant)ものにしか

ならず,保有していてもそれほど意味のあるもので

はなくなってしまうからである76)｡

もっとも,現実にはこの ｢長文覚書｣が提出され

た当時,ソ連はすでに原爆を保有するに到っていた

ので,アメリカが一方的に自国の核兵器をすべて廃

棄するということは問題にならなかった｡ケナン自

身も回顧録の中で,国際的協定が出来るまでアメリ

カは核兵器を保持しなければならないという見解に

反対ではなかったと述べている (Kerman1983a:

473[邦訳,上 :443])｡だが, ｢第二の選択(B)｣は

明らかに通常戦力の役割を積極的に評価しており,

核兵器の役割は ｢抑止と報復｣を担保する点だけに

限定 されていたということが出来る｡アメリカが

｢第一の選択 (B)｣を選ぶか ｢第二の選択(B)｣に進

むかによって,その軍事力の構成が非常に異なるも

のになるのは必然的であろう｡特に ｢第二の選択

(ち)｣へ進む場合には,通常兵力の強化および整備

を進めることが重要な課題になってくる｡核兵器に

依存することを嫌ったケナンが,通常戦力の強化を

もたらすような政策路線を提唱することになったの

は以上のような理由からであった｡

(2)核兵器と通常兵器

ここで我々は,ケナンが核兵器と通常兵器を異質

なものと認識し,区別していたことを指摘しなけれ

ばならない｡この認識は,実のところ核兵器の存在

そのものをどのように考えるかという問題と表裏一

体のものでもある｡すなわち,核兵器を通常兵器の

単なる量的拡大と見倣 し,戦争においても通常戦力

と同様に使用し軍事的勝利をもたらすことができる

ものと考える立場がある｡この考え方は,いわば

｢戦勝｣(war掘ghting)戦略を採用している立場であ

る (Yergin1980:340-341)｡これに対して,核兵器

と通常兵器は本質的に異なるものであるという見解

がある｡バーナード･プロデイが主張したように,

核兵器の登場後,軍事力の役割は戦争に勝利するこ

とではなく,戦争を起こさないようにすることへと

変化 したとされるのである (Brodie1946:78)｡核

兵器は ｢使うことができない｣兵器なのであり,そ

の最も重要な役割は敵国からの攻撃を抑止すること

にある｡つまり,核兵器は ｢抑止 ｣(deterrence)戟

略においてのみ有意義な役割を果たすことができる

と考えるのである (Yergin1980:341)77)｡

ケナンが ｢第二の選択 (B)｣を好ましいと考えて

いたのも,彼が核兵器と通常兵器を異質なものと認

識していたが故なのである｡彼は,今我々が取り上

げている ｢長文覚書｣の中ではっきりと次のように

述べている｡すなわち,通常兵器と核兵器を区別せ

ず,ただ単に後者は破壊力の程度が異なるだけであ

るという考え方は ｢誤 りである｣78)｡というのは,

｢原爆を使わないで軍事的政治的に達成することが

できるものは,[中略]原爆を使って達成するこ

とができるものと異なる (強調原文)｣79)からであ

るBO)｡つまり,核を使用した戦争と核を使用しない

戦争との間には,何らかの違いがあるはずであり,

その違いは核兵器と通常兵器との間にある属性の違

いに起因するものなのである｡しかもケナンにおい

て,通常兵器が達成することができるものの方に積

極的な意味を兄いだしているのは明らかであろう｡

｢原爆を使って達成することができるものと異なる｣

と言うとき,この部分を,原爆を使用した場合には

達成することができない何かがある,と言い換えて

もおそらく誤りではないのである｡では一体,核と

通常兵器との間にある根本的な相違とはどのような

ものなのであろうか｡

ケナン自身の見解によれば,核兵器と通常兵器の

違いとは,そのような兵器を使用する際に,すなわ

ちこれら兵器によって行われる戦争のあり方の中に

兄いだすことができるのである｡まず通常兵器に

よって行われる戦争においては,相手側の降伏や服

従の可能性を認め,それを受け入れるということが

可能である｡伝統的な一般原則として,通常兵器戦

争では,民間人を含めた非戦闘員やすでに戦闘行為

を放棄した兵員に対して,攻撃を加えることはない

ということになっている｡つまり通常兵器戦争で

は,戦闘員と非戦闘員を区別し,一応その前者のみ
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が攻撃の対象となるのである｡しかも,このような

戦闘員と非戦闘員の区別は,さらに一層重要な意味

合いを持つことになるという｡すなわち,通常兵器

戦争においては,｢戦争は戦争以外の目的のための

手段であるべきである｣81)という認識が,その前提

として存在していると考えられるのである｡戦争は

それ自体を目的としてほならないのであり,より

｢高次｣の目的を達成するための手段でなければな

らない｡ここには明らかにクラウゼヴイソツ (Karl

YonClausewitz)の影響を兄いだすことができるで

あろう｡では戦争がその手段となるべき目的とは如

何なるものなのであろうか｡ケナンの見解によれ

ば,それは人々の ｢信念,感情,態度｣82)と開通 し

たものであり,人々が戦争後に出現する新しい政治

的意志や生活の制度に服従することによって明確に

なるものである｡つまり,戦争相手国の人々の政治

的意識や生活のあり方に何がしかの影響を与え,新

しい政治的生活を開始させるために戦争は行われる

のである｡我々はここで,ビスマルク指導下で行わ

れたドイツ統一戦争や第二次大戦のあり方,さらに

は植民地の旧宗主国に対する民族独立戦争など,

様々な戦争を想起することができよう｡

これらの戦争において,戦勝国は敗戦国 (ないし

は敗北側)の人々の ｢信念,感情,態度｣に影響を

与え,敗北した側の人々は新しい政治的意志や生活

の制度に服従したのである｡そして何より重要なこ

とは,通常兵器戦争は相手側の人々の政治的生活を

変化させはするが,生活そのものを根絶するわけで

はなく,生活自体を否定することもないという点で

ある｡いわば通常兵器は,戦争終了後に相手国の

人々が生活を続けていくことを当然の前提としてい

るのである｡また,それ故にこそ戦争はあくまで手

段に過ぎないということになるであろう83)0

これに対して大量破壊兵器,すなわち核兵器は上

のような性質を持っていない,というのがケナンの

見解であった｡核兵器による戦争は敵対国の人々の

生活を改めて形成するという方向性を持った政治目

的と調和させることはできないのである｡核兵器の

もたらす膨大な破壊力は,相手国の人々の生活その

ものを根こそぎにしてしまうのであり,人々の政治

生活を変容させるのではなく生活そのものを完全に

破壊してしまうであろう｡核が最終兵器と呼ばれる

ゆえんである｡このような性質を持つ核兵器は,文

明の進歩をもたらすものではない｡ケナンにおいて

核は,西欧文明を形成する基準から後退し,かつて

アジアの遊牧民たちによく知られていた戦争概念へ

と逆戻 りしたものなのである｡核を使用した戦争に

おいては,戦争はより ｢高次の｣目的を達成するた

めの手段とはなり得ないのであり,あくまで ｢敵国

の最大限破壊｣すなわち破壊のための破壊を唯一の

目的としたものである｡このような意味において,

核戦争は ｢アジア的戦争｣であると言うことができ

るであろう｡そのような戦争は,｢人間が人間に対

する最悪の,最もひどい敵になることができるし,

またそうであるということを認め｣たものなのであ

る｡それは,核が ｢人類に対する究極の責任｣を考

慮することが出来ない,｢野蛮な｣兵器であること

を示しているのであb84).

以上のようにケナンは,通常兵器と核兵器とが全

く異質のものであることを強調し,核に対しては明

確に否定的態度を示している｡18,19世紀に展開さ

れた,いわゆる ｢古典外交｣を信奉するケナンに

とって,核兵器は相手国の最大限破壊をもたらすだ

けであり,説得や交渉の可能性を否定する非文明的

な兵器なのであった｡しかし一万,1949年以降明ら

かに高まりつつあった米ソ戦争勃発の可能性を,政

策立案者としてのケナンは認識せざるを得なかっ

た｡もし,アメリカが核兵器を使用する戦争に巻き

込まれた場合には,どのような対応をすべきである

かという問題を,ケナンとしても検討せざるを得な

い状況が発生していたのである｡そして,ケナンに

とっては不本意ではあったが,アメリカがソ連相手

の核戦争に巻き込まれた場合には,｢生存を確保す

るためには,疑いなく同種の [核の]報復をしなけ

ればならないであろう｣85)というのが彼の認識で

あった｡米ソ間に高まりつつあった危機を考えると

き,ケナンもまたその状況から逃れることはできな

かったのである｡

だが,すでに見たような核兵器観を持っていたケ

ナンは,当時の状況に流され切ってしまうことな

く,核戦争においてもアメリカが常に留意しておく

べき原則を懸命に追求しようとしていた｡そこでケ

ナンが到達 した結論は,核兵器が通常兵器戦争に

よって達成されるような積極的な目的,すなわち相

手国の人々の ｢信念,感情,態度｣に影響を与え,

新たな政治生活を開始させるという目的を達成する

ことが出来ない兵器である以上,そのような自覚を

持って慎重に核を使用するということであった｡ア

メリカとしては,｢核が究極的に何らかの積極的な

国家目的に仕えるかもしれないという信念に魅了さ

れないようにしなければならない｣のであり,また

そのような信念に魅せられることは ｢誤った考えに
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陥る｣ことなのであった86)｡このようにケナンは,

アメリカがどうしても核兵器を使用 しなければなら

ない状況に追い込まれたときには,それが ｢積極的

な国家目的｣に奉仕するものではないことを十分自

覚しながら,あくまでアメリカにとって最低限必要

な何かを守るために十分に抑制した形で使用するべ

きであると考えていたのである｡

(3) ケナンの戦争観と冷戦

ここで我々は,改めてケナンの戦争観というもの

に注目せざるを得ない｡というのは,言うまでもな

く,彼の核兵器に対する態度が,彼の戦争観から演

緯的に導き出されていると考えられるからである｡

ケナンは, ｢民主主義国家は大規模な戦争によって

積極的な目的を達成することはできない｣と断言す

る87)｡というのは,｢大国間の総力戦は,最 も好ま

しい環境においても,自由民主主義の伝統から見る

のであれば,世界情勢の悪化をもたらす｣88)もので

しかないからである｡つまり,大国間の戦争は,ケ

ナンの言う ｢積極的目的｣すなわち相手国国民の

｢信念,感情,態度｣に影響を与え,彼 らが新 しい

政治生活を開始するよう促 し,それを認めるという

ことを,必ずしも達成し促進するものではないので

ある｡ケナンの視点から見るのであれば,大国間の

総力戦は戦争の規模 としては大きすぎ,単なる大規

模な破壊行為でしかなく,文明の進歩に貢献するも

のでもない｡それは破壊のための破壊であり,殺教

のための殺教でしかないのである (クラウゼヴイツ

ツのいう ｢絶対戦争｣)｡そして原水爆は,総力戦の

延長線上にこのような傾向をますます助長させてし

まうものでしかない文字どおりの大量破壊兵器なの

である｡ケナンが核兵器に対 して強い嫌悪感を持つ

のも全 く当然のことであったと言わなければならな

い ｡

だが,ここで我々が想起 しなければならないこと

は,非常に不本意であるとはいえ,ケナンも核兵器

を使用 した報復攻撃を行わなければならない可能性

が存在することを認めていたという点である｡上で

検討 したように,核兵器がケナンの言う ｢積極的目

的｣に奉仕し得ない属性を持つとするのであれば,

核による報復攻撃はどのような目的を達成するため

に行われることになるのであろうかO｢積極的目的｣

に対応するような形での,いわば ｢消極的目的｣と

でも言うようなものが存在するのであろうか｡この

間題に対してケナンは次のように述べている｡

戦争が我々のために果たすことのできる唯-の積極的

な機能は,我々の存在と独立が危険にさらされたとき,

我々が物理的に-独立国として生き残ることができるよ

うにすることであり,またもし戦禍を回避することがで

きないときには,少なくとも敵国が被る戦禍よりも,よ

り少ない戦禍を我国とその友好国が受けるだけで済ませ

るようにすることである89)0

このようにケナンは,戦争がもたらすことのでき

る唯一の見るべき役割として,アメリカとその同盟

国が国家として存在 し独立を維持すること,という

最′ト限必要な要件を満たすという点だけに限定して

いるのである｡端的に言うとするならば, ｢戦争が

することのできる最良のことは,我々の国家を無傷

のままにしておくということ｣90)だけなのである｡

この意味で,ケナンの思想においては,戦争の効用

は ｢消極的｣に定義されていると言うことができる

であろう｡

もしそうであるとすれば,核兵器や総力戦によっ

ては達成することのできない ｢積極的目的｣を民主

主義国,なかんずくアメリカは,どのようにしたら

達成することができるのであろうか｡自らの言う

｢積極的目的｣を達成するために,ケナンはどのよ

うな手段が存在すると考えていたのであろうか｡ケ

ナンの回答は次のようなものである｡

我 が々追求したいと願うような積極的な目的のために

は,我々は戦争以外の手段に目を向けなければならな

い｡すなわち,忍耐,模範,説得,そして世界の紛争に

対する抑止力として我々の力 (streng仇)を賢明に利用

することである91)｡

今 ここで,上の ｢抑止力 としての力 (strength)

の賢明な利用｣を権力 (power)の賢明かつ慎重な

行使と読みかえることが可能であるとするのであれ

ば, ｢積極的目的｣追求のための手段 としてケナン

が考えていたのは, ｢戦争以外の手段｣(measures

shortofwar)92)として一括することのできる外交的

諸手段と権力の慎重な行使であると言うことができ

るであろう｡現実主義者としてケナンは,権力の効

用を否定することはなかったが,それはあくまで他

の外交的諸手段 との均衡を維持 しつつ,それにふさ

わしい位置づけを与えられるべきなのであった｡総

力戦や核兵器は,この権力の部分が異常に肥大化し

たものであり,他の外交的諸手段との均衡を失 した

ものであるがゆえに消極的な役割しか果たすことが

できないと考えられていたのである｡ケナンにおい

ては明らかに,軍事的手段は外交的手段に抱摂され

その一部を構成するものでなければならなかった｡
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以上のように,ケナンが権力以外の外交的諸手段

を重視 し,権力とりわけその最も本質的要素である

軍事力と,その他の外交的手段,すなわちケナン自

身の表現を借 りるとするのであjtば, ｢忍耐,模範,

説得｣などの非軍事的手段との間に均衡をとりつつ

対外政策を実施すべきであると考えていたことに

は,ケナン自身の冷戦観が非常に大きな役割を果た

している｡ケナンは米ソ冷戦の中で軍事力がある程

度の役割を果たすことを認めるが,その一方,軍事

力のみで冷戦を解決に導 くことができると考える傾

向には強い警告を発 していたのである｡

世界共産主義と我々との紛争は,戦争による破壊だけ

によって解決することができるようなものと見倣される

べきであるのか｡あるいは思想の分野において,少なく

とも支援的 (主要なとは言わないまでも)な勝利を必要

とするものと見られるべきであるのか,ということであ

る93)0

冷戦が昂進 して熱戦に転化 し,米ソ間の熱戦すな

わち核戦争においてアメリカがソ連に対 して軍事的

勝利を収めることができるとするならば,すべての

問題は解決したことになるのであろうか｡あるいは

冷戦の過程において,米ソ間の軍事バランスのみが

唯一の問題なのであろうか｡ケナンの見るところ答

えは断然否であった｡もし核戦争によってソ連を物

理的に壊滅させることが出来たとしても,ソ連的な

共産主義思想が生き続けるとすれば,アメリカはソ

連に ｢勝った｣ことにはならないのではないかとい

うのがケナンの主張であった｡戦争の結果が旧敵国

住民の ｢信念,感情,態度｣に影響を与え,彼らに

新 しい政治生活を始めさせることができないもので

あれば,それは ｢勝利｣ではなく単なる破壊行為で

しかない｡軍事的勝利は必ずしも政治的勝利と一致

するものではないのである｡であるとするのであれ

ば,アメリカがソ連との冷戦を切 り抜けるために軍

事力の強化のみを唯一の対抗策であると考え,核兵

器の増強のみに活路を兄いだそうとすることは,大

きな誤 りを犯すことを意味するであろう｡というの

は,そこには ｢忍耐,模範,説得｣などの非軍事的

要素が入り込む余地がないからである｡

確かに現実の政治においては,戦争におけるある

国家の軍事的敗北は同時に政治的敗北となることが

普通である｡近代史上,戦争に敗北した国家の政治

体制が,その軍事的敗北のゆえに崩壊 し,新 しい政

治体制に取って代わられるのはしばしば見られると

ころである｡だが,そjlぞれの歴史的過程をよく検

計してみると,軍事的敗北はそれだけで政治体制の

崩壊を導 くものでは必ずしもない｡政治体制の崩壊

は,軍事的敗北がその政治体制の正統性に対する国

民の疑いや,政治体制に対する幻滅と結びついた

時,初めて生じるのである｡そして戦争が大規模に

なるほど,戦争の影響は｢乳民のより広範な層に及ぶ

ため,大戦争における敗北はその戦争を遂行 した体

制に対 してより直接的な影響を与えやすい｡レーニ

ン (Vladimiri.Lenin)はこの機微を十分認識 してい

たが故に, ｢戦争を革命に転化｣することができた

のである｡20世紀の二つの総力戦が,敗北した国々

の巨大な政治的変革をもたらしたのも決して偶然で

はない｡

冷戦の発生に直接的関連のある第二次大戦におけ

る連合国側の勝利も,赤軍のベルリン進攻や米空軍

の日本本土爆撃のみによってもたらされたのではな

い｡勝利は,ニュールンベルグ裁判と東京裁判にお

いて,ナチズムと軍国主義の実体が暴露され,国民

が戦争の悲惨をもたらしたものがかつての政治体制

にあったことを知 り,その体制に見切 りをつけたと

きに初めて確定的なものになったのである｡それに

よって国民は,その ｢信念,感情,態度｣について

大きな変容をとげ,新 しい政治体制の下で新 しい生

活を開始したのであった｡もしナチズムや軍国主義

が復活していたとすれば,連合国側の軍事的勝利は

全 く無意味なものとなっていたであろう｡そしてこ

れと同様に米ソ間の戦争が,たとえアメリカの軍事

的勝利におわったとしても,スターリン政治体制と

そのイデオロギーが崩壊 しない限り,アメリカは勝

利したと言うことはできないであろう｡もっとも核

戦争のあとでは,どれだけの人間が生き残っている

かという問題の方が切実ではあるけれども｡

ちなみに,上のような考え方に基づいた場合に

は,冷戦という戦われざる第三次世界大戦における

西側の勝利こそ,最も完全な勝利であったと言うこ

とができよう｡西側は,ソ連に対 して軍事的敗北と

いうショックを与えることなく,ソ連の体制を転換

させ,さらにはソ連邦と共産党を消滅させて,旧ソ

連国内や東欧の人々の ｢信念,感情,態度｣の変化

をもたらしたのである｡一方,ソ連はその軍事力が

西側と均等ないしは,西側をしのぐほどになったと

き,つまりソ連邦史上その軍事力が頂点に達 した

時,突然政治的に敗北したと言うことができるであ

ろう｡軍事力以外の分野を十分考慮 して来なかった

ために生じた悲喜劇である｡営々として築いてきた

世界最強の軍事力も,国家の政治的敗北によって,
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たちまち弱体化してしまった｡皮肉なことに,ケナ

ンが自国の軍事政策について憂慮 していた問題が,

その敵対国において現実のものとなったのである｡

以上見たように,ケナンは核兵器にまつわる原則

的諸問題を検討し,(1)最小限の報復能力は維持する

にしても核兵器はアメリカの軍事力を構成する要素

として基本的には ｢余分なもの｣であるとの観点に

立ち,その理由として(2)米ソ戦が勃発 した場合にも

アメリカはソ連を完全に打倒する必要性がないので

はないかとの説を展開していた｡そして,(3)核兵器

と通常兵器との間には本質的な相違があるとし,核

兵器や総力戦は敵国の破壊のみを自己目的化してし

まうため ｢積極的な｣国家目的を達成するためには

有効でないと主張したうえで,(4)米ソ対立は軍事的

手段のみによって解決することができるようなもの

ではなく,非軍事的手段との均衡を失さないように

することが重要であるとしていたのである｡このよ

うなケナンの原則的観点は,彼が政治的現実主義者

として軍事力の役割を否定することはなかったにせ

よ,同時に軍事力のもたらす効用の限界を十分認識

し,より広範かつ多様な政治的外交的手段を重視し

つつ,軍事力を多様な諸手段のうちの一つとして認

めはするが,あくまで諸手段の中の一要素としての

位置付けを逸脱させないようにすることが重要であ

ると考えていたことを示している｡それ故にこそ巨

大な破壊力をもつ核兵器がアメリカの兵器庫に加え

られ上のような均衡を失ったとき,核は ｢余分なも

の｣になるのである｡核兵器に対するケナンの原則

的批判は,彼の軍事力観一般と総力戦に対する幻滅

の延長線上から導かれたものであったと言うことが

できよう｡

2.冷戦状況と核

ところで,以上のような核兵器に対する原則的考

察を踏まえたうえで,ケナンは,今我々が検討して

いる ｢原子力国際管理｣と題する長文覚書の中で,

その覚書が執筆された時の現実の政治状況を視野に

入れた諸問題も同時に検討していた｡米ソ冷戦が昂

進しつつあった当時の政治状況を,ケナンは自らの

核兵器に対する原則的批判の観点からどのように認

識していたのであろうか｡

(1) 西欧防衛と核

まずケナンが憂慮 したのは,アメリカが大量破壊

兵器を発展させ,それに基づいて将来の対ソ作戦計

画を立てるということになった場合には,そのこと

自体が世界に対する特別な ｢メッセージ｣になって

しまうのではないかということであった｡すなわ

ち,アメリカが上のような行動をとったときには,

ソ連は北大西洋条約を自国に対する攻撃的意図を

もったものであると認識するであろうし,ヨーロッ

パにおけるアメリカの同盟国も,アメリカが対ソ戦

を不可避と見倣 していると考えるようになってしま

うであろう,ということである｡このように東西両

陣営がともに戦争不可避論へ傾斜 していくことは,

まさに本来回避できるはずの戦争を現実のものとし

てしまう可能性を一段と高めてしまうことになるo

Lかもケナンの認識によれば,当時の西側諸国では

すでに東西対立は唯一戦争によってのみ解決可能で

あると考える傾向が強まっており,戦争以外の解決

を模索することが困難になりつつあったのである｡

既にそのような傾向が存在しているところに,更に

米ソの核軍備競争が付け加えられることになったと

きには,関係諸国の人々の注意は,ますます戦争以

外の解決の可能性を探ることから軍事的解決の可能

性だけに向けられ,ついには戦争以外の手段で東西

対立を解消する方途を考究することがなくなってし

まうかもしれないのであった｡大量破壊兵器に関す

る限り,｢平和を欲するなら戦争に備えよ｣という

格言には限定がつけられるべきである94),というの

がケナンの認識であった｡

当時の政治状況の中で核兵器の開発を促進しよう

としていた人々に対してケナンが放った第二の批判

は,一体ソ連を抑止しているのは本当にアメリカの

原爆なのであろうかということであった｡1949年か

ら50年にかけては,欧州における西側の通常戦力は

ソ連のそれより劣勢であり,その劣勢をアメリカの

核の独占ないしは優位によって相殺しているという

のがNATO諸国の一般的解釈であった｡これに対し

てケナンは,ヨーロッパの全般的軍事情勢がソ連側

に有利であるとしても,そのことによってソ連がた

だちに西欧侵攻を図ることはないと主張したのであ

る｡ケナンは,スターリンをはじめとするソ連の指

導者たちが信奉 している ドグマ,すなわちマルク

ス ･レーニン主義イデオロギーを考慮しつつ,ソ連

は軍事情勢が自国に有利になっただけで戦争を仕掛

けて来ることはなく,むしろ欧州で革命的状況が発

生した場合に,｢最後の一撃｣として軍事力を行使

するであろうと主張していた｡つまり,｢共産主義

者は早期の戦争より後での戦争の方を好んでい

る｣95)というわけである｡ しかもソ連は,｢共産主

義対反共産主義｣というイデオロギー的に直裁な戟
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争より,資本主義諸国間の戦争に便乗し,どちらか

一方の側に立って戦うことを好むであろうとしてい

た｡このような見方はおそらく第二次大戦の経験か

ら導きだしたものであったのであろう96)｡ケナンは

以上のような主張を展開して,もし米ソ両国が核兵

器を廃棄したとして,欧州におけるソ連の通常兵力

が優位となる状況が出現したとしても,そのことが

必然的にソ連軍の対西欧侵攻をもたらすと考えるこ

とは論理の飛躍であり, ｢証明されていない前提｣

に基づいて政策をたてることになると,強く批判し

ていたのである97)0

だが,ケナン自身が認識していたように,西ヨー

ロッパ諸国の軍事作戦立案者たちの抱 く不安感とそ

の裏返しとしてのアメリカの核戦力への依存は,か

なり根強いものであった｡チャーチル (WinstorlS.

Churchill)は,アメリカの核独占のみがソ連を抑止

していると述べていたが,西欧諸国の政策立案者た

ちにとって,確かにアメリカの核は ｢強い心理的価

値｣を与えていた (ただしケナンは西欧諸国の一般

市民については,彼らの安全を守るためのものとし

て原爆をそれほど意識していないのではないかと見

ていた)｡したがって,もし,あくまで自国への攻

撃に対する報復を実施する場合にのみ核兵器を使用

するというケナンの主張が,アメリカの政策として

採用されたときには,西欧諸国の不安感が高まるこ

とは明らかであった｡だが,この不安感を払拭する

ために実施すべきであるとケナンが考えていた方策

は,西欧諸国にとって極めて ｢冷淡な｣ものであっ

たと言えよう｡ケナンは,アメリカとしては必要な

ときに原爆を使う能力を保持しつつもそれに依存せ

ず,できるだけ早期のうちにNATO諸国内に十分

な通常戦力を増強して,ソ連の行おうとする攻撃を

より高価かつ危険なものとし, ｢したがって起こり

そうにもない｣ものにするよう主張していたのであ

る98)｡

戦後の経済復興が緒についたばかりの西欧諸国に

対して,軍事予算の増加をもたらすことになる通常

戦力強化を求めていることは,巨大なソ連の通常戦

力の影におぴえていたこれら諸国にとって極めて冷

淡であったといわざるを得ない｡実はケナンがこの

ような態度を示していたことの背景には,彼自身の

情勢認識が大きな役割を果たしていたのである｡す

なわちケナンは, ｢西ヨーロッパの諸国民は過去の

戦争の記憶によって敏感にか つすぎている｣と見て

いたのであった｡西欧諸国は自分たちが戦争の犠牲

になるとの意識をもっており,またそのことが東西

対立の中におけるヨーロッパの,ソ連に抵抗しよう

とする意志を弱めることになっていると考えていた

のである99)｡ソ連軍が西欧に侵攻する可能性が小さ

く,しかも西欧諸国民がソ連の軍事力に対して神経

過敏になっているとの認識を持ったとき,アメリカ

の原爆こそがソ連を抑止 しているのであるという議

論に対してケナンが懐疑的になるのはむしろ当然の

ことであった｡まして根拠の怪 しい議論に基づいて

軍事政策を立て,さらには新しい大量破壊兵器の開

発に進むことは,全 くの徒労であるばかりでなく,

先にも示したように,本来回避できるはずの米ソ戟

争を,かえって起こりやすくしている愚かな政策で

しかないのであった100)0

(2) 米国国内世論と核

そして最後に,ケナンが水爆開発や核兵器を中軸

とする軍事戦略に反対し,原子力｢量目祭管理を推進す

べきであると考えていた最も重要な理由であるとこ

ろの,国内世論の影響について検証することにしよ

う｡この間題は,核兵器の存在に関する原則的諸問

題の第三点,すなわち民主主義国は核兵器によって

｢積極的目的｣を達成することはできないというケ

ナンの考え方と,密接な関連のある論点を構成して

いる｡だが民主主義国の世論は,核兵器の存在その

ものにまつわる問題とは,必ずしも直接的な関連性

はない｡言うまでもなく,核にまつわる根本的問題

は,それを保有する国の国内体制のあり方について

の問題を越えて,民主主義国家であろうと独裁国家

であろうと,およそ核兵器を保有するに至った全て

の国家が自国の政策の中で核をどのように扱うかと

いう問題に帰着するからである｡しかし一方,アメ

リカの政策立案者としての ｢存在拘束性｣を前提と

しているケナンにおいては,現実に彼が奉仕してい

るアメリカという国家の民主主義国家としての ｢状

況｣を,核兵器との関連から考察することが不可欠

の作業となるのである｡民主主義国において,政府

の行う政策は全て ｢民の声｣に従わなければなら

ず,軍事政策もその例外にはなり得ない｡だが,こ

と核兵器に関する限り,この ｢民の声｣こそが最も

大きな問題になるというのがケナンの見解であっ

た｡

先にも述べたように,ケナンは核兵器を ｢余分な

もの｣と見倣し,最小限の抑止力と報復能力を維持

するに足るだけの核を維持するだけで十分であり,

可能な限り核に依存しない軍事戦略を立てるべきで

あると考えていた｡しかし,このようなケナンの考

え方は,あくまで匡‖祭管理協定が締結されるまでの
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暫定的措置として,またそのような協定が成立 した

場合にソ連側の協定破 りに対する保障措置として構

想されていたのである｡ケナンは最小限度の核兵器

を持つ必要性を認めざるを得なかったのであるが,

その一方,あくまで何らかの国際管理協定を締結 し

ておくことが望ましいと考えていたのであり,また

その考えに固執 していた｡そのことは,当時国連で

検討されていたバルーク案より不完全なものであっ

ても構わないと述べていた点からも推察することが

できる｡

ケナンは,たとえ不完全なものであっても,国際

管理協定の存在 している状況の方が,そのような協

定が存在 していない状態で米ソ双方が報復のためだ

けに核を保有 しているという状況より,ずっと好ま

しいと述べていたのである101)｡何故,ケナンはこ

れほどまでに国際管理協定に固執 していたのであろ

うか｡

その理由は,ケナンが以下のような点を確信 して

いたからである｡すなわち,アメリカが核兵器を開

発 しそれを保有 していくとすれば, ｢国家政策の手

段｣(aninstrumentofnationalpolicy)として核兵器

にふさわしい位置付けを与えることは ｢我々にとっ

て難 し｣ く,さらに核の開発に注ぎ込む資金と労力

を考慮すると,アメリカの軍事計画の中で核兵器に

割 り当てるべき役割が大きくなってしまいがちであ

り,結局,開発に要する費用とそれに見合うべき役

割についての ｢微妙な判断｣を下すことも,やはり

難 しいものになるであろうとし,/うことである102)O

核兵器の巨大な破壊力は,政策立案者ばかりでなく

一般国民にとっても余りにも明白であるため,国民

は核 を絶対的な ｢戦勝兵器｣(winnillgWeapon),つ

まり切 り札として確信することになってしまい,ア

メリカの軍事政策や米ソ関係をすべて核の優劣とい

う観点からのみ判断することになってしまうであろ

う｡この点についてケナンは次のように述べてい

る｡

核兵器に伴う独特の心理的過剰反応 (thepeculiar

psychologicalovertones)のために,核は国家政策の手段

として,ある種の頭でっかちの不安定性 (acertaintop-

1leaViness)を持つことになろう｡核の役割を強調しすぎ

るこの頭でっかちの不安定性は,本来均衡をとることが

必要な我々の軍事計画に対して,ある種の偏向をもたら

さざるを得ないであろう103)0

もはや読者には,ここでケナンの言う ｢心理的過

剰反応｣や ｢頭でっかちの不安定性｣が何を意味し

ているか明白であろう｡核兵器の破壊力は誰の目に

も疑問の余地なく巨大であり,それが故に人々は核

に対 して敏感にならざるを得ない｡多様な要因から

構成され,その要因の間にしかるべきつり合いを取

ることが必要な軍事政策や外交政策において,核兵

器は飛び抜けて重要な争点 となり得るのであ り,

人々の注意をそれだけに収赦させてしまうのに十分

なアピールを持っているのである｡まさにこれこ

そ,戦後のアメリカや西欧における戦略論争の中

で,核をめぐる議論が形を変えながらも繰 り返し現

れ,またそれが議論の中心となってきた理由であっ

たのであり,冷戦の終蔦まで常に核は最大の焦点で

あり続けたのであった｡

だがそのような状況こそケナンが最も恐れたもの

であり,核兵器が大衆や政策立案者に過大なアピー

ルを与えざるを得ないという事実を例証するもので

しかない｡既に見たようにケナンは,民主主義国家

は大規模な戦争によって ｢積極的目的｣- すなわ

ち相手国国民の信念や感情や態度を変化させること

- を達成することはできないと考えていたのであ

るが,この点について核兵器は非常に大きな誤解を

アメリカ国民に与えることになるのではないかとの

深い危倶の念を持つに至っていたのである｡という

のは,核兵器が国民に対して呼び起こす ｢心理的過

剰反応｣のために,彼らは核兵器の優劣こそが米ソ

関係を規定するほとんど唯一の問題であると誤解す

るようになってしまい,民主主義国家が達成すべき

目的にとって決定的な影響を与えるような何らかの

結果が,米ソの核軍備競争の中で究極的な優位をし

めた側 (つまりアメリカ)によって,生み出される

という期待を抱 くようになってしまうかもしれない

からである｡アメリカ国民はアメリカが核軍備競争

に勝利を収めることによって,民主主義国家が達成

すべき ｢積極的目的｣をソ連に対 して達成すること

ができると考えるようになってしまうであろう｡ケ

ナンは, ｢国民が武器や戟争について正しい認識を

持たない限り,[政府は]明確で健全な国家政策を

持つことはできない｣104)と述べ,健全な対外政策

にとって民主主義的基盤が必要なことを認める一

方,核兵器の存在 は国民がそのような ｢正 しい

認識｣を持つことを妨げ, ｢国力の誤用と浪費｣(the

misuseanddissipationofournationalstrength)105)を

もたらすのではないかと恐jtていたのである｡そし

て何より重要なことは,アメリカという民主主義国

家が,上に述べたような誤 りを犯すことなく核兵器

を保有 していくことはできないであろう,というの
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がケナンの認識であったことである｡ケナンは,良

国の民主主義に対して深い精疑の念を持っていたの

である1()6)｡

もしアメリカ国民が核兵器に対する ｢正 しい認

識｣を持つことなく核を保有 し続けていけば,その

ことによってもたらされるリスクはかなり大きなも

のになるかもしれない｡であるとするのであれば,

たとえ不完全なものであっても原子力国際管理を実

施 した方が,まだリスクが小さいのではないかとい

うのがこの ｢長文覚書｣におけるケナンの主張で

あったのである｡本来,核兵器が何らかの積極的な

国家目的に仕えるかもしれないと考えることは誤 り

なのであるが,このような誤りを犯すことなくアメ

リカが核を保有 していくことができるか否か疑わし

いというのがケナンの認識であり,かえって不完全

な国際管理の方がリスクが小さいと考えていたので

あった107)｡ケナンの核兵器に対する態度は,核と

いう大量破壊兵器そのものがもつ問題によってのみ

ならず,自国の民主主義政体に対する不信感によっ

ても大きく規定さjtていたのである108),J

このような自国の政治体制に対する不信感とは裏

腹に,ケナンはソ連との交渉にある程度の信頼を置

いていたOケナンは,ソ連をマルクス ･レーニン主

義によって指導されたイデオロギー国家としては認

識しておらず,むしろロシア帝国以来の伝統的な大

国として把握 していた (鈴木 1992:57,61-64)｡こ

のことが意味するのは,米ソ間の関係を規定するの

は権力の論理であり,その論理によって対立するこ

とはあるにせよ,同時に共通の基盤を持って外交交

渉をすることが可能であるということであった｡権

力政治の観点から米ソに共通の利益が生じるとすれ

ば,その利益に基づいて交渉を成立させることがで

きるはずなのである｡ケナンが,ギヤデイスの言う

｢封 じ込め｣の第三段階において, ドイツにおける

相互兵力引き離 しや,今我々が検討している原子力

国際管理を提唱したのは,これらの問題について米

ソは共通の利益を持っており,外交交渉によってそ

れを獲得することができると考えていたからである

(Gaddis1982:71,86)｡だが,1949年以降,アメリ

カ政府首脳部は,そのようなケナンの考え方を受

け入れることがで きな くなっていたのであった

(Gaddis1982:83)0

以上のようにケナンは,当時アメリカがおかゴ1て

いた状況を考慮 しつつ,(1)水爆開発の決定それ自体

が諸外国に対する ｢メッセージ｣となってしまうこ

と,(2)ソ連の通常兵力の優越をアメリカの核優位で

相殺 し, ソ連の西欧侵攻 を抑止.しているという

NATO諸国で受け入れられていた図式は疑わしい

ものであることを指摘 した｡その上で,(3)核兵器が

呼び起こす ｢心理的過剰反応｣によって,アメリカ

という民主主義国家は,自国の軍事政策の中で核の

問題だけに非常な注意を注 ぐことになっていしま

い,国家政策において核にふさわしい位置付けを与

えることが困難になるため,多少のリスクを引き受

けても国際管理に進んだ方が好ましいと主張してい

たのである｡こjtらの当時の状況に関する考察と,

既に検証 した原則的問題 とを踏まえた上でケナン

は,可能な限り核兵器に依存 しない軍事計画を立

て,核を ｢余分なもの｣と見倣 して国際管理の下に

置 くことが好ましいという自説を展開していたので

あった｡

この ｢原子力国際管理｣と遷された長文覚書は,

結局のところケナンが核兵器に関しては,積極的意

義を何ら見出していなかったことを示 しているとい

うことができるであろう｡ケナンの見るところ,核

は自国や同盟国の軍事的防衛にはある程度の役割を

果たすとしても,それを越えて積極的な政治的意義

を持つものではなく,国際管理協定の欠如 した状態

でアメリカが核を保有 し発展させていくことに伴う

リスクが大きい,危険な兵器であったのである｡

V.水 爆 開発 の決 定 と NSC-68(1950年 1
月-4月)

1. 国務省内のケナン批判

ケナンの長文覚書は今日の我々から見ても極めて

示唆にとむ内容を持っていたが,当時においては国

務省内部から様々な批判を浴びることになった｡ケ

ナンがこの覚書の草稿を提出した1949年12月の段階

で,原子力問題担当国務次官補佐官 R･ゴー ドン･

ア-ネソンは,ケナンの覚書が ｢ソヴイエ ト体制そ

れ自体に基本的変化をもたらすことなく,原爆の禁

止と原子力国際管理を達成することが可能である｣

という ｢根本的に誤った前提｣に基づいていると批

判 し,｢ソ連によって世界に押 しつけられた問題を

解決するまで,国際管理問題の解決はあり得ない｣

と述べていたのである109)｡ア-ネソンは,ソ連の

国内体制が変わり冷戦が終わるまで,米ソ間の国際

管理協定を結ぶことは不可能であると考えていたの

である｡また年が明けて,1950年 1月中旬になる

と,かつて北大西洋条約の締結をめぐってケナンと

対立したことがあるヒソカーソン OohllD.Hicker-
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son)国務次官補が,やはりケナンに批判的な覚書

を提出していた｡ヒッカーソンは,ケナンの覚書が

原爆の使用を道義的に誤 りであるということを前提

にしていると述べ,国際管理協定はソ連側の誠意に

依存する度合いが大きいが,ソ連の誠意がどの程度

当てになるかは ｢よく知られている｣とし,ア-ネ

ソン同様,ソ連に対する不信感を隠そうとしなかっ

た｡しかもヒツカーソンはアメリカが将来無期限に

わたってソ連に対する核の優越を維持することがで

きるという,驚 くほど楽観的な前提に立っていたの

である｡今日の我々から見てあまりにも素朴な楽観

主義に立脚していたヒッカーソンは,プラッドレ-

統合参謀本部議長が原爆を ｢我が方の主要な攻勢戦

力｣と呼んだことを引き合いに出し,ソ連側がその

攻撃的戦力 (当時にあっては巨大な通常戦力のこ

と)を削減しない限り,アメリカ側がその ｢主要な

攻勢戦力｣を放棄してしまうことは全 く誤 りである

と主張 していたのであった110)｡確かに将来無期限

にわたって核の優越を維持することができると信 じ

ている者にとっては,そのような兵器を国際管理下

におくという考えは無意味なものと見えたであろ

う ｡

以上のような批判に加えて,ケナンに近い政策企

画本部部員の中からも彼の見解に反対の立場を表明

するものが現れていた｡その一人が,ケナンの長文

覚書の作成にも協力したロバート･7-カーであっ

た｡実は7-カーは,ケナンの覚書起草作業に協力

してはいたが,すでにケナンの後任となるニッツェ

のもとで,水爆開発の是非とそれに関連する軍事外

交戦略全般の再検討作業に加わっており,7-カー

にとってはこの作業の方が中心的なものとなってい

たのである｡7-カーは1950年 1月14日付でニッ

ツェに覚書を提出し,｢熱核反応｣(athermonuclear

reaction)の可能性を確認するための実験を行なっ

た方がよいとの意見を述べていたのである｡7-

カーは,水爆開発の可能性を探ることは,それをど

のような使用目的のために保有するかという問題と

は別次元の問題であるとしていた｡水爆を将来戦に

おける ｢主要な先制攻撃兵器｣とするか,他国の使

用に対する報復のためにのみ保持するかという問題

を,開発実験の前にあらかじめ決めておく必要はな

いと主張 していたのである｡ しかも7-カーは,

｢超爆弾｣の開発を好ましいと考える最大の理由と

して,ソ連がアメリカに遅れを取らないように同様

の兵器開発を進めていることを前提としなければな

らないという点を挙げていたのであった111)｡7-

カーの提示したこれらの見解は,ニッツェの見解と

全く軌を一にしていたのである (ただしニッツェが

7-カーに影響を与えたのか,その逆であるのかは

手元にある史料からだけでは今のところ判断するこ

とができない)｡

一方,やはりケナンの覚書作成を補佐 したカール

トン･サヴェ-ジも自らの見解を表明していたが,

こちらの方は7-カーと異なりケナンの意見に肯定

的評価を与えていた112)｡サヴェ-ジは,アメリカ

は徐々に原爆に依存しないようにするべきであると

し,その理由として(1)ソ連側の原爆保有量が増加す

るにつjtてアメリカの核の効用が逓減 していくこ

と,(2)ソ連に対する核使用はクレムリンに反抗する

可能性のあるロシア国民たちを疎外 してしまうこ

と,(3)アメリカが先制使用した場合には必ず報復を

受けアメリカ人の生命が大量に失われること,(4)ア

メリカによる大量破壊兵器の使用には道義的問題が

あること,などの点を指摘 していた｡その上でサ

ヴェ-ジは,アメリカが全 く核に依存しないように

することは困難であるが,上のような理由からして

そのような試みを可能な限り行うべきであるとし,

アメリカが通常兵力を強化するとともに,その同盟

国をも強化しなければならないと主張していた ｡し

かも,そのような施策を実行していく過程の中で,

いつでも原子力国際管理について包括的交渉に入る

ことができるようにしておくべきであるとも述べて

いたのである｡だが,このサヴェ-ジにしても,当

時の軍事情勢は極めて憂慮すべき状態にあると考え

られていたことを指摘しておく必要がある｡彼は,

もし1950年のうちに米ソ全面戦争が勃発した場合に

は,アメリカとしては原爆を使用する以外になく,

ソ連に対する勝利を収めることを可能にする唯一の

手段は,原爆やその他の高度技術兵器の使用であ

り,そのような状態は今後数年間変わらないであろ

うとの見解を明らかにしていたのであった113)｡ケ

ナンは,原爆のもたらす ｢心理的過剰反応｣によっ

てアメリカの軍事政策にある種の偏向がもたらされ

ることを危慣 していたが,核への依存状態から抜け

出すことは必ずしも容易なことではなかったのであ

る｡しかもアメリカは,すでにNATOの同盟諸国

に対して,戦争勃発の場合には即座にソ連に対する

戦略爆撃を実施する旨公約していたのであった114)0

サヴェ-ジのように,基本的にケナンの国際管理構

想に賛成の立場にあるものから見ても,ケナンの構

想を現実のものとするには極めて大きな困難が待ち

受けていることが予想されていたのであり,まして
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当初からケナンの構想に反対を唱えていたア-ネソ

ンやヒツカーソンの立場から見るとすれば,ケナン

の長文覚書において示されている構想は,全く非現

実的なものにしか見えなかった｡

だが,ケナンの構想を歴史上のエピソー ドとして

葬り去ることを決定的にしたのは,いうまでもなく

ケナンの後任 として政策企画本部部長に就任 した

ポール ･ニッツェの存在であった｡ケナンがこの

｢原子力匡l際管理｣と遷 した長文覚書を,政策企画

本部の公式文書としてではなく,あくまで個人の覚

書として提出したのも,同覚書を正式に提出する以

前に,既にニッツェらの反対が明らかとなっていた

からである115)｡ただしニッツェは,ケナンの長文

覚書の内容を全て否定していたわけではなく,この

点でヒツカーソンやア-ネソンの批判とは一線を画

した立場を守っていた｡ニッツェはケナンの長文覚

書の中には,改めて検討するに催する問題点が含ま

れていると考えていたのである｡ニッツェの考えて

いた問題は,アチソンにあてた覚書の中で以下のよ

うに示されている｡

(1) アメリカは,水爆を開発することが可能であるか否

かを見定めるための計画を推進すべきであるのかどう

か｡

tZJソ連の原爆保有やおそらく可能である水爆開発を考

慮した上で,アメリカは自国の戦略計画とそれに関連

する目的や計画を再検討すべきかどうか｡

(3)戦争発生の場合に,原爆使用の前提となる状況に関

して,現在の国防省の政策は変更されるべきか否か｡

(4) 原子力国際管理についての現在のアメリカの立場を

変更すべきか否か｡

(5)原子力に関して,アメリカ国民に対する [政府の｣

姿勢を変えるべきか否か116)C

つまりニッツェは,ソ連が原爆を保有したことに

よってアメリカの核独占の時期が終了して新 しい状

況が現出しつつあるとの認識を前提にし,アメリカ

がそれまでとって来た対ソ政策を根本から再検討す

べき時が来ていると考えていたのである｡しかも,

原爆より更にずっと巨大な破壊力を持つ水爆を開発

することが可能であることが明らかになり,ソ連側

もそれを開発することができると予想されるに至っ

て,従来の対ソ政策では新しい状況に対応すること

ができないのではないかという強い危機感が抱かれ

るようになっていたのであった｡鯉論,このような

危機感は一人ニッツェだけに限られたものではな

く,アチソンや ト)i,-マンらの政府首脳部にも共有

されていたものであったし,ケナンが長文覚書を執

筆 したのも,やはりアメリカが一つの重大な転機に

さしかかっているということを認識していたからに

他 ならない｡ケナンの覚書の要旨をまとめたサ

ヴェ-ジ政策企画本部部員も,この点を明確に認識

していた｡サヴェ-ジは,まず,ソ連が ｢原爆戦争｣

(atomicwarfare)の能力を開発 しつつあるというこ

とは,アメリカが核を先制使用することがますます

好ましくなくなり,報復のためにのみ原爆を保有す

るようになることを意味するとケナンの主張をまと

めた｡そして第二に,アメリカは ｢戦時と平時にお

ける我々の国家目的と戦略計画｣を再検討すべきで

あるというのが,ケナンの長文覚書の基本的命題の

一つであると指摘 していたのである117)｡ここでサ

ヴェ-ジの言った ｢国家目的と戦略計画｣の再検討

こそ,1949年末から1950年前半にかけて国務省や国

家安全保障会議が取 り組んだ最重要課題であったの

である｡

この間題に関するニッツェの考え方は,先に引用

した彼のアチソンに対する覚書の中にその輪郭が示

されている｡まず,ニッツェが第-の問題として提

示した水爆開発問題に関しては,明確に開発推進の

立場をとり,アメリカとしては既にソ連が水爆開発

計画を進めているということを前提としなければな

らないと述べていたのである｡もしソ連が水爆を独

占した場合には,その軍事的および政治的優位は非

常に大きなものとなり,そのような状況を容認する

ことは明らかに不可能であったOこれに対 して,先

の引用で示 した第二点と第三点,すなわちまさにサ

ヴェ-ジの言う ｢国家目的と戦略計画｣の再検討に

関しては明確な回答を示すには至っていない｡核使

用の方針に関する最終決定については国家安全保障

会議の下で国務 ･国防両省が共同で行う研究を待つ

べきことを指摘 しているだけである｡これはあたか

ち,ニッツェが自ら従事 しまた推進 している国務省

内での検討作業,すなわち水爆開発の是非をめぐる

検討と,後にはNSC-68として結実することになる

作業の結果が出るまで,アメリカ政府としての最終

的態度を決定するべきではない,と主張しているか

のようであった118)｡

だが同時にニッツェは,このアメリカの戦略計画

の中核をなす核使用の是非に関して,極めて重要な

問題を提起 してもいたのである｡それは次のような

ものであった｡

(AJ ソ連の攻勢を押し止めていると考えられている原爆
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の抑止効果に代わるものとして,どのようなものがあ

るのか｡

(B) ソ連の軍事的侵攻が発生したとき,原爆が持ってい

る実際の戦略的優位に代わるものとして,どのような

ものがあるか119)0

この二つの問題は,ケナンのようにソ連軍の西欧

侵攻の可能性を信 じない立場から見るのであればそ

れほど重要な意味を持たないが,そうでない人々,

すなわちソ連軍の西欧侵攻が発生するかもしれない

と考えていた政策立案者にとっては無視することの

できない問題であった｡通常戦力において優勢なソ

連軍に対して,西側は核の優位を保持する以外にど

のような代替策を持っているのかoこの間題に対し

て肯定的な回答を与えることは極めて困難であっ

た｡アメリカが常に核の戟略的優位を維持すること

によって,ソ連の通常戦力の優位を相殺しようとす

る限り,アメリカの軍事戦略において原爆とその先

制使用はまさに戦略の根幹をなすものであり,この

戦略を維持しようとする限り水爆開発に積極的態度

を示すことは論理的に必然であったと言うことがで

きよう｡これが統合参謀本部を中心とする軍部や,

国務省内での多数派の見解であり,ニッツェも基本

的にはこの考え方を受け入れていたのである120)0

ただしニッツェは,ソ連の原爆実験の成功という

現実を前にして,時間の経過とともにアメリカの核

の優位が失われていく可能性をも視野に入れ,核の

優位に代わるものを模索する必要性 を認めてい

た121)｡そしてこの間題に対する彼の解答が,NSC-

68で展開された大幅な通常戦力の増強であった｡

ニッツェの後日談によれば,NSC-68において彼が

意図したものは,可能な限り長期にわたってアメリ

カの核の優位を維持するとともに,それによって時

間を稼ぎ,その間にソ連に十分対抗し得る通常戦力

を整備することであったという (Gaddis1980:172)0

ニッツェは,いわば二段構えの戦略によって,アメ

リカを含めた西側の軍事的優位を維持 しようと図っ

ていたのである｡

以上のようにニッツェの考え方は,核兵器と通常

戦力の両面において軍事力増強を指向するものであ

り,ケナンの唱えた原子力匡l際管理を受け入れる土

壌は,ほとんど存在していなかったと言ってよい｡

ニッツェは,もしアメリカ政府がケナンの提言を受

け入れ,報復のためにだけ核兵器を保有するという

政策を採用したとしても,そのことが必ずしもケナ

ンの提案したような原子力匡l際管理をもたらす前提

とはならないのではないかと主張 していたのであ

る.つまり,ケナンの考えた国際管理案そのものに

問題点があると考えていたわけである｡既に見たよ

うに,ケナンはたとえ不完全なものであっても米ソ

が原子力管理協定を結んだ方が,全くそのような種

類の協定が存在 しない場合より,危険が小さいと主

張していた｡これに対してニッツェは,ケナンの提

案するような国際管理では,アメリカが自国に対す

る核攻撃-の十分な報復能力を持つことよりも一層

確実な保障となることはできず,管理協定を結んで

もあまり意味がないのではないかと言うのである｡

ここで問題となるのは,言うまでもなく査察の問題

であるが,ニッツェはケナンが許容するような不完

全な査察では,却ってLd一界全体の安全観を撹乱さ

せ,不確実性と摩擦を生じさせる可能性があると指

摘する｡不完全な国際管理はかえって事態の悪化を

招くというのがニッツェの考え方であった｡もしケ

ナンの主張するようにソ連がアメリカに対して原爆

攻撃を仕掛けて来る可能性が小さいのであれば,ア

メリカは十分な報復能力を持つことによって,その

ような可能性を更に小さくすることができるはずで

あろう｡そうであるのならば,何故不完全な国際管

理協定を結び,事態の悪化を招 くかもしれない可能

性を高める必要があるのであろうか｡匡目撃管理協定

を締結するのであれば,報復のためにのみ核を保有

する政策を採った場合の危険性より,協定にまつわ

る危険性が小さなものでなければ意味がないのでは

ないか,というのがニッツェの見解であったのであ

る｡しかしニッツェは,当時のアメリカが漠然とで

はあるが採用していた核政策,すなわちアメリカが

核の先制使用をした場合に生じる危険と,国際管理

協定にまつわる危険性を比較考量してはいなかった

のであった122)｡

ニッツェのケナン構想に対する第二の批判は,ソ

連を始めとしてイギリスやカナダについてもあては

まることであるが,これらの諸国が原子力の平和利

用まで放棄することはまずあり得ないであろう,と

いうことであった｡ケナンの国際管理案では小規模

のもの以外は全て原子炉を廃棄することになってい

るが,それが原子力の平和利用とそのための研究を

妨げることになれば,匡l際管理案に加わる国などな

くなってしまうであろう｡であるとするのであれ

ば,ケナンの管理構想は現実的な交渉の対象とはな

り得ないということになってしまうのである｡さら

に第三の批判として,ニッツェは緊張の高まりつつ

あった当時の国際情勢との関連を指摘していた｡米
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ソ関係の緊張が高まっている中で,そのような緊張

を緩和させる ｢より広範な計画｣とは別個に,原子

力国際管理のための交渉だけを米ソ間で進めようと

することが果たして現実的であろうかというのが

ニッツェの抱いた疑問であったOニッツェとして

は,対 ドイツや日本との講和問題など原子力国際管

理以外の諸分野で問題を解決して米ソ間の緊張があ

る程度緩和され,｢原子力についての,満足のいく

協定を本当に期待することができるようになるま

で｣国際管理協定の交渉を待った方が良いとの立場

をとっていたのである123)｡この時点においてニッ

ツェが米ソ間の諸懸案を解決し東西の緊張を緩和さ

せることができると本当に考えていたかどうか大い

に疑わしいところであり,国際管理協定を批判する

ための口実でしかないようにも思わjtるが,少なく

とも論理的には,原子力国際管理を優先事項と考え

ていたケナンに対 して有効な反論にはなっていると

言うことができよう｡

ケナンの提出した ｢原子力国際管理｣についての

長文覚書に対 しては国務省内から様々な批判が寄せ

られたが,筆者が先に検討 したアーネソンやヒツ

カーソンのケナン批判と比較すると,ニッツェの批

判が最も冷静かつ説得的であり,洗練さhたもので

あったと言うことが出来るであろう｡またそれだけ

に,アチソン国務長官に与えた影響にも少なからぬ

ものがあったと考えられる｡

2.水爆開発の決定

既に検討 したところから明らかなように,アチソ

ンは当初この水爆開発問題については自らの立場を

鮮明に打ち出すことなく憤重な態度を守っていた ｡

これに対して国防省の態度は初めから水爆開発を積

極的に進めるべきであるというものであり,1949年

11jrF旬には統合参謀本部は同本部の一致 した見

解として水爆開発を推進すべきであるとの覚書を

ジョンソン国防長官に提出していたほどであった

(Bradley1983:515)｡ジョンソンはこの覚書をその

ままトルーマン大統領へも提出し,水爆開発を望む

軍部の立場を明確にしていたのである (Miscamble

1980:201)｡このような軍の意向に加えて,1949年

12月末以降になると国務省内の検討作業の結果も明

らかになってくる｡ケナンの長文覚書の内容が明ら

かになる一方で,ニッツェも水爆開発を推進すべき

であるとの勧告をアナソンに提示するに至ったので

ある｡上で検討 した覚書に加えて,さらにニッツェ

はアチソンに覚書を提出し,(1)大統領は原子力委員

会に対 して水爆開発の可能性を探る実験を行うよう

命じること,(2)実験に必要とされる数以上の水爆を

保有するかどうか現段階では決定を行わないこと,

(3)ソ連側の原水爆能力を考慮に入れた上で国家安全

保障会議はアメリカの戦略目的を再検討すること,

などを勧告 した (Nitze1989:91)｡

国務省内の検討作業が終わり,残されたのはアナ

ソンの決断だけであった｡彼の回顧録には,いつこ

の間題に対する決断を下したかを示す記述は見当た

らないが,ある研究によれば1950年1月20日前後に

は水爆開発に賛成する立場をかためていたようであ

る (MISCamble1980:201)｡ 1月31日, トルーマン

が指名 した国家安全保障会議特別小委員会,すなわ

ちアチソン,ジョンソン,リリエンソールの三者は

最終的な意見調整をしたうえで,彼らの勧告を大統

領に提出した｡アチソンらの説明を聞いた トルーマ

ンは,直ちにその勧告を承認 した｡ トルーマンが発

した質問はただ一つ,｢ロシア人も我々と同じこと

ができるのか｣というものであったという｡勧告に

署名したものの内心では水爆開発に反対であったリ

リエンソールは,自らの主張を述べ始めたがすぐに

トルーマンによってさえぎられてしまった｡この歴

史的決定をもたらした会議は,わずか十分足らずで

幕切れとなった｡ トルーマンは直ちに水爆開発決定

を公表する声明を出 し,その後改めてアチソンと

ジョンソンに対 してアメリカの戦略目的と計画に

関する再検討作業に着手するよう命 じたのである

(Acheson1987:348-349;Nitze1989:91;Truman

1986:309)｡原子力国際管理協定が締結さjtない限

り,アメリカはこの分野でいかなる競争相手に対 し

ても先行 しなければならず,またアメリカが核開発

で先行を維持 している限り,｢その偉大な力｣はア

メリカが平和を守るのを.助けてくれるであろうとい

うのが,既に確立された トルーマンの信念であった

(Truman1986:306)｡この大統領にとって水爆開発

の決定は当然行 うべき決定であったのである｡彼

が,水爆開発が可能になったときには直ちにそれを

大量に生産するよう原子力委員会に対 して指示を与

えるまで,そjtほど長い時間を必要としなかったの

はもちろんのことである (Truman1986:311)｡

3. NSC-68とその論理

削 NSC-68の成立

-一方ニッツェは, トルーマンの水爆開発決定にと

もなって行われることになった,国家戦略の再検討

のための作業に没頭することになった｡この作業



ジョージ･ケナンと冷戦初期米国の核政策,1945-1950 85

は, トルーマンの決定に付随して国務 ･国防両長官

が共同で行うよう指示されたものであり,国務省で

はニッツェを長とする政策企画本部がその任にあ

たった｡ニッツェは統合参謀本部とも連絡を保ちつ

つ検討作業を進めたが,この作業を進めていく上で

最大の障害となったのは,意外にもこの作業の一翼

を担うべきジョンソン国防長官であった｡ジョンソ

ンは財政保守主義者であり,当時 トルーマンが設定

していた150億 ドルという国防予算の上限を厳格に

守ろうとしていた｡またそれに加えて,人格的にも

若干の問題があったようである｡アチソンやニッ

ツェを中心とする国務省側の作業グループは,主に

統合参謀本部を国防省側の窓口とし,ジョンソン国

防長官を棚上げした状態で作業を進めていたのであ

ら (Acheson1987:3731374;Nitze1989:93-95)｡

この作業を進めていた人々に共通していたのは, ト

ルーマンの設定した匡‖坊予算の上限を除去し大幅な

軍事費の増加を求めていたという点であった｡

1950年 4月7日,ニッツェらを中心として行われ

た検討作業の成果が大統領に提出され,同14日国家

安全保障会議文書第68号,すなわちNSC-68として

国家安全保障会議に提出された｡約70ページ近くに

もわたるこの文書は,第二次大戦後のアメリカにお

いて最も包括的な国家戦略に関する指針となったの

である (Bradley1983:518-519;Yergin1980:400-

401)｡当時の統合参謀本部議長であったブラッド

レ-将軍の後日談によれば,｢これ以降われわれは,

軍事力 (militaryforce)によって封 じ込め [政策]

を支援することになった｣(Bradley1983:519)の

であった｡NSC-68は仝九章と結論および勧告から

構成され,当時のアメリカが直面していた状況の分

析や,米ソ両国の意図や能力を政治,経済,軍事の

各方面にわたって比較検討し,以後アメリカが採る

べき戦略を訴えている｡全体としてソ連に対する強

い警戒感を基調とし,当時の状況の重大性を前面に

押し出すとともに,軍事力の果たす役割を非常に重

要視した点にこの文書の特色を見出すことができよ

う ｡

ところで筆者の観点からして見逃すことができな

い点は,この NSC-68の中にケナンの ｢原子力匡=祭

管理｣と遷した長文覚書に対する反論,ないしはケ

ナンの示した考え方に対する拒否が示されていると

いうことである｡無論,NSC-68が政府首脳部に認

められアメリカの政策になったということ自体が,

すでにケナンの構想が否定されたことを如実に表し

ているのであり,改めてケナンについて触れる必要

はないと主張することも可能である｡しかし,筆者

としては,原子力国際管理に関するケナンの構想が

当時において実現しなかったという歴史的事実を指

摘するだけではなく,ケナンの構想がどのような論

理によって反駁され,また否定されたのであるかと

いうことを明らかにすることが重要であると考え

る｡というのは,ケナンの構想に対する反論こそ,

冷戦下で進められた核軍備競争の論理の一端を示す

ものでもあるからである｡ニッツェがその立案過程

で大きな役割を果たして作成されたNSC-68は,ど

のような論理をもってケナンの構想に反論していた

のであろうか｡

(2) NSC-68と核

筆者が取 り上げる問題の該当部分は,｢核軍備｣

(AtomicArmaments)と遷された NSC-68の第八章

である｡そこでは,形式上一般的な伝聞の表現をと

り,ケナンあるいは彼の長文覚書に直接言及するこ

とは慎重に避けられているが,内容から見てケナン

の構想を念頭において起草されたものであることは

明らかである｡既に検証したように,ケナンの構想

の中で最も論争的な主張は,まず第-に,当時のア

メリカが暗黙の前提としていた核の先制使用という

方針を放棄 して,アメリカ本国への核攻撃に対する

報複としてのみ核を使用するようにするということ

であった｡ケナンの目から見れば核の破壊力は大き

過ぎ,｢過剰抑止｣と呼ぶような状態をもたらすも

のであったのである｡そして論争的な主張の第二

は,言うまでもなく,ソ連との間に原子力国際管理

協定を締結することが可能であり,ある程度の危険

が伴うにせよ協定を結んだ方が好ましいとしていた

点である｡ケナンもソ連側の協定破 りの危険性を認

めながらも,全 くそのような協定が存在しない状況

より何らかの協定がある方が好ましいと述べていた

のであった｡NSC-68は,以上のようなケナンの主

張について,そjtを正面から取 り上げたうえで批判

の姐上にのせたのである｡

NSC-68は,まず,もし全面戦争が発生した場合

には,米ソ双方とも原爆を使用するであろうという

見解を前提にしている124)Oこのことが意味するの

は,米ソ双方とも原爆を各々の兵器体系を構成する

必要不可欠の要素と見倣 しているということであ

り,ケナンのように核を自国の兵器体系の中で ｢余

分なもの｣と考える立場とは明らかに異なってお

り,そこを議論の出発点としているのである｡しか

もNSC-68は,ソ連の軍事的能力をかなり過大に見

積もっていた｡統合参謀本部の評価として予想され
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たソ連のとり得べき等事行動は,(1蘭 ヨーロッパ侵

攻 (イベリア半島とスカンジナヴイアは除く)と中

近東石油資源地域への進出,極東における支配地域

の保全強化,(2)イギリス本土への空爆および大西洋

と太平洋における西側の通商連絡線に対する攻撃,

(3)アメリカ本土に対する原爆攻撃,あるいはイギリ

ス本土に攻撃を集中し,西側が ｢ノルマンディー｣

型の大陸反攻を実施することを妨害する,などとさ

れていた125)｡確かにアメリカは核における優位を

維持 しているが,ソ連の核攻撃能力 も向上 して行

き,やがてはアメリカに対する核先制攻撃を実施す

ることができる能力を持つことになるであろうと予

想されていたのである126)｡もし米ソ間に戦争が発

生 した場合には,西側は圧倒的な核の優位を維持 し

つつ制空権を確保 して,初めてソ連の原爆使用を抑

止することが可能になるであろう127),これが NSC-

68の基本的構想であった｡

このような考え方を基調としたNSC-68が,ケナ

ンの構想を批判 し拒否したことは極めて自然なこと

であったと言わなければならない｡まず,報復目的

のためにのみ核を使用し保有すべきであるというケ

ナンの提案に関しては,NSC-68は,次のように述

べている｡すなわち,｢報復の場合以外には,我々

は原爆を使用 しないと宣言すべきであるということ

が提案されて｣おり,そのような宣言は ｢アメリカ

とその同盟国に対する原爆攻撃のおこる危険性を減

少させるであろうと主張さjtている｣128)と｡こう

した一般的な表現を使ってケナンの主張を紹介した

徳,同文書は次のように述べケナンの見解に反駁を

加えていた｡

通常兵力の準備が十分ではない現下の状況において,

そのような宣言をすることは,ソ連からは我々の弱きの

表れと解釈されるであろうし,我々の同PnJl園からは,

我 が々彼らを見捨てようとしていることを,はっきりと

示唆していると解釈されるであろう129)0

核の先制使用を放棄するという宣言は,アメリカ

をはじめとする西側同盟に何 ももたらさないばかり

でなく,却って状況を悪化させるというのが NSC-
68の主張であった｡つまり,報復のためにしか核

を使用 しないと宣言することは,それ自体がソ連や

西側同盟国に対する ｢メッセージ｣, しかも冷戦を

遂行 してい く中で負の要因をもたらす ｢メッセー

ジ｣になってしまうのである｡実は,この NSC-68

で展開された論理は,ケナンが ｢原子力国際管理｣

の長文覚書の中で展開した論理をそのまま逆手に

とって援用 したものであった｡その覚書の中でケナ

ンは,アメリカが水爆開発に踏み切った場合には,

その決定自体がソ連や西側同盟国に対する ｢メッ

セージ｣,この場合にはアメリカがソ連との戦争を

不可避のものと考えているという ｢メッセージ｣に

なってしまい,本来回避できるはずの米ソ戦の可能

性を逆に高めてしまうと主張していたのである130)｡

このケナンの主張とNSC-68の見解との相違は,

つまるところ拡大抑止の信悪性をめぐる問題であっ

たと言うことができよう｡ケナンのようにソ連軍の

西欧侵攻の可能性を信 じていない立場から見るので

あれば,核の先制使用を放棄することは東西間の緊

張を緩和 し,米ソ戟勃発の可能性を減少させるもの

であった｡またアメリカがそのような宣言をしたか

らと言って,アメリカの酋ヨーロッパ-の拡大抑止

は影響を受けることはない｡もともとソ連軍西進の

可能性を認めていないのであるから,改めてアメリ

カが核の先制使用をにおわせながら西欧-の拡大抑

止をことさら強調する必要はないのである｡アメリ

カが西欧に対 して死活的利益を持っていることは,

過去二度にわたる世界大戦を通 じて証明されたこと

であり,西ヨーロッパを支配しようとする者は,北

米大陸の巨大な軍事工業力を破壊 しない限り,その

目的を達成することはできないというのが証明済み

の歴史の教訓であった131)0

これに対 して,NSC-68やそれを受け入れたアメ

リカ外交当局主流派は,ソ連軍の西欧侵攻を現実的

な仮定として認識 していた｡先にも述べたように,

NSC-68はソ連の軍事能力を過大に評価 していたの

である｡陸上の通常戦力において圧倒的に優勢で

あったソ連軍がヨーロッパ中心部にまで進出してい

ることは,アメリカとその同盟国にとって深刻な脅

威であった｡このような深刻な脅威に直面している

とき,アメリカが突然核の先制不使用を宣言するこ

とは,確かにアメリカが西ヨーロッパを ｢見捨て

る｣ことを意味した｡通常戦力では十分に対抗でき

ないソ連軍を前にして,アメリカが核の先制使用に

踏み切らないのであれば,酋ヨーロッパはたちまち

ソ連軍に席指されてしまうことになるであろう｡で

あるとすれば,西ヨーロッパ諸国は一体何のために

アメリカと同盟を結んだのであろうか｡ソ連軍の西

欧侵攻を抑止し,あるいは万が一米ソ戦が勃発 した

場合には,可能な限り前方でソ連軍を食い止めると

いう保証が存在 しないのであれば,北大西洋条約は

その存在意義を失うのである｡言わば西側同盟は,

アメリカが西ヨーロッパ防衛のために核を先制使用
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することも辞さないという姿勢を維持することに

よって,初めて成立することになるのであり,報復

のためにのみ核を使用するという考え方は問題外な

のであった｡西ヨーロッパ防衛のために,アメリカ

は核の先制使用に踏み切るという図式を維持しなけ

れば,アメリカの西欧諸国に対する拡大抑止は機能

しないのである｡ニッツェも,NSC-68の立案にあ

たって黄も心をくだいたのは,ヨーロッパの安全

保障の問題であったと回想 している (Nitze1989:

93)0
結局,当時の米国外交当局や NSC-68のように,

ソ連軍の西欧侵攻の可能性を一応現実的なものと認

識する立場から見た場合には,ケナンの主張したよ

うに報復目的のためにだけ核を使用するという考え

は,余りにも大きな危険を伴うものであり,西側同

盟の存在意義を危うくさせるものでしかなかった｡

政策立案者の多くの人々にとって,西側が軍事同盟

を維持することが,最も安全で確実な政策となって

いたのであり,その同盟を弱体化させるような施策

はいかなるものであれ慎重に回避されか ナればなら

なかったのである｡しかも,ソ連側も原爆を保有す

るに至 り,アメリカの西ヨーロッパに対する ｢核の

傘｣の存在意義は,一層強まりつつあるように考え

られていたのであった｡以上のようにNSC-68は,

ケナンの提唱した核の先制不使用という政策方針を

明確に否定した｡ケナンが ｢原子力国際管理｣と遷

した長文覚書の中で展開した論争的な問題点に関す

る考察の,節-の論点が否定されたのである｡それ

では,ケナンが提示した第二の論点,すなわち原子

力の国際管理問題そjt自体に対 して,NSC-68はど

のような論理を使って反論したのであろうかo第-

の論点に関する考察と閣様,その論理を検証するこ

とにしたい｡

(3)NSC-68と原子力国際管理

原子力国際管理問題に関しては,NSC-68が特に

ケナンの長文覚書を意識しているような文言を見出

すことはできないが,それはケナンの覚書を無視し

たからではなく,｢アナソン･リリエンソール報告｣

以来この間題がアメリカ政府の抱えた課題であり,

その経緯を踏まえて検討されているからであろう｡

原子力国際管理についての,従来のアメリカ政府の

立場を総括 し,この間題に対する態度を明確にしよ

うというのがニッツェをはじめとする立案者達の意

図であったように思われる｡NSC-68は原子力国際

管理に対して,まず次のような指摘をすることから

始めている｡

戦争が長期化した場合に,原爆の生産と使用を防止す

ることができるような匡‖祭管理体制というものは存在し

ない132)0

まず最初から国際管理そのものの限界を強調して

いるのである｡米ソが既に原爆製造の方法を知って

いる以上,一度核廃棄に成功したとしても,米ソ戦

が起こりそれが長期化した場合には米ソとも再び原

爆を製造し,もし必要ならそれを使用することにな

るであろう｡確かに,戦争が発生してしまった場合

に,戦争発生後も米ソに核兵器を生産しないように

させる強制力を持つ国際管理体制というものは存在

し得ない｡残るのは米ソ両国の自制だけということ

になる｡つまり,原子力匡=祭管理とはもともとかな

り限定的なものでしかない,というのが NSC-68の

主張なのである｡

もっとも,NSC-68が原子力国際管理を全 く無意

味なものであると主張していたわけではない｡真に

効果的な管理体制が出来上がった場合には,少なく

とも平時においては核兵器を廃絶した状態にしてお

くことが可能であるし,もし米ソいずれかの側が協

定に違反してもそれを即座に察知し対策を立てるこ

とが可能になるであろう｡このことが意味するの

は,原子力国際管理はそれが成立すれば,協定の違

反がおこってから,あるいは戦争が発生した場合に

は原爆が使用されるまでの間の時間を稼ぐことが可

能になるということであった｡しかし,NSC-68は

既に引用 したところから明らかなように,戦争があ

る程度の期間継続するのであjtば国際管理は無意味

なものになると考えていたので,たとえ国際管理体

制が成立したとしても,その最大の利点がせいぜい

時間稼ぎに役立つ程度のものでしかないとの極めて

消極的な文脈の中でしか,その管理体制を評価する

ことはできなかったのである｡つまり,NSC-68に

おいては,効果的な原子力国際管理体制ができたと

してもその役割は限られたものでしかないと認識さ

れていたのであった133)0

しかもNSC-68は,効果的な原子力国際管理体制

を成立させる可能性についても極めて懐疑的であっ

た｡たとえ時間稼ぎにしかならないにせよ,国際管

理を実効あらしめるためには,大型の原子炉などす

べての主要な核関連施設を破壊しなければならない

から,というのがその理由であった｡確かに,匡=祭

管理協定を破棄したあと相当数の原爆を製造するま

でできるだけ時間を稼ぐのであれば,平和利用のた

めのものも含めて全ての大型核関連施設を破壊して
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おく必要があるであろう｡というのは,平和利用の

ためとはいえ核関連施設が残っている場合には,莱

ソいずれかが秘かに原爆を製造し,それが一定の数

に達 した後で国際管理協定を破棄すれば,破棄 した

側がたちまちのうちに核のバランスにおいて圧倒的

な優位に立ってしまう可能性があるからである｡つ

まり,効果的な国際管理体制を築 くためには,原子

力の平和利用についても一時停止 しなければならな

いのである｡また,国際管理のためには核分裂物質

の製造から備蓄までを十分管理しなければ管理体制

として十分ではないと考えられていたのであった｡

平和利用の一時停止と核分裂物質の管理という厳 し

い条件を,ソ連側が受諾するはずがないというのが

NSC-68の主張であり,おそらくこの主張は正鵠を

射たものであったと考えられる｡ケナンは,ソ連側

が協定違反する可能性を認め,その危険をある程度

犯 しても原子力国際管理体制を作 り上げること自体

に大 きな意義があると考えていたのに対 し,NSC-

68ではソ連側の協定違反の可能性があるが故に国

際管理には意味がないとされていたのである｡ま

た,ソ連が国内査察を受け入れそうもないことも大

きな障害であった134)｡

つまるところ,NSC-68では,原子力国際管理は

米ソ双方の信頼性の問題であるということが改めて

認識され,管理協定を締結するには双方が ｢誠実｣

(ingoodfaith)でなければならないと主張された｡

だが,当時のソヴイエ ト政治体制の性質が変化 しな

い限り,国際管理協定の締結を可能にするような政

策上の変化をソ連側に期待することはできない,と

い うのが NSC-68の立場であった｡ この点で も

NSC-68とケナンの見解は大きく隔たっていた｡い

うまでもなく,ケナンはソヴイエ ト体制下の政府と

の間でも,双方に利益をもたらすものであれば何ら

かの協定を締結することは可能であると考えていた

のである (この点については後の戦略兵器制限条約

(SALT-Ⅰ)をその実例 として考えることがで きよ

う)｡これに対 して NSC-68は,ソヴイエ ト体制が

存続している限り,アメリカはソ連を信用すること

が出来ず,したがって原子力の国際管理も不可能で

あると主張 していたのである135) (冷戦終結後の戦

略兵著紺｣滅条約 (START)をその実例と考えること

ができる)｡この NSC-68の立場は以 下のように集

約されていた｡

ソ連の政策に純粋かつ劇的な変化が起こるような程度

にまで,クレムリンの意図が挫折させられるようになっ

たり,またそういう時が来るまで,国際管理のための効

果的な計画の交渉を望むことは不可能である136)｡

NSC-68は,あくまで米ソ冷戦の文脈の中でしか

原子力国際管理問題を把握 しようとはしなかったの

である｡換言するとすれば,アメリカは冷戦に勝利

を収めない限り,ソ連との管理交渉には意味がない

と主張されていたのであった｡まず冷戦に勝利する

ことがアメリカの至上命題であると認識されていた

のである｡

なお,一つ付け加えておくと,NSC-68は原子力

国際管理がもたらす利点をもう一つ指摘 していた｡

それは,米ソ双方とも ｢原爆先制奇襲攻撃｣(asur-

priseatomicattack)をすることが不可能になるとい

うことであった137)｡だが,効果的な国際管理体制

を成立させることは不可能であるというのが NSC-

68の立場であったから,この利点を現実性のある

ものと考えることはできないのであった｡皮肉なこ

とに,NSC-68は原子力国際管理の可能性を否定す

ることによって,ソ連の核奇襲攻撃の可能性を考慮

せざるを得なくなり,それがソ連の核戦略能力の増

大の予測と相侯って,同国の軍事的能力を過大視す

ることになってしまうのである｡

以上見たように,NSC-68はケナンが長文覚書の

中で主張 した最 も重要な二つの論点を退けたので

あった｡アメリカの核政策に関しては,核を報復目

的のためだけに使用するということはなく,またソ

連の政治体制が変わらない限り国際管理は不可能で

ある,というのがNSC-68の取った立場なのである｡

換言するとするならば,アメリカは核を先制使用す

るかもしれず,また自国の核戦力を充実させてもい

くという方針を示 したのである｡ただし,NSC-68

の中心的論点は,当時ソ連に対 して劣勢であったア

メリカの通常戦力を大幅に増強させるということで

あり,ソ連を打ち破るに足るだけの軍事力を持つ必

要がある, というものであった138)｡ トルーマン政

権期の核戦略は,それが揺藍期にあったためか後の

諸政権のように明確に定式化されることはなく,暖

味なものであった｡それでも実際の軍事戦略から判

断する限り,後のアイゼンハワー政権の ｢大量報復

戦略｣に考え方としては近いものであったと思われ

る｡ただし, トルーマン政権期には戦略核戦力がま

だ十分には充実 していなかったため,｢大量報復｣

を実施することは不可能であり,結果としてただ単

に核に依存 した軍事戦略体系であったと言わざるを
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得ない｡だが,NSC-68以降は通常戦力の増強が進

み,核使用だけに依存する状態から抜け出すという

限定的な意味ではあるが,ケネディ政権の ｢柔軟反

応戦略｣にやや近い形になったように思われる｡も

ちろんNSC-68には ｢段階的拡大｣のような概念は

導入されておらず,あくまで通常戦力の大幅な増強

を図り,実際に戦うことのできる態勢を整備すると

いう限りにおいてのみ類似性があるのである｡

だが,ここで注目したい点は,上のように核戦略

ドクトリンの視点からNSC-68を見ると,少なくと

も同文書は核兵器だけに依存した軍事戦略から抜け

出そうとするものであったと解釈することも可能で

あるということである｡そして,もしそのような解

釈が許されるとするのであれば,ケナンの長文覚書

とNSC-68との間に意外な共通の問題意識が存在す

ると考えることもできる｡その共通の問題とは,両

者とも程度の差はあれ核に依存した状態から少しで

も離脱しようとする道- その方向は反対であった

が- を模索したものであったということである｡

ケナンは核兵器のような大量破壊兵器に依存した軍

事戦略を危険視 し,核を ｢余分なもの｣すなわち

｢過剰抑止｣と見倣 して,原子力国際管理協定を通

じて核を軍事戦略から除外しようとした｡そしてそ

のような協定が締結されるまでの間は,核を報復目

的のためだけに保有するよう提唱したのであった｡

つまり,核の軍備管理さらには軍縮を達成すること

によって核兵器への依存状態から抜け出すことを考

えていたのである｡

これに対して NSC-68は,核兵器の存在そのもの

を否定することはない｡水爆開発の必要性も認める

し,ケナンの提唱したような国際管理にも反対であ

り,むしろ核戦力の増強を図っている｡だがこれに

加えて,通常戦力の大幅な増強を求め,NSC-68以

前の軍事戦略のようにもっぱら核兵器だけに依存し

たものとは異なり,通常戦力でも十分ソ連に対抗で

きるだけの能力を獲得しようとしているのである｡

つまり,核を含めた軍事力全体の増強を図り,アメ

リカの軍事戦略の体系の中で核兵器の地位を相対的

に低下させることによって,核兵器への依存状態か

ら抜け出そうとしているのである｡ソ連が原爆を保

有し,すでに水爆開発にも着手していると考えられ

ていた状況の中で,やがてアメリカの核の優位は相

殺されてしまうかもしれなかった｡であるとすれ

ば,アメリカは可能な限り長期にわたって核の優位

を維持するとともに,その期間を利用 して通常戦

力の増強を図ることが重要なのであった (Gaddis

1980:172)0

ケナンの長文覚書とニッツェの NSC-68は,両者

とも何らかの形で核兵器への依存状態から抜け出そ

うとしている限りにおいて,非常にわずかではある

が共通の問題意識を持っている｡だが,それを達成

するための手段においても状況の把捉という点につ

いても,全く正反対の方向を指し示していたのであ

り,全体の内容からみればこの二つの文書はやはり

対極的なものであったと言わざるを得ない｡ケナン

は,ソ連を敵対的国家であると見倣しながらも,同

国との交渉は可能であるとの立場を取っていたこと

はすでに見たとおりである｡そして,戦争とはあく

まで敵国の政府や国民の政治的態度を変化させるた

めに行なうものであり,敵国そのものを崩壊させる

必要は必ず しも無いとの考えを抱いていたのであ

る｡この意味で,政治的目的を達成するための一手

段として,通常戦力の充実を図り,それによって権

力の過度の行使 (-核の使用)を防止しようとして

いたと言うことができるであろう｡しかも,米ソ間

に戦争が発生する可能性は小さいと考えていたので

ある｡これに対して NSC-68は,差し当たり米ソ間

に交渉が成立する可能性は無いとの立場を取り,し

かも戦争が発生した場合にアメリカはソ連という敵

国の ｢最大限破壊｣を目指すという方針を表明して

いたのである｡またそのような方針を採用しない限

り,ソ連を抑止することはできないというのがアチ

ソンらを始めとする政策立案者の考え方であった｡

このような観点に立つ限り,通常戦力の増強は戦時

において ｢敵国の最大限破壊｣をもたらすための核

兵器の補助手段であり,平時においてはアメリカの

軍事的優位を担保するための手段としての位置付け

を与えられていたのである｡結局,両者は共通の問

題意識を持っていながらも,全 く正反対の政策を提

言していたのである｡

むすびにかえて

冷戦期における軍事戦略の特徴の一つは,それが

有事に対する即応性を極めて重視していたというこ

とである｡米ソとも,その核兵器体系は常に相手国

を攻撃することができるよう常時警戒体制にあった

のであり,米ソとも,核の第二撃能力を確保してい

ると信ずることによって,かろうじて先制第一撃に

踏み切るという誘惑を ｢抑止｣ してきたのであっ

た｡そこでは核は常に主力兵器として使用されるこ

とが前提になっていたのである｡
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このような状況が生 じるきっかけとなったのが,

1948年の NSC-30であり,1950年 1月の水爆開発決

定であった｡この期間の核政策を概観すれば,アメ

リカが ｢核至上主義｣ (Nuclearism)- と傾斜 して

いった過程が明らかになり,その後の核軍拡競争を

もたらした論理を知ることができるのは,既に見た

とおりである｡水爆開発を是認していくアチソンを

中心とする国務省主流派も,決して不用意にそのよ

うな決定を下したわけではなく,かなりの期間にわ

たって問題を真剣に検討 していた｡だがアチソンの

求めた ｢力の立場｣は,多様な要因から構成される

べき軍事外交戦略を硬直化させ,東西の軍事的緊張

を高めることになってしまうのである｡

一方ケナンは,統合参謀本部を始めとする軍部

が,ソ連との間に第三次世界大戦を戦うという視点

からのみ軍事計画を立案 していることに批判的で

あった｡ソ連に滞在 した経験 を持つケナンにとっ

て,ソ連邦の広大な国土を軍事的に占領するという

考えは,極めて非現実的なものであると映っていた

のである｡ソ連との全面戦争において核兵器を全面

的に使用 し,｢敵国の最大限破壊｣を求める考え方

は,ケナンにおいては近代西欧文明の基準からの逸

脱であり,｢アジア的｣なものであった｡核兵器の

破壊力が革命的に巨大であるため,｢敵国の最大限

破壊｣を求めてそれを使用 した場合には,敵国の住

民は文字通 り消滅してしまうであろう｡核は,それ

が全面的に使用さjlた場合には,相手国そのものを

滅ぼしてしまう｡全面的に使用された場合には相手

国そのものを滅亡させるだけの兵器に一体どのよう

な存在意義があるのか,というのがケナンの見解で

あった｡ケナンにおいて戦争とは,相手国を滅亡さ

せることではなく,相手国とその国民の政治的態度

をより良い方向に変化 させるために行 うものであ

り,破壊行為は可能な限り限定されたものでなけれ

ばならなかったのである｡ケナンは,核を使用 した

戦争を,大帝国を築いた騎馬民族の行った戦争にな

ぞらえて ｢アジア的戦争｣と言ったが,実はそれに

よってもたらされるものは,カルタゴ的な平和,す

なわち国家の完全な滅亡でしかなかった｡ケナン

は,近代西欧文明がその頂点に達 した18･19世紀の

古典外交を模範にしていたが故に,彼にとって核兵

器は人類の歴史を逆行させるものとしか思えなかっ

たのである｡この意味でケナンは ｢戦争は他の手段

をもってする政治の継続である｣という命題を提示

した,19世紀のプロシア軍人の教えに忠実であっ

た｡

1991年 7月,米ソ間で第一次戦略兵器削減条約

(START-I)が締結 され,1945年以来,初めて核兵

器は削減さjtることになった｡半世紀近 くの回り道

をしたが,今,初めて我々はケナンが述べたよう

に,核を ｢余分なもの｣と見ることができるように

なった｡冷戦が終鴛 して我々人類は,ようやく実効

的な核軍縮の出発点に立ち返ったのである｡

注

1) 本稿の言う核政策とは,明確な核戦略が定式化さ

れる前段階としての,核兵器に関する軍事的および

外交的な政策の総体を指す｡なお,この用語の中に

は原子力の平和利用に関する政策は含まないものと

する｡

2) 1945年の2発という数字には,広島に投下された

ガンタイプの原爆 (｢リトルボーイ｣)は含まれてい

ない｡これらの内発 (implosion)型の原爆 2発のう

ち, 1発はニューメキシコ州ロスアラモスでの実験

に使用され,他の1発は長崎に投下された｡

3) NSC-30,Annexち,ForeignRelationsoftheUnited

States,以下FR と略)1948,Vol.1,pp.570-573.

4) なお,言うまでもなく ｢ハーフムーン｣作戦計画

が当時のアメリカ軍の立案していた唯一の対ソ作戦

計画ではない｡当時の対ソ戦計画についてはCondit

(1979:Chap.Ⅸ)を参照のこと｡

また,冷戦初期におけるアメリカの対ソ作戦諸計

画を概観した研究として,又oss(L988)があるO

5) FR,1948,Vol.1,p.624.

6) NSC-30,FR,1948,Vol.1,pp,624-628.

7) FR,1948,Vol.1,pp.6301631.

8) NSC-20/4,p.1.RG273,theRecordsoftlleNatlOnal

SecuntyCouncil(以T RG273とだけ表記)National

Archives.Washington,D.C‥

9) PPS-38,AnnaA.Nelson,ed.,TheSおteD¢artmenf

PolicyPlannmgStanPapers,(hereafterPPSPapers),

Vol.2(1948),p.378.

10) NSC-20/3,RG273,NahonalArchives,Washington,
D.C‥

NSC-20/4,RG273,p.5,ll,pp.12-13.

FR,1948,Vol.1,pp.570-573.

FR.1948,Vol.1,pp.624-628,frll.

NSC-30,pp.4-6,RG273,NationalArchlVeS,Wash-

mgton,D,C‥

15) 注の (7)を見よ0

16) 本文中に引用した ｢要するに政治的戦略的ドクト

リンに関するもの｣の部分は,邦訳では省略されて

いる｡

17) GeorgeF.Kennan,"TalktoNat10naLDefenseCom-

mittee,ChamberofCommerceoftheUnitedStates,"

January23,1947,p.6,PapersofDeanAcheson,Box
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