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1.研究の概要

本報告書は､占領後期､すなわち対日講和条約発効以前における日本人既決戦犯の釈放
問題を検討するものである｡戦犯問題の焦点は､戦犯裁判の終結と前後して､受刑者の拘
禁および赦免減刑といった管理面-と焦点を移していった｡しかし現在のところ､この戦

犯釈放問題は､真正面から取り上げられることがほとんどなく､占領期の戦犯釈放問題や
対日講和条約の戦犯条項の形成過程は不分明なままである｡こうした研究状況において､
本報告書は､一次資料を調査検討した結果､占領期において日本人戦犯の釈放がなぜ､ど
のように実施されたのか､同時期におけるドイツ人戦犯の釈放状況はいかなるものであっ

たのか､講和条約の戦犯条項はいかなる意図と背景のもとに策定されたのか､を実証的に
考察することを目的にしている｡

研究代表者は湿布､講和発効後の展開も含め､戦犯釈放に関する総合的な研究を完成さ
せることを予定している｡本報告書は､その前半部分をなすものである｡
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はじめに
極東委員会(FEC)は一九四九年三月三一日､対日戦犯裁判の終結を各構成国に勧告する

rF

I

EC三一四/一五｣文書を採択した｡その内容は次の通りである｡ ｢極東委員会は構成諸政府に対
して以下の勧告を行なう｡ --極東委員会の政策決定(FECO〇七/≡)の第一項bおよび第-

項の犯罪-上記政策決定第-項aの犯罪〔A級犯罪〕の容疑者が行なった疑いのある同犯罪〔B
C級犯罪〕をも含む-に関しては､できれば1949年6月30日以前に捜査を完了すべきであり､
できれば一九四九年九月三〇日以前にその一切の裁判を終了すべきである｣ (-)｡

この規定は､要するに､対日戦犯裁判の終結期限を一九四九年九月末と設定するものであった｡
しかし､ ｢勧告｣という形式ゆえに諸国に対する拘束力が欠けたため､その期限以後にもオースト
ラリアなどは新たに裁判を開始し､結局のところ､実際の裁判終結は､一九五一年四月九日ま･でず
れ込むこととなったのである(2)｡

ともあれ､一般的な理解からすれば､裁判が終結したことで戦犯問題は終わったと見られるとこ
ろであろう｡しかしながら､実はそうではなかった｡すなわち､戦犯問題は､裁判の終結と前後し

て､拘禁や減刑といった管理面-と焦点を移すこととなる｡そして､この戦犯釈放が完了して初め
て､戦犯問題は解決し､終了したといえるわけである｡

ここで戦犯釈放に関する基本的事実を概観しておこう｡占領期の一九五〇年三月七日に戦犯に対
する恩典付与一一減刑および仮釈放一一が制度化され､同年五月から一九五二年四月二八日の対日

講和条約発効時までに｢八九二名｣が仮出所した結果､請和条約発効時に依然拘禁される戦犯は外
地服役も含めて｢一二四四名｣となめている(3)｡そして､これら残りの戦犯に関しては､極めて困

難な交渉と諸国の政策決定を経て､東条英機の逮捕から約-三年後の一九五八年一二月末までに全
戦犯が減刑釈放された｡このように､日本政治史上の戦犯問題が｢最終解決｣されるのは､一九五
〇年代後半のことであった(`)

それでは､この戦犯釈放問題は､日本と諸政府の間において､どのように処理されたのであろう
か｡しかし､戦犯釈放の過程に関しては､従来ほとんど注目されておらず､官庁の正史や特定国家
に関する事例研究等から概略や断片が知られる程度にとどまっている(5)｡また筆者自身も､日米関

係を軸として講和条約発効後の戦犯釈放過程に関する分析結果を発表したことがあるけれども､あ
くまでも初期的成果のため､細部に踏み込んで議論しているわけではない(6)｡要するに､講和後の

戦犯釈放に関しても､依然として調査と検討の余地が多々残されているし､ましてや､それ以前の
占領期の戦犯釈放に関しては､ほとんど未解明の状態なのである｡

以上のような研究状況を踏まえて､本報告書は､まず講和条約発効以前､すなわち日本占領期に
時期を限定し-講和発効後に関しては将来の機会に護ることにする一一､占領期の戦犯釈放問題
がいかに展開したのか､を一次資料に基づいてトレイスすることを目的にしている｡

筆者は以前､連合国の戦犯裁判を余儀なくされた代表格である日本とドイツに関して､裁判の開
始以前から終結に至る期間の連合国の政策を分析した｡そこにおいて確認されたのは､その対日政
策と対独政策が相互に重要な連動性または関連性を有していたことである(7)｡そして今回の研究計

画による調査の結果､占領期においても､同様に対日政策と対独政策の間には相互作用が働いてお
り､切り離せないものであることが判明した｡したがって､以下の叙述においては､日本占領期の

戦犯釈放を主題に据えつつも､対独政策との関連性という観点から､ある程度､並行してドイツ人

戦犯の釈放問題をも検討することになる｡なお､研究報告書という本稿の性格もあって､できるだ
け原資料を紹介しつつ､議論の手掛かりを探ることに努めたい｡
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第一飾

減刑計画の飴動

1

恩典付与の構想

最初に問われるべきは､そもそも戦犯に対する恩典付与問題が政策決定過程に投入されたのは､
いつ頃なのか､ということである｡この点､ややもすれば､戦犯を｢減刑｣または｢仮釈放｣する
ということから､いわゆる｢逆コース｣の典型的政策と見なす向きもあるかもしれない｡しかし､

筆者が現時点で確認したところでは､合衆国政府内部では､すでに一九四六年八月の時点で｢善行｣
による減刑の可能性が指摘されていた(8)｡そして翌年八月には､将来の対日講和条約において合衆

国が戦犯-の恩典付与の最終的発言権を保持すべきことを陸軍省は強調しており､陸軍省の戦争犯
罪支局は遅くとも一九四八年末には｢赦免clcmencyや社会復帰など裁判後の措置｣について研究し
ていたのである(9)｡

こうして見ると､元来､戦犯赦免､恩典付与の構想自体は､少なくとも何らかの政治的要因から
唐突に派生したものではなかったと判断してよいように思われる｡その数､程度､方法等はむろん

未定であったものの､日本占領政策が非軍事化段階にあった一九四六年半ばの時点で､合衆国政府
は､日独双方の戦犯の減刑を将来における政策課題として認識していたのである｡したがって､戦
犯減刑の構想自体が｢逆コース｣的文脈から生じたわけではないことは前提として確認されるべき
であろう｡フランク･プッシャーも指摘したように､再審､減刑は普通の刑事手続きの一部であり､

それゆえ､元来､合衆国の戦犯処罰計画の一環をなしていたのである｡処罰だけで終わらせないこ
とが裁判の｢公正さ｣を高め､民主主義国家の道義水準を証明することになるからであった(-o)｡こ

のように-､戦犯釈放は､裁判段階､裁判終結段階の次に移行すべき赦免段階における争点であった
わけである(合衆国の戦犯裁判に関しては､表1参照)｡

表1

合衆国の戦犯裁判統計(1948年10月13目安在)

被裁判国 俤僵ｲ事件数 儂ﾘﾙB有罪教 冖8ﾝｲ死刑赦 傀伊YB
ドイツ

ｨ4r8ﾈ987ｸ410

ダツハウ(終了)
日本

ﾈｹ粐

C2112

24

鼎1682

途

Cb266

鼎#b154

I

横浜

790

田ヲ61

23

上海(終了)

免ﾂ75

田r8

マニラ(終了)

涛r215

迭20

海軍

イタリア

107

涛8

r8

H4(8ﾈ98684b咽几鋳9

オーストリア

X8ｸ687X8ｸ4竏{鋳9

6
涛"52

8

Bll

7

迭

22
出輿: RoyalI to ForrcstaJ, Tab C, 13 0ct. 1948, etc, JAG145.

とはいえ､この政策課題が現実のものとなるには､一つの契機があった.すなわち､一九四八年､

ドイツでダッハウ裁判(一九四七年一二月に終了した合衆国の対独非主要戦犯裁判)の捜査や公判
を糾弾するキャンペーンが生じたことである｡ドイツ人は､大統領･国防長官ほか-の嘆願や､合

衆国の裁判所-の訴願を相次いで提出した｡ことにマルメディ事件に関しては､捜査での自白｢強

要｣等を理由とする人身保護令状の訴願が合衆国最高裁判所に対して提出され､連邦議会の質問に
おいてすら､グッハウ裁判-の痛烈な批判がなされた｡こうして､ケネス･ロイヤル陸軍長官
(Kemcth C. Royall)がヨーロッパ戦域米軍総司令官(軍政長官も兼任)のルーシアス･クレイ大将

(Lucius D. Clay)に死刑執行一一判決後に再審機関の確認とクレイの承認を得ている-の一時停
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止および問題の調査報告をするよう命じた｡
このような事情から､一九四八年五月までにグッハウ裁判関係で｢五〇〇余名｣もの死刑囚がた
まってしまった(なお最高裁は管轄権の欠如を理由に訴願を却下した)｡クレイは､事件から三年

余も経過した時点で大量の処刑をすれば､合衆国が｢残酷｣だと非難されるのではないか､むしろ
終身刑に減刑した方が賢明ではないかとの危惧をワシントンに伝え､支援を要請した｡これに応え
て､ロイヤル陸軍長官とOMGUSから転任したばかりのウイリアム･ドレイバー(william H.
Dmper)が､一九四八年七月､テキサス州最高裁判事ゴードン･シンプソン(Gordon B. Simpson)､

ペンシルヴァニアのエドワード･フォン･ローテン(Edw劃d von Roden)判事ら三名からなる｢シ

ンプソン委員会｣をドイツ現地に派遣したのである｡グッハウ裁判を全般的に調査し､減刑･再審
について勧告させるためであった｡この調査団は九月一四日､ロイヤルに報告書を提出した｡それ

は､マルメティ事件の衝撃があまりに強からたせいで託拠獲得の際に不適切な手段が使われた一一
例えば､圏の使用など-と認定したものの､総じていえば裁判は｢本質的に公平魚山

であった

と結論した｡そして､二九名の死刑執行(マルメティ事件の死刑-二名を含む)を勧告する一方､
ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

常設的な赦免計画の策定をも勧告したのである(シンプソン委員会の報告書は一九四八年一〇月六
日に公表された)｡これを受けて､クレイは､グッハウ裁判の死刑囚一二七名を再審･減刑すると

ともに､戦犯問題の早期解決のため二〇〇名以上の死刑執行を承認している(‖)｡

この点､同時期における日本の事情も､よく似たものであった｡横浜裁判の場合､第八軍法務

部再審課による裁判記録の検討後､第八軍司令官が刑を承認の可否を決定した｡死刑の場
合､さらに合衆国極東軍(太平洋陸軍)総司令部法務部の再審を経て､最終的に最高司令
官が死刑執行を命じた(-2'｡ところが､一九四六年中に若干名が処刑された後､再審作業の遅れ

等々の理由から死刑が停止状態になっていたのである｡陸軍省が戦犯裁判終了の圧力をかけた結果､
一九四八年七月三日の八名を皮切りに､にわかに死刑執行が活発化したものの(13)､一九四八年夏の
時点で死刑囚は九五名､そのうち執行期日が決まっているのが一四名だけであった(14)｡

ロイヤル陸軍長官は､合衆国の連邦議会や世論の批判をかわすため､八月二八日､対日戦犯裁判
についても､シンプソン委員会のような調査団を派遣するかどうか､陸軍省民事部(GAD)に諮

問した｡しかし民事部の判断は､以下の諸点を根拠に日本に関する調査は時期尚早だというもので
あった｡第-に､対日戦犯裁判に関する嘆願や批判はドイツに比べて弱いこと､第二に､日本の非
主要(BC級)戦犯裁判は終了していないこと､第三に､マッカーサーがクレイのように支援を求
めていないこと､である(13)こ

そして第四に､横浜裁判の場合､その法的性質に曖味な二重性があっ

た｡すなわち､合衆国-国単位のBC級裁判であるのに､マッカーサーの連合国最高司令官(SC

AP)としての地位と関係国の参加事実ゆえに｢国際｣的な｢連合国の法廷｣と見なされる余地が
あった(-`)｡このため､司法省は､合衆国の裁判所は横浜裁判の訴願を聴取すべきではないと陸軍省

にコメントしており､陸軍省は､マッカーサーが自分は国際的資格において横浜裁判を実施した正
当化して陸軍省の調査に同意しない可能性を予測していたのである｡7'｡かくして結局､日本に調査
団が派遣されることはなかった｡

2 ドイツにおける戦犯管理問題
一九四九年五月一六日､明治生命ビルにおいて､総司令部(GHQ)の特別参謀部で戦犯問題全
般を所管する法務局(LS) ('8)が｢既決戦犯の拘禁に関する会議｣を招集した｡会議の目的は､陸
軍省の照会に対する回答を議論することであった('9)｡
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陸軍省の照会とは､トレイシー･ヴオールビーズ占領地担当陸軍次官繍(TmCy S. Voorhees)が極

東軍総司令官ダグラス･マッカーサー元帥(Douglas MacAmu)に宛てた同年三月七日付書簡で捷

起されたものである｡すなわち､ ｢(I)合衆国当局が拘禁の管理および監督を維特しつつ､現地当
局に拘禁を移管すること､ (2)この移管を-年以内に遂行すること､ (3)受刑者の扱いと保護に関

して司法省の専門的助言を得るため､に申し合わせをすること､ (4)米軍撤退後または講和条約締結

に基づく-講和条約交渉を経た規定による一一拘禁継続の監督および管理｣､以上の四点に関する
マッカーサーの見解を求めたのである`加｡

そもそも既決戦犯の拘禁に関しては､一九四六年当時､陸軍省が｢米軍が占領を続ける限り､占
領地域において戦犯を拘禁する方針｣を決定していた(21)｡それにもかかわらず､この時､なぜ陸軍

省が移管問題をGHQに照会したのかといえば､ドイツ占領の舞台で戦犯管理の将来が直視されて
いたからであった｡
ヽ

ヽ

ヽ

この点､筆者が現時点で確認しえた最も早い事例は､一九四九年三月七日､クレイ軍政長官がロ

イヤル陸軍長官に対して､占領終結を見すえた戦犯の拘禁問題を提起したことが挙げられる｡クレ
イは次のように言う｡バイエルン州のランツベルク･プリズン一一合衆国の在ヨーロッパ軍司令部

(EUCOM)の管理下にある一一には現在､既決戦犯七〇三名がおり､そのうち五八七名が禁錮
五年以上､四四七名が一〇年以上である(227｡仮に減刑が実施されても､かなりの数の戦犯が残る､

と｡そしてクレイは､戦犯の管理には多額の拘禁経費がかかり､高齢･健康問題の関係で特別な施
ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

設も必要になる点を指摘してから､ ｢合衆国において拘禁すれば､減刑または仮釈放措置が困難にな
るだろう-〔傍点日暮〕｣とも指摘した｡この｢合衆国において｣というのは､合衆国国内に移送する

方法を念頭に置いたものと読むべきである｡それというのも､その直後に､減刑のための証人や証

勉はドイツで調達しなければならないが､戦犯の｢仮釈放｣を合衆国の財政負担で実施できるのか
どうかは疑わしいし､ましてやドイツの財政負担を期待するのは一層非現実的だと続けているから
である｡クレイはまた､合衆国は､占領終結に際してドイツが戦犯に大赦(mnesty)を与えること

を許さないつもりであれば､その点に関する対応策も考えなくてはならないと注意を喚起した｡合

衆国がドイツ所在の刑務所を管理できるようにする条項を講和条約に挿入することは可能であろう
が､それが｢適切な｣政策なのかどうかは疑わしい｡戦犯をドイツから移送するのであれば､それ

を迅速にやるのが望ましい｡確実な戦犯管理と尚早の釈放を防止する講和条項を設けることは可能
であろう､とく23)｡

これに対する反応として､ヴオールビーズが三月七日､戦犯管理のドイツ側当局-の移管に関す
るクレイの意見を求めた｡その照会事項は､先のGHQ ｢既決戦犯の拘禁に関する会議｣で言及さ
れた四点と同じもので､ (1)既決戦犯の拘禁を日本側当局に移管し､これを米軍が監督すること､
(2)移管を-年以内にすること､ (3)戦犯の扱いについて司法省専門家の助言を仰ぐこと､ (4)

講和条約締結後における戦犯の管理･監督について決定すること､である｡要するに､ヴオールビ
ーズは､ドイツ人戦犯拘禁問題が生じたついでに､クレイ宛と同じ内容を､前述の通り､マッカー
サーにも照会したわけである`24'｡ヴォ-ルビーズがこの時に日本人戦犯にも目配りをしたのは､日

独両国について｢行動の統一｣をはかり､議会や世論の種々の批判を回避するという陸軍省の基本
方針があったからである`23)｡

こうして見ると､一九四九年三月のクレイ提案が戦犯移管構想の契機であったという暫定的な解
釈が得られよう｡ただし､陸軍省法務総監部( ∫ AG)に属する戦争犯罪部`25) (warcrhcsDivision､

WCD)の部長エドワード･ヤング大佐(Edward H. Yomg)が法務総監に宛てた一九五〇年四月六
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日付覚書には､次のような記述がある｡すなわち､一九四九年初め､各省間で研究した結果､ ｢グ

レイ委員会｣の報告書がまとめられ､国務長官､司法省連邦監獄局長､在ヨーロッパ軍総司令官､
連合国最高司令官に提出され､おおよその同意を得た｡この報告書の中で､ドイツ人戦犯の拘禁を
ドイツ当局に委ねる構想が示されたというのである`a)｡文書そのものを確認していないので､にわ
かに判断しえないが､もしこれが三月以前のことであれば､クレイは､それに反応したと考えるべ
きであろう｡

その後､ワシントンでは､戦犯拘禁問題が検討された｡一九四九年六月六日､チャールズ･サル
ツマン国務次官補(ch紺Ies B. Salのm劃)とジェイムズ･ベネット司法省連邦監獄局長(J糾neS V.

Bemctt)が非公式に意見交換している｡その折に指摘されたのは､第-に､国務省､司法省､ヨー

ロッパ軍司令部が｢-年以内｣の戦犯拘禁の移管一一ただし､合衆国の監督統制権は保詩する一一
に概して同意しているということであった｡第二に､ランツベルクは､クレイ提案の結果､合衆国

の監督下でドイツ側の刑務所になるものと考えられた伍)0
さて､ドイツ境地のクレイはまた､グッハウの非主要戦犯裁判だけではなく､合衆国軍政府(o
MGUS)のニュルンベルク継続裁判-me S的se叫em Nu購mbe喝

Thalsまたはthe Amehcm

Nu膨mbe堰丁鳳Sと呼ばれ､一九四九年四月に終了-に関する減刑嘆願にも直面した｡この合衆国

による主要戦犯裁判は､米英仏ソ四大国が合意した管理理事会法第-0号に基づいて設置された関
係上､判決は最終的で再審を受けないとされた(ただし軍政長官は､減刑その他の変更を加える権
限を有した)｡六月八日には,陸軍長官が在ヨーロッパ軍総司令官に対して､ニュルンベルク継続

裁判の既決戦犯の死刑を当面､すべて停止するよう要諦したの)｡

国務省は､一九四九年八月､ ｢ドイツおよび日本の占領当局が行使する黄任を制限するという合衆
国の政策に一致している｣として､戦犯拘禁をドイツ側に移管するという陸軍省案に賛成した｡さ
らに国務省は､ドイツに続いて日本-の移管もなされるものと｢予測｣し､東京裁判の被告(A級
戦犯)に関するマッカーサーの見解を支詩している｡すなわち､マッカーサーによれば､米英仏ソ

四大国の合意を要するニュルンベルク戦犯とは異なり､連合国最高司令官は｢FECO〇七/三｣

によって判決執行権限を委ねられているので､国際協定を結ばずにA級戦犯を日本側に移管するこ
とが可能だというものである(如｡

この間のドイツに関わる政治的展開を概観すると､一九四九年四月四日､西側一二カ国が北大西

洋条約に調印し(八月二四日には集団的防衛機構の北大西洋条約機構が発足)､五月五日には米英仏
ソ四国の協定によって前年六月以来のベルリン封鎖の解除が発表された(五月一二日に討鎖解除)｡
ドイツにおいては､一九四九年五月六日､西側占領地区で､ドイツ連邦共和国(西ドイツ)臨時政

府が発足している｡そして､五月二三日のドイツ連邦共和国基本法(ボン基本法､五月八日制定)
公布施行､八月一四日の総選挙を経て､九月七日､ドイツ連邦共和国が正式に成立した｡初代西独
首相コンラート･アデナウアー(Komd Adenaucr)の第一次内閣(キリスト教民主同盟･自由民主

党･ドイツ党の連立内閣)が成立するのは､九月二〇日のことである`'')｡

むろん西ドイツの主権回復は､一九五五年五月五日のパリ諸条約発効を待たなければならないが､

西ドイツ政府の成立に伴い､占領形態が軍政から民政-と転換､クレイが軍政長官を一九四九年五
月一五日に退き-それから六月一三日までの短期間､クラレンス･ビューブナ-中将(Cla騰nCeR.
Huebncr)がクレイの後任となる一一､六月一三日に国務省配下のジョン･マクロイ(JohJ.McCloy)

高等弁務官が就任することとなった(在任期間は一九四九年五月一五日一一九五二年七月)｡戦犯

問題に関していえば､これに伴って､陸軍長官の権限に変更が生じた｡すなわち､陸軍省と国務省
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の調整の結果､ニュルンベルク裁判受刑者の管理に関する軍政長官の責任を合衆国高等弁務官に移
転し(ただし､ニュルンベルク国際軍事裁判の受刑者については､合衆国高等弁務官が英仏ソ三国
とともに寅任を分有する)､その他の全戦犯の管理については､ヨーロッパ軍総司令官が行使する
こととなった｡したがって､ニュルンベルク継続裁判の戦犯に関する｢移管｣や｢再審･減刑問題

等｣は､国務省および南等弁務官の決定事項となったのである働｡

それでは､民政開始後における戦犯の管轄について整理しておこう｡日本占領では､東京裁判の
終了後､ GHQ法務局が戦犯問題(A級およびBC級)を-指して担当し､したがってワシントン
では陸軍省の所管であった｡他方､ドイツの場合､ゴードン･グレイ陸軍長官(Go血onGmy)が｢も

し可能であれば｣として主要･非主要を含む一切の戦犯に関する寅任を高等弁務官に､つまり国務
省に完全移転することを望んでいるということが､一九四九年一〇月に陸軍省の覚書に明記された｡

グレイは､止むことのない裁判批判の声に対処する仕事から陸軍を解放したいと考えていた模様で
あるe')｡

さらに陸軍省は､グッハウとニュルンベルク継続裁判の死刑を単一人が処理するという案も示し
ている｡だが､これに対しては､ディーン･アチソン国務長官(Dem G. Acheson)が一九五〇年

二月八日､マクロイが陸軍管轄下の戦犯を再審するのは望ましくないと反対した(3')｡このため､結

局､グレイの希望通りに合衆国側の所管機関が統一されることはなく､それらの減刑も戦争犯罪の
類型や裁判形態に応じて個々に対処されることとなったのである｡
第-に､主要戦犯､周知の国際軍事裁判(IMT)､ニュルンベルク裁判の既決戦犯がいた｡彼ら

は､占領終結後も四大国の英同管理下でベルリンのシュパンダウ･プリズンに拘禁されることにな
る9

この点､一九四九年後半､シュパンダウの管理費を削減する意図もあって､それぞれ既決戦犯

を最初に逮捕した国に移送するとの案も合衆国政府内に存在した模様であるけれども､国務省は､
例えば､エーリッヒ･レーダー(Erich Raeder)がソ連の拘禁下に置かれることに反対しており(33)､

各国による分割管理案は実現しなかった｡ともあれ､このIMT戦犯たちは､ ｢主要戦争犯罪人｣と

いう括りでマクロイ注独高等弁務官の管轄に属したものの､何よりも四大国の国際管理下に置かれ
るため､米英仏ソ四国が責任を分有したのである`36'｡

第二に､主要戦犯としては､合衆国が｢管理理事会法廷｣で一二の裁判を実施した｢ニュルンベ
ルク継続裁判｣の受刑者も存在した｡彼らは､合衆国の管理するランツベルク･プリズンに拘禁さ
れ､マクロイ高等弁務官が管轄権を有した｡この点､マクロイに対しては､一九四九年八月-一日

付で次のような暫定的な政策指令が与えられている｡いわく､貴兄は､刑の厳正な執行を確実にし､
受刑者たちの社会復帰と更生を促すものとする｡大赦(amnesty) ､恩赦(pardon)､減刑(clemency(37') ､

仮釈放(parole)等に関する問題に関する最終決定は:.ドイツ当局に委任されるべきではない｡刑の

再審や減刑等については､軍司令官と協力し､統一的基準を設けて､不公平が生じないようにする

べきである｡合衆国の戦犯裁判の計画はすでに完了したので､ドイツが国内法で裁判をするかもし
れないが､貴兄は特別な指令がある湯合を除いて､新たに戦犯裁判を起こすことを認めるべきでは
ない､と08)｡

第三に､ダッハウの非主要戦犯､交戦法違反の受刑者については､ヨーロッパ軍総司令官が､従
来通り､拘禁､刑執行､減刑等を管轄した｡グッハウ裁判に関しては､前述したクレイの二度目の

再審後も､さらなる再審を求める批判が合衆国国内で一定の支簿を受け､一九四九年には上院軍事
委員会の小委員会がマルメティ事件について調査するという状態であった09)｡

さて､ヨーロッパの舞台では､合衆国の再審･減刑に関する制度が作られていった｡
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第-に､一九四九年一二月二〇日､ランツベルクの戦犯第-プリズン(War Crimind Prison No.1)

のすべての受刑者-一存ヨーロッパ陸軍が管轄するグッハウ裁判関係受刑者､そして高等弁務官が
管轄するニュルンベルク継続裁判関係受刑者の双方一一に対して善行特典制度(System or good
conduct time c購dit)が創設された｡これは､終身刑以外の有期刑の場合､行状記録上､規則を誠実に

遵守し､態度が良好と評価された場合､一カ月につき五日間､刑期が短縮されるというものである｡

刑期の開始時から計算され､一年間で六〇日の短縮､六年の刑で三六〇日を短縮(つまり約-年の
減刑)､二〇年の刑で一二〇〇日を短縮されることになる｡なお,一二月二〇日という善行特典制度

の創設期日は､ ｢在ヨーロッパ軍管轄下の戦犯｣に対するものである｡高等弁務官管轄下の受刑者に
ついては確認していないものの､マクロイが善行特典制度はランツベルクの全受刑者を同等に扱う
ためにヨーロッパ軍司令部と共同で制定したと述べていることからして､おそらく同日-または
ほぼ同時期一一であろうと推測される(40)｡

マクロイは一二月二八日､アチソン国務長官に｢このシステム〔善行特典制度〕は仮釈放や減刑
と混同されるべきものではない｣､それは合衆国の各州や連邦の刑務所で用いられる｢規律を促進す
るための行政的手段｣であると強調している｡マクロイは同時に｢全般的な赦免計画〔Generalclemency

pro伊狐l〕については依然､検討中である｣とも報告しているのだが〈4°､その｢赦免計画｣に仮釈放

が含まれていたのかどうか､が気になるところである｡仮釈放ではないとあえて強調したところを

見ると､仮に含まれていても､しばらく内外の世論や状況を様子見をするつもりで､特に実施を急
いでいなかったのかもしれない｡
第二に.個々の受刑者を審査し､減刑を勧告する機関の設置である｡この点､ヨーロッパ軍総司
令官に就任まもないトマス･ -ンデイ陸軍大将(momas T. Hmdy､総司令官在任は一九四九年九月

二日一一九五二年八月)とマクロイ高等弁務官が協議して､グッハウ受刑者とニュルンベルク継続
裁判受刑者に関しては､必要な調整はしつつも､別個に再審するべきだということで合意した(42)｡
このため､ドイツの地では､二つの再審機関が併存することとなった｡再審機関の一つ目は､一
九四九年一一月二八日､ハンディ総司令官が｢戦争犯罪変更委員会War Crimes Modification Board｣

を設置した(委員会は翌年初めに始動する)｡委員長はヨーロッパ軍の人事･管理局長(Director of
personnel and Administration) ､他の委員には同軍の法務官､監察官(Inspector General) ､憲兵司令官､

情報部長(Di記cmroflntelligence) ､高級副官(Adiut狐tGeneml)が就任し､以下が任務とされた｡ (1)

ヨーロッパ軍総司令官が付託する戦犯の事件に関して再審し､総司令官に勧告すること､ (2)ヨー

ロッパ軍総司令官が付託する減刑要求について検討し､総司令官に勧告すること､ (3)既決戦犯に
関して必要な行動をとることである(4')｡

この関連で､ヨーロッパ等総司令官が一二月一五日､ ｢戦争犯罪事例研究に関する法務官委員会｣

をも設置している｡最低三名の委員で構成される同委員会は､ヨーロッパ軍管下の戦犯全員の刑を

再審し､過重と判断される刑の軽減を勧告し､また特殊な事情を抱える裁判の場合は｢仮釈放｣的
措置一一通常の仮釈放とは違い､家族の緊急時における一時出所のこと一一についても勧告するこ

とを任務とし､資料を法務官から戦争犯罪変更委員会に提出することとされたく録)｡
再審機関の二つ目として､マクロイが､アチソン国務長官の意向に従ったのか､陸軍の戦争犯罪

変更委員会を利用せず､独自の機関を設置する｡彼が管轄するニュルンベルク継続裁判による死刑
もまた､ダッハウ戦犯と同様､合衆国連邦議会の裁判の公平に関する調査､死刑判決を受けた主要
戦犯全員の合衆国裁判所に対する訴願のせいで停止状態となっていた(最後の訴願は一九五〇年一
一月に却下された)｡そして一九五〇年四月､アデナウアー西独首相がマクロイと会談し､ドイツ基
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本法が死刑を禁じているので-六名の死刑を軽減して欲しいと訴えた｡その際､マクロイは､すで
に再審の手続きを設定したことを明かした(45)｡

マクロイは､その一カ月前の三月､ニュルンベルク継続裁判の受刑者について再検討し､減刑の
可否を勧告する戦犯赦免諮問委員会(Advisory Board on Clemency tor War Criminals to McCloy)を設置

していたのである｡この委員会は､アメリカ人三名一一委員長にニューヨーク州高位裁判所上訴部
(AppeIIate Division, FirstDept.)裁判長のデイヴィッド･ペック(David W. Peck)､およびニューヨー

ク仮釈放委員会委員長フレデリック･モラン(Fredehck A. Mom)､国務省法律顧問補のコンラッド
･スノウ准将(ComadE. Snow)一一からなり､三月にワシントンで始動した｡翌月にモラン委員が

訪独して資料を持ち帰り､委員会が検討を加えた｡そして七月一一日､委員会は､ミュン-ンに仕

事の場所を移し､赦免嘆願の検討を始めるとともに､被告九〇名を代理する弁護人五〇名の訴えを
聴取している(モランは個人的にランツベルクで受刑者たちにも面会した)｡委員会は､ヨーロッパ
軍の戦争犯罪変更委員会とも協議しつつ､ (1)人道法の認識､ (2)第三帝国の実態に関する世界的
教育効果､ (3)被告-の｢応報justicc｣という諸要因を重視した｡その認定と勧告は､八月二八日､
マクロイに勧告を提出された(46)｡

3

日本における戦犯管理問題

ここで､ GHQが一九四九年五月一六日に開催した｢既決戦犯の拘禁に関する会議｣に戻ろう｡
この会議には､参謀第一部(Gl､一名)､参謀第二部(G2､三名)､参謀第三部(G3､一名)､

憲兵部(PMS､二名)､公衆衛生福祉局(PHW､一名)､医務部(MS､一名)､法務部(JA
s､二名)､外交局(DS､一名)､民間情報教育局(CI E､一名)､法務局(LS､四名)､第八

軍(憲兵部と法務部の二名)と多数の関連部局の代表者が出席している｡民政局(GS)は議題に
利害関係なしとして出席者を出さず､参謀第四部(G4)はLSに同意するとして欠席した｡

陸軍省の照会に対する回答として､法務局は､日本側-の移管と講和前における管理問題の決定
に同意する一方､司法省の専門的助言については不要と反対する秦を提出した｡他の部局からは､

外地に拘禁される日本人戦犯の内地送還に関する問題が提起されたり､日独の占領管理体制の相違
が指摘されたりした程度で､目立った意見対立は生じなかった｡
むしろ､この時に注目されたのは､ ｢拘禁問題｣ではなく､むしろ｢減刑問題｣の方であった｡す

なわち､米第八軍法務部(JAS)が､いずれ｢減刑の問題も検討されるべきだ｣と軽案して､憲

兵部内にも戦犯-の善行特典付与に賛成する意見があるとの情報を提供し､ ｢減刑問題は､ドイツの

合衆国占領地区で明らかに検討中であり､現在､日独双方で見解の一致がある｣と指摘したのであ
る｡そして､この会議では､次のようなコンセンサスが成立することとなった｡ ｢減刑問題は､別の

機会に議論され､参謀長が個別に研究課題とすべき問題であること､また､それは連合国最高司令
官レヴェルでないと決定できない問題であることが大方の合意を得た｣ `47)｡

こうして見ると､ GHQは戦犯の日本側移管に肯定的であったことがわかる｡確かに戦犯受刑者

の管理は人員と費用の両面でコストが高いし､後述する戦犯の内地送還が現実化すれば､さらに管
理対象の受刑者が増えるから､巣鴨の収容能力も問題になる｡実際､ GHQは､一九四七年当時の

宇都宮刑務所ほかを事例に｢受刑者の過剰収容｣問題をかなり検討していた｡こうした現実の管理
面から判断すれば､日本側移管というのは有力な政策であったろう｡しかも､それは後述の｢事実
上の講和｣とも合致する施策であった｡
いずれにせよ､ ｢既決戦犯の拘禁に関する会議｣の議事録から確認できるのは､一九四九年半ば
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のGHQ部内において戦犯の管理･移管問題および恩典付与問題が検討対象とされたこと､それは
ドイツ占領の状況とパラレルであったこと､そして｢減刑問題｣はSCAPレヴェルの決定事項と
されたことである｡

その後､ GHQの移管肯定論は､ A級戦犯にも及んだ｡すなわち､五月二五日付の極東軍総司令
部の陸軍次官補宛電報によると､マッカーサー周辺の慎重な検討を経て､ A級戦犯を｢近い将来､
現地当局の拘禁に移す｣ことが決定されたのである(48)｡そして､マッカーサーの陸軍省宛回答が七
月五日に打雷され､それは法務総監トマス･グリーン少将(Thomas H. Green)の同意を経て､陸軍

長官経由で国務省にも回付されている｡内容は次の通りである｡

日本において裁判に付され刑を科されたすべての既決戦犯は､連合国の受刑者であるし､今
後もあり続けるであろう｡ ･･･-貴兄の書簡は､附属文書も含めて､慎重に検討された｡そして､

これらの受刑者の拘禁をいずれ適当な時機に日本側当局に移管することは､全く実現可能かつ
適切であって､連合国最高司令官の権限内に入るものでもあると考えられた｡ --司法省の専

門的助言が必要であるとは考えない｡講和後における監督および管理の問題は､もちろん貴兄
が指摘するように､講和会議の検討事項である(49)｡

GHQは､この移管問題をFECに付託するかどうかも検討したが､結局､マッカーサーには｢F

ECの政策決定〔一九四六年四月三日付｢FECO〇七/三｣〕に基づき戦争犯罪裁判所の判決を
執行する責任が現在課されているのだから､この問題をFECに付託することは不要である｣との
結論を下したく50)｡判決の執行を拡大解釈したものといえよう｡

ところで､東京裁判判決直後の一九四八年一二月､ A級戦犯の広田弘毅､土肥原賢二､木戸幸一､

岡敬純､佐藤賢了､嶋田繁太郎､東郷茂徳の合計七名が合衆国連邦最高裁判所に人身保護令状の訴
願を提出した｡訴願を聴取したウイリアム･ダグラス判事(willim 0. Douglas)は､訴願の却下に

賛成したものの､独自の意見書の公表を留保しており､その意見書が一九四九年六月二七日に発表
された｡それは､極東裁判所は｢単なる政治権力の道具であった｣と批判する一方､合衆国最高裁

が人身保護令状を発給することはありえないが､コロンビア特別区地方裁判所地裁には発給の可能
性があると示唆するものであった(5-)｡この意見書は､かねて再度の訴願に向けて動いていたA級の
弁護人の一部を刺激したが(32'､重光の弁護人であったジョージ･ファーネス(George A.

Fmess)が一九五〇年一月一八日に語ったところによれば､ ｢高等法院上訴の事は五人程

法律家に相談したるも､独逸関係の二事件己に否決せられて--不利の点あり､引受手も
なく却て空気を害するを恐れ中止せり｣との理由で結局､断念された(5〕)｡
こうして､ A級戦犯たちは減刑制度に期待をかけることとなったが､一九四九年九月当時､ ｢A
級戦犯の取り扱ひ(減刑等)は国際関係よりB､ C級のものより更に困難なり｣という厳しい観測
もあった(54)｡

ヨーロッパに比べて進捗が遅かっだ合衆国の横浜裁判も､ようやく一九四九年一〇月一九日に終
了した｡それから二カ月後の一二月一九日､ GHQ参謀長のエドワード･アーモンド少将(EdwardM.

Ahond)が法務局に対して､合衆国の連邦法システムに倣い､善行特典(善行による刑期の短縮)

と拘禁特典(未決拘禁期間の刑期算入)による全戦犯の減刑計画を準備するよう指示したのである｡
アーモンドは､さらに公判以前の拘禁期間も刑期に参入し､受刑者に｢最大限の利益｣を与えるよ
うにと命じ､マッカーサーができるだけ早い減刑の実施を切望しているとも督促した｡その命令書
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に｢輿兄も知っての通り､このシステムはすでにドイツ人戦犯に関して実行されている｣とあるこ
とからして､ドイツの先例に従ったことが明白である(5')｡しかし､ GHQにおいて特徴的な点は､

この時期に仮釈放制度の導入までが現実的課題となったことである｡法務局が参謀長に回答した一
二月二二日付文書は次のように述べている｡

仮釈放計画については現在研究中であり､まもなく承認を求めて提出されるであろう｡連邦
仮釈放システムの規定によれば､受刑者は刑期の三分の一の服役後､終身刑の場合は一五年の
服役後に仮釈放資格を取得する｡ --仮釈放システムだけでなく､戦犯の減刑規定をもSCA
P回章に取り入れることが期待される｡したがって､第八軍宛書簡案は善行による迅速な減刑
を開始するための暫定指令と考えられる(56)｡

法務局は､後の一九五〇年三月二日付参謀長宛覚書において､ ｢一九四九年一二月一九日付チェ

ックノート1で参謀長は法務局に対して､日本における全戦犯の善行による減刑計画を準備するよ
う指令した｡この計画は､合衆国で行なわれている仮釈放システムの設置を含むものである｣と述
べているが(57'､しかし参謀長の指令のどこを見ても｢仮釈放｣ -の明示的言及は存在しない｡

それでは､仮釈放の導入の提案者は誰なのかといえば､ GHQ法務局であったと考えられる｡カ
ーペンター法務局長の三月三日付参謀長宛覚書が､ ｢法務局は､日本における戦犯に適用可能な仮
釈放システムを提案する｡ --提案の仮釈放システムは､カリフォルニアとニューヨークの制定法
〔statute〕-の影響を受けた連邦法に基づいているが､当地の問題に対応するよう修正される｣と明

言しており､委員の推薦､委員会のマッカーサー宛仮釈放勧告がすべて法務局長を介して提出され
ることを提案しているのである(蜘)｡それを参謀長指令の｢減刑計画｣中に意図的に読み込み､明示

的に提案したのは法務局であった｡とはいえ､そもそも拘禁･赦免問題を政策決定過程に役人した
契機である一九四九年三月七日のクレイ軍政長官のロイヤル陸軍長官宛文書が戦犯の｢仮釈放｣に
言及していたこと､また合衆国本国の連邦法システムを参考にしたことからして､仮釈放を発想す
ること自体は蓋然的ではあったと思われる｡

ちなみに､この点､総理庁連絡調整中央事務局第三都戦争裁判課長､外務省連絡局調査課長とし
て戦犯問題に関するGHQとの連絡事務を担当した外務官僚の吉村又三郎が参議院法務委員会の小
委員会で､こう説明している｡ ｢一般の国内犯罪者が､その刑務所における服役状況が良好と認め

られる者に対して仮出獄の`恩典制度がありますが､この恩典制度を戦犯裁判に関連しても実要して
欲しいと希望しておりました日本側の希望が実現しまして､本年春以来巣鴨に抑留せられておる者
は仮出所を許されることになりました｣ (59)｡

なるほど外務省が仮釈放導入を｢希望｣したことは事実である｡外務省連絡局長の木村四郎七
が一九四九年一〇月二〇日､合衆国係の戦犯裁判終了を受けて､法務局のカーペンター局長と
-イゲン特別補佐官を訪問した際､ ｢巣鴨における囚人達は何等か寛大な行政的措置例えば保釈制
度の実施に望みをかけているとて米国で実施されているパロール〔仮釈放〕 ･システムを戦犯服役
者にも適用する考えはないか｣と尋ねた｡すると､先方は､ ｢このパロール･システムは保釈后に

官憲がその行動を監視することが前提として考えられ従って一般犯罪には適用されるが戦犯には適
用されないと考えるし又これを米国単独で実施することは出来ず関係国の間のアグリーメントが必
要となるから結局講和条約成立までは実施できないのではないか｣と答えた(50)｡ドイツで仮釈放が

採用されているわけでもない状況で､日本側がむしろ合衆国のシステムを引用して仮釈放導入を示
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唆しているのである｡法務局の側は､意図的ではあろうが､表面上は仮釈放導入に消極的である｡
日本側の示唆が法務局にヒントを与えたのかどうか､または影響したのかどうかが興味を引くとこ
ろであるが､日本側の｢希望｣が奏功して仮釈放の導入が実現したとまで考えるのは､過大評価で
あり､正しくない｡導入を検討する際､法務局は､ ｢日本側の希望｣などには全く言及していない
からである｡いずれにせよ､法務局の検討段階に至り､ GHQは､減刑と仮釈放を包括した統一的
な恩典付与制度を現実化させることとなった｡そのことを､ここでは確認しておきたい｡

しかし､マッカーサーは､それが完成する以前に行動を起こしている｡統一的恩典付与制度が完

成する以前の一二月二四日､ ｢迅速な減刑を開始するため｣に善行特典および拘禁特典による減刑
の実施を第八軍に｢暫定指令｣したのである(6`)｡翌二五日に発表された新聞発表一一GHQ参謀長
アーモンドがクリスマスに合わせた発表を主張しており､つまり､クリスマス･プレゼントであっ
た(①)一一の内容は次の通りである｡

マッカーサー元帥は本日､巣鴨プリズンに服役する､終身刑以外の日本人戦犯に対して､拘

禁中の善行に基づいて減刑資格を与えると発表した｡また終身刑を含む全戦犯に適用される仮
釈放システムを研究中であることも発表された｡本日の発表で､非主要〔BC級一一日暮註〕

戦争犯罪のために四年以下の刑に服する受刑者約四六名が速やかに釈放されることになろう｡
この新しい方針の下では､終身刑以外の戦犯は､公判前の拘禁についても特典を受けるであろ
う(①)｡

このように､終身刑には適用されないものの､善行特典による減刑(刑期の長さに応じて一カ月

当たり五日ないし一〇日の減刑を与える)と拘禁特典(未決時の拘禁期間も刑期に参入する)が導
入されたうえ､仮釈放制度の創設も予告された｡なお､ドイツの善行特典は一律五日であったので､
短縮期間を五日から一〇日までと幅を持たせた点に､ドイツ占領軍の方法との違いがあった｡例え
ば､半年以上一年未満の刑の場合､一カ月に五日なので､一年間に六〇日の短縮とドイツと同様で
あるが､一〇年以上の刑の場合､一カ月に一〇日なので､一年間に一二〇日の短縮を受ける｡この

点､ドイツよりも日本の方が有利な条件であったわけである(なお､後述する回章第五号の影響な
のか､ドイツ占領においても､一九五〇年八月二五日から善行特典を一カ月につき一〇日短縮に修
正されることになる(64))｡

巣鴨では､この年の四月頃に｢最近刑期満了して出所する人ぽちぽちあり｣という状態になり(65)､

オランダ女王の生誕記念日による｢在前印日本人戦犯者五〇七名に対する減刑(三ヶ月乃至八ヶ月)I
という特例措置が通報されることもあった(66)｡しかし､木戸幸一が｢今暁四人に対し死刑の執行が

あった｡ ･･-･思はず暗澹たる気痔にされた｡戦争が終って既に四年末だ比の極刑を行はなければな

らない理由がどこにあるのか不可解だ｣と日記に善くなど､巣鴨を覆っていたのは前途の見えない
陰鬱な空気であった(67)｡

そんな状況で､早くも一二月二四日､巣鴨の受刑者たちに新制度の情報が伝わった｡ A級戦犯の
うち､禁錮七年と最も刑期が短い重光葵が日記にこう書いている｡ ｢--所長のスニーラー(Snearcr)
大佐〔第五代巣鴨プリズン司令官K. F. Snearer大佐〕 ･･････ 『刑期軽減の問題も漸く目鼻が付いて大

体一ケ月を十二日に計算することに内定した｡之は自分の非常に喜ぶ所である｡』

之を私に先づ

洩したのは意味ありげであった｡所長は少時雑談し上機嫌で握手し--去った｡夕食の際に私から
所長の挨拶を皆に披露した｡正にクリスマスの贈物の意味であったのである｡今朝ブレークニー弁
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話人は東郷を来訪してパロル(保釈)の新制度に付て華府で巳に決定したと云ひ､差当り『重光』
に適用される模様であると云ったとの事である｡長く待たれた朗報も遠くはないとてB､ Cクラス
の人々の喜びは特別のものがある様だ｣ (68)｡また二日後の日記には､こうある｡ ｢コ-カー中尉が

減刑命令の説明に来る｡巣鴨在獄中成績良好なもの(good time)に対して刑期一年迄は一ケ月に付

て五日差引く､三年迄は一ケ月に付て六日､五年迄は七日､十年迄八日､十年以上の刑に対しては

一ケ月に付十日を差し引くこととなった｡其の結果明日は四十六名釈放さると発表された(私の場
合は約五年半となり尚一年半を要す｡)

good timeの外work time (仕事をしたものに対する減刑)

や又特別の仮出獄の制度も総司令部の発表の中には予想して居ると説明した｡ --蘇噺の抑留者に

対する残虐なる待遇が暴露せられつつあるに対して好き対象である｡蘇覇は山田大将以下十二名を
細菌戦犯罪者として裁判に附し之を宣伝して居る｣ (69)｡

重光が書いたように､発表からまもなく刑期四年以下の受刑者四六名が減刑の適用を受けて出所
した｡ただし､後述する仮釈放委員会の議事録には､ ｢減刑の最初の措置は､一九四九年一二月二
〇日､戦犯四名の早められた釈放であった(70)｣とも記されている｡これは次の事情による措置であ
った｡ ｢(I) 〔一九四九年〕十二月十六日法務局は渉外局を通じ､刑期残すところ一ケ月未満で服

役状態良好のロロロロ〔個人名は省略した〕ら四名を､新年の休日を家族とともに過させるようこ

十日に巣鴨拘置所から釈放する旨を発表した｡か､る減刑釈放は巣鴨服役中の戦犯に与-られた最
初のものであり､また釈放を釈放を夢前に公表した最初のものとして注目に値する｡右四名は予定
通り二十日午前中に釈放された`7°｡

いずれにせよ､この時点での減刑制度は､刑期の短い者にしか関係しないものであった｡それで
も､重光が｢減刑保釈の見込付きたるため､巣鴨の空気も初めて変って来た｣と言い､ A級の元内
大臣木戸幸一が｢兎に角､ B ･ C級の若い連中に希望を持たせることの出来る様になったのはよい
ことだ｣と辞したように､前途に｢希望｣が見えだしたのは確かであった(72)｡

このようにして､減刑構想は実現に移されていく｡それでは､もう一つの検討課題である講和以

前の戦犯移管構想の方は一体どうなったのであろうか｡この点､ドイツ占領の場合､クレイ軍政

長官は一九四九年四月時点で､ランツベルク･プリズンのドイツ側移管を是認していた｡
また､ヤング戦争犯罪部長の一九四九年九月二二日付覚書が､マクロイ南等弁務官に対する｢一般
政策指令｣には減刑計画､ニュルンベルクとグッハウ関係の受刑者のドイツ側移管が含まれるだろ
うと述べていることを踏まえると､移管の可能性は､かなり高いものと考えられていた(73)｡

他方､ GHQの場合も､前述の通り､戦犯の日本側移管に肯定的であった｡マッカーサーが陸軍

省に｢いずれ適当な時機に日本側当局に移管することは､全く実現可能かつ適切｣と述べたし､東
京の政治顧問部(POLAD)も､移管に対するGHQの前向きな態度に触れて､戦犯の引き渡し
の決定は｢近い将来｣なされるだろうと予想した('''｡それらが講和条約締結以前の移管を想定した
ものであったことは､国務省が一九四九年八月､占領軍の権限縮小という｢合衆国の政策に一致す
る｣と評価し､陸軍省の移管案に賛成したことからも確認できよう｡つまり､戦犯の移管は､後述
する｢事実上の講和｣の一環であった｡しかし､一九五〇年六月二五日に朝鮮戦争が勃発すると､
悠長なことは言っていられない状態になった｡木戸幸一が七月一五日に書いたところによれば､ ｢プ

ラダリック所長が来棟､佐藤君と共に重光君の所で所長の話を聞いた｡それによれば朝鮮の情勢に
鑑み､当初から将校六名､兵百五十名は既に出発せる如き事情であり他の将士も何れも待機の姿で
ある｡従って当初の管理は日本人が取扱ふこととなり小菅に所長たりし人以下が不日来ること｣に
なった(75)｡すなわち､朝鮮戦争の現実的必要性が優越したのである｡そして､八月二三日に｢巣鴨
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プリズン特別警備本部｣ (日本側刑務官の本部)が組織され､府中刑務所長の鈴木英三郎が初代の
｢巣鴨プリズン特別警備本部長｣ (日本側｢所長｣と通称された)に就任､鈴木以下六二名の日本
人刑務官が巣鴨に着任し､一〇月までに総勢二二〇名となった｡しかし｢表門､正門､炊場の三ヶ
所だけは最後まで米兵が警備した｣ (76)｡もっとも､これは朝鮮戦争-の緊急対応策として米軍刑務

官の穴を埋めただけのことであり､日本側に巣鴨管理が移管されたわけではないことを確認してお
こう｡

なお､一九五〇年一月の第六代巣鴨プリズン司令官C ･M･プラデリック大佐着任以来､受刑者

の処遇が徐々に改善されるようになっていたが(刑､その傾向が日本人刑務官の採用と前後して顕著
となったことも注目される｡木戸幸一の夫人宛書簡が､その様子を描写している｡ ｢吾々の食事は

此頃ハすっかり和食になって此間ハ朝食に豆腐の味噌汁､焼海苔､梅干に番茶で久振りに日本の朝
飯を味った､チーズ等が無くなった代りに海苔やわさび漬､紅しょうが等が出る様になった､先づ
中々相当なものを食べて居る話だ｣ (一九五〇年五月一日)､ ｢昨日ハ石井漠舞踊団の演壁があって

久振りに目の保養をした､殊に四歳の松嶋とも子ちゃんと云ふ子の踊りハ無邪気で上手なので大人
気でアンコールが繰返された､父親はシベリヤで死なれたと云ふので一層同情が集った次第だ｣ (同
年一一月二〇日)､ ｢此頃ハ米軍が使用して居た映画館が使-るので気分よく楽める｣ (同年一一月

二七日)､ ｢今日はまた演塾会があって柳家小さんの落語やスヰングコンビ･-･などを聴いて大に笑
った､いつも一流の蟄人が来て呉れるので却って糞婆に居るよりも種々のものを見たり闘いたりし
て居るのだから､おかしなものだね｣ (一九五一年一月一四日)と(78'｡

結局の-ところ､戦犯の管理が日本側に移管されるのは占領終結を待たなければならなかった｡ま
た､マクロイに対する最終的な政策指令(一九四九年一一月一七日付)が結局､ ｢国際軍事裁判所

が刑を科した戦争犯罪人は､四国の管理〔conhol〕下で刑務所に拘禁され続けるものとする｡その
他すべての戦争犯罪人は､できるだけ早く貴兄の監督下におけるドイツ側の拘禁〔Gcmm custody
mderyousupeNision〕に移す場合を除いて､合衆国の管理下で刑務所に拘禁され続けるものとする｣

(第六二項)と命じたように､ドイツの舞台でも移管は実現しなかった(79)｡

なぜそうなったのであろうか｡その理由を示すのが､ヤング戦争犯罪部長の一九五〇年四月六日
付覚書である｡それによれば､ドイツ現地のヨーロッパ軍総司令官ハンディと高等弁務官マクロイ
が､いずれも移管計画の｢無期延期｣､合衆国によるランツベルク･プリズン直接管理の継続を勧
告し､陸軍省と国務省の同意を得たのである(00)｡

この勧告の根拠を探るた"めに､ハンディの一九五〇年二月一一日付陸軍省宛電報を参照しよう｡
いわく､当司令部はランツベルク･プリズンを合衆国の監督(supervisorycontrol)下でドイツの運営

に委ねるという案に賛成しない｡鼻柱の受刑者六七六名のうち､一〇六名がニュルンベルク継続裁
判の受刑者(在独高等弁務官の管轄下)､五三二名がグッハウ裁判の受刑者(ヨーロッパ軍総司令
官の管轄下)､一七名が上海の軍事委員会によるドイツ人受刑者(ヨーロッパ軍総司令官の管轄下)
である｡とりわけニュルンベルク継続裁判とグッハウ裁判の受刑者は｢第三帝国の重要人物｣だか
ら､ドイツに委ねるのは全く賢明ではない､と｡ハンディは､ ｢ドイツ国民が一般に､これらの受

刑者を戦犯と見なしているかどうかは疑わしい｣として､ライブツイヒ裁判の前例をも待ち出して
いる(8')｡このように､ハンディは､前任者クレイとは対照的に､第二次大戦中から終戦直後に散見

された｢ライブツイヒの茶番劇｣のアナロジーを持ち出し､占領中の移管を危惧したのである｡

以上見てきたように､戦犯の移管および赦免問題は元来､パラレルなものであった｡日本の場合､
戦犯の赦免は次の二つの要因によって実施されたといえよう｡第-に､ドイツ人戦犯の事例が先行
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したことである｡そこで戦犯問題における日独の連動性という合衆国政府の原則が作用し､日本に
波及したのである｡第二に､戦犯の移管と赦免は｢事実上の講和｣と一致する政策であった｡結果

的に見れば､占領期には後者の赦免しか実現しなかったものの､巣鴨収容者の数を減らすというの
は､管理コストの削減を意味するから､それもまた｢事実上の諮和｣に符合したといえよう｡
それでは､ ｢事実上の講和｣とは何か｡このことについては､一九四七年まで外務省条約局長を

務めた後､審議室で講和を研究した萩原徹が平易に解説している｡ ｢降伏後平和倹約成立までは､
法律上(または名目上) --依然として日本を教団･･-･とみなす状態が続いているということであ

ろう｡ --戦争の責任者としての日本人を懲戒するという目的を違した上は､だんだんコンセント
レーション･キャンプから出して､国際間の実社会の生活を習得させる必要がある｡そうした意味

から､少しづゝ日本人に対する制限が緩和され､また日本の管理についても､日本政府にだんだん

広範囲の権限を具えて行くことが行われた｡郵便や電報が出せるようになり､ある範囲の貿易が許
され､日本人の海外渡航もだんだん多く許されるようになり､日本船の外洋渡鯨も漸次許されて来
た｡ -･･･ 〔占領軍は〕いつも『法律上の戦争状態はあるのだが』という枕言葉をつけて､平和倹約

が出来なければ許されないことを､事実上ある程度許して来た｣｡ドイツの場合､米英仏三国制定
の｢占領法規Occupation Sta調e｣が西ドイツ政府の権限範囲を制度的に確定しているのに対して､

日本の場合は｢連合国最高司令官自身が､一定の問題については命令を出さず､これは日本政府に

まかせると言えば､それで解決する｡萬事命令に服するという根本の制度は変化せずに､その運用
で､いくらでも日本政府の権限を拡張させ得るのである｣ (82)｡

この｢事実上の講和｣は､一九四九年初め頃､次のような実態に現われた｡ ｢間もなく追

放審査委員会及訴願委員会は廃止となり追放計画は特別の場合の再審査を残して終罵した｡貿易は
逐次政府より個人-移され又手続きの簡素化が試みられ為替の設定も間近なるを思はぜた｡秋に至
っては財閥同族審査委員会も打切られ､年末にはA級A●級共に戦犯裁判はピリオドを打たれた｡之
らの反面に於て日本経済自立､米国納税者負担軽減の為として対日積極援助の為の諸施策が話せら
れ､極東マーシャルプランが実現された｡ ･･-･GSは法律関係及地方自治家計をLS及第八草に譲

った外大巾の人員整理が行はれ又制令については事前の承認を止め事後報告を以て足ることに改め

られた｡但フーバー氏を首班とする公務員課は本年度scAPの花形として活躍し人見も増加を見
た｡ ･･････｡又A級裁判終了に伴ひ国際軍事裁判所は残務を残して閉鎖され､ LSの関係部局は縮小

されることとなった｡ --特に注意を要することは世界及極東に於ける国際情勢の推移とも深く関
連し共産党問題及治安問題が米国乃至司令部の関心事となって来たことである｣ (8')｡

このように､非軍事化･無力化の政策は収束に向かい､占領軍の機構も縮小しつつあった｡そし
て｢民政移管｣に対する日本側当局の見方は次の通りであった｡ ｢今日〔一九四九年一月五日〕十
一時半にロイヤル陸軍長官一行中のマックス･ビイショップ(東北アジア課長) 〔M秋W. Bishop〕

より招かれ連嗣長官〔朝海清一郎連絡調整中央事務局長官〕と自分がDS 〔GHQ外交局〕で会見
をした｡ ･-･･日本管理の民政移管の問題については話すひまがなかったが､これは先にケナン氏の

来朝当時から噂があり､今度のロイヤル長官来朝前にも新聞でとり上げられている｡民政の態様と
して考えられることは､第-はマ元帥以下の首脳部は現在のままで下部機構を全部シヴイリアンに
切りかえることであるが､第二の態様として考えられ､又一番可能性のある状態は軍事事項と管理

行政と分け､軍事はマ元帥の下に参謀部があり､行政管理の法はマ元帥の下に民政長官をおき､そ
の下はシヴイリアンが占めるという二位一体の方式である｡これは米国の国内的措置のみによって

行われ得るもので､命令手続としては前者が陸軍省､後者は国務省と考えられる｡更に第三の形式
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としては明瞭に軍政､民政に分けることにすると､管理方式の根本的変更となり､モスコ-協定其
他各方面に影響起すこととなるから､米ソ関係の窺状から仲々美貌性がなかろう｡ ･･-･米国として

は､又日本の民心を収撹するために民政を加味する事も考えられる｡但しこれには現地SCAP側
の思惑もあろうし､早急に具体化して行くとは考えられず､半年一年先のことだらう｣ (餌)｡
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対日戦犯裁判の終結

とはいえ､対日戦犯裁判は､いまだ完全終結していなかった｡対日戦犯裁判は表2の通りに実施
されたが､イギリスが一九四八年一二月二〇日に終了し､中国国民党政権は一九四九年一月二六日
に終了していた｡そして諸国のBC級裁判の終結を勧告した｢FEC三一四/一五｣の期限(一九
四九年九月三〇日)後､合衆国が一九四九年一〇月一九日に終了､フィリピンが一九四九年一二月

二八日に､オランダが一九四九年一二月二四日に､フランスが一九五〇年三月二九日に裁判を終結
させた｡

ソ連は､一九四九年一二月二五日､ハバロフスク裁判を突如開始し､三〇日に｢細菌戦用兵器の

準備及び使用｣について山田乙三元陸軍大将ほか計-二名に有罪を宣告した(83)｡その流れで､一九
五〇年二月一日､アレクサンドル･パニューシキン駐米ソ連大使(Aleksmdr Semyonovich PmyuSⅢin)

がアチソン国務長官に通牒を手交し､同じ細菌戦問題で今度は昭和天皇と石井四郎元軍医中将ら将
校四名(計五名)を審理する特別国際軍事裁判所の設置を要求したのである(同じ通牒は､イギリ
ス政府と北京政府にも提出された)｡

表2

諸国の対日戦犯裁判
死刑
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剽L期

俶無罪

剌`
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出典;厚生省援護局編『引揚げと援護三十年の歩み』 462頁.

何分にも要求が天皇の裁判であるだけに､ガスコインによれば､日本人の大多数は｢か
なり混乱｣した`86)｡むろん国際的にも注目されたが､支持したのは北京政府だけであった｡

新華社が二月一〇日､ソ連の要求を支持したうえ､次のような興味深い報道をしている｡

すなわち､東京裁判終了後､国民党政権ではなく大陸に戻った中国代表判事の梅汝敦が｢ソ
連の要求は正当かつ適法なものであり､犯罪は時間の経過で赦免されるものではない｣と
語ったというのである(87)｡

反対に､ソ連提案に対する目立つ批判としては､東京裁判の元首席検事ジョゼフ･キー
ナン(Joseph B･. Keenam)が｢もし侵略共同謀議の罪で誰かが裁かれ､るとすればそれは日本の天皇

ではなくスターリンである｣と公言したことが挙げられる｡しかし､政策決定者たちは至って冷静
であり､この種の激しい反発は見せなかったのである｡カーペンター法務局長は｢ソ連側の意図は､
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引揚問題のシツペ返しか､それとも極東の不満国を使嬢して反米思想を起さんとするのであろうか
良くは分らないが本件は微妙な問題であるから､日本としてはこれにまき込まれない方が良いだろ
うと関係筋では観測している｣と語り､合衆国は結局､マッカーサーと国務省の合憲によってソ連
に回答しないことで合意した｡イギリスも､イギリス外務省のF ･トムリンソン(F.S.Tomlhson)

が早期に｢純然たる宣伝運動｣と断定していたく関)｡
確かに､この頃､ソ連はシベリア抑留問題で攻撃されていた｡ソ連の天皇裁判論は､こうした攻

壁-の対抗措置であったと思われる｡ソ連は､満洲､北朝鮮､樺太､千島等で日本軍を武装解除し､
ソ連領のシベリア､外蒙古ほかに移送のうえ労役に使用した｡この抑脅者の総数は､一例として｢約
五七万五〇〇〇名｣と推定され､そのうち｢約三〇〇〇名｣が｢戦犯｣該当であるといわれた｡一

九五〇年刊行の引揚援護庁長官官房総務課記録係編『引蕩援護の記録』には､こうある｡ ｢昭和二
十四年五月二十日タス通信発表のソ連抑留者数に関する情報は､ソ連の日本人捕虜収容所において
は全く死亡者のなかったということと､現地釈放七〇､八八〇 〔七万八八〇名〕という新事実･･･もさることながら､わが国民に与えた衝撃はきわめて深刻なものがあった｡ ･･-･ソ連においては終

戦直後､軍隊の組織を解体して､バラバラの状況でソ連領に連行した上､その後もしばしば収容所
を変更移動し､帰還に際しても､一切資料の携行を許さないので､この調査は困難である｡昭和二
十四年度のソ連帰還者の多くはこの資料提出を拒否した事も､この困難さを増している｣ (89)｡
国務省は一九四九年一二月三〇日､駐米ソ連大使パニューシキンに対して､抑留中の日本人捕虜
について調査する｢国際人道機構｣の設置を求める通牒を発したが､ソ連は回答しなかった`抑)｡こ
うして､.一九五〇年二月一日､対日理事会合衆国代表を兼ねたウイリアム･シーボルド外交局長
(willim ∫. Sebald)が､対日理事会議長として次のような特別報告をし､ソ連を激越に非難したの

であった｡ ｢子供じみた日英の嘆願と国を挙げての論説戦の矛盾で､ 『ソ』連政府は沈黙した｡連合
国軍最高司令官は､送還の再開を繰りかえし強調した｡ --突然『ソ』連の声明があった｡五月二
十日のタス通信は僅かに九五､ 000の元日本軍人が残されているのみであると伝えた｡この数字

は日本政府復員局の作製及び総司令部G-2及びG-3の復員引揚記録課口〔1字判読難〕数字と
全く実ったものである｡これらの記録によると一九四九年ロ〔1字判読難〕月二十六日現在で-四六九､ 〇四一となっている｡ ･･･- 『ソ』連と日本側数字の差は約三七四､ 000人である｡この

数字は実に驚くべきもののようであるが､忘るべからざることは､これら偉虜は四年間以上もまこ

とに信ずべからざる重労働と非常な高度の死亡率を結束した過酷な生活状態の下に抑留されていた
ことである｣ (9')｡その翌日`､ソ連は対日理事会を欠席し､ソ連代表のクズマ･テレヴィヤンコ中将
(Kuma N. Derew狐ko)が抑留問題を議論するのは｢不法だ｣とする書簡を発表した㈱'｡ソ連の天

皇裁判論は､まさしく､こうした応酬の最中に唱えられたものであった｡

とはいえ､イギリスの外務省文書を見れば､単にソ連を無視してやり過ごすという態度ではなか
ったことがわかる｡例えば､在米イギリス大使館のH･グレイヴス(H.A.cmVeS)は五月二〇日､

国務省に次のように述べている｡ ｢このソ連政府の意図は､極東委員会での議論から宣伝的価値を
得て､天皇の国民〔日本国民〕間の軋轢を引き起こす機会を日本共産党に与えることであろう｡し
たがって､早急に極東委員会での試みを打ち砕くことが望ましいだろう･･-･･｣と｡
つまり､第-に､イギリスは､ソ連の天皇裁判論について､日本国民の意見分裂-と誘導する､

ある種の間接侵略であると見なしたのである｡第二に､より重大であったのは､ソ連が極東委員会
に復帰して､戦犯裁判終結に関する｢FEC三一四/八｣および｢FEC三一四/一五｣の撤回に

よって天皇裁判を認めるよう要求する可能性も想定されたことである｡ただし､ソ連が提案するに
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は｢ソ連が極東委員会に復帰する｣ことが条件であったが､ ｢ソ連は､中国共産党代表が国民政府

代表に取って代わらなければ､極東委員会に復帰しないと述べていた｣ので､特に実現性が高かっ
だとも思えない｡しかるに米英両国は､そうした事態を想定し､かなり突っ込んだ対策を考えてい
たのである(9')｡

合衆国は五月一日､極東委員会の各国代表に訴える場合を想定して､自らの立論をまとめている｡
それは､まず､天皇裁判の不可を説いた｡ ｢FECO〇七/三｣をマッカーサーに指令した一九四
六年四月二五日の時点では､ ｢戦時の感情がなお強く､日本の将来の発展も不透明であった｣｡しか
し､それから四年後の現在､ ｢戦時の感情は和らぎ､日本の状態をより明確な視座で見ることがで
きる｣｡そして｢日本人がひどく憤倣し､日本の国内秩序を危険にさらし､日本人が占領に反対す
るようになる｣から､天皇を裁くことは賢明ではない｡他方､石井ら軍人を裁くのも､ ｢FEC三
一四｣に反するがゆえに賢明ではない､と｡

合衆国は､このような前提から､何よりも他国代表の多くと協議し､前もってソ連提案に反対す
る決定をしておくことが望ましいと考えた｡そのための手続きとして､ (I)諸国代表が極東委員会

の伝統的手続きに従うのが適当だと考えれば､ソ連提案は数回の会議において議論される｡ (2)ソ

連が動議形式で提案をした場合は､その動議に関する授票を行ない､これを打破する｡もしソ連が
投票の延期を要求したら､迅速な没票をするよう動議を出す｡ (3)ソ連が動議形式ではなく問題の

検討だけを提案した場合は､この間題を議題から削除する(FECでは､動議形式でない提案は議
題から削除しうる)｡この削除を要求する動議も手続き上のものであり､多数決で足りる(如｡
イギリースの在米大使館は､この合衆国の見解に賛同し､ロンドンに訴えた｡グレイブスは､極東
委員会の委員長に

rFEC三一四｣撤回に反対するよう助言し､多数派工作することで､迅速に投

票動議を強制することもできるし､実質問題(ma備er of substmce)として処理できるし､手続技票
(pr00edualvote)によって議題からこの項目を削除することもできると考えたく95'｡

しかし､ソ連が極東委員会で要求する方法をとるごとはなかった｡ソ連は､一九五〇年四月二二
日､ ｢戦争犯罪人関係の一､四八七名以外の日本人捕虜の送還は完了した｣と声明し､送還を中止
してしまった(96)｡そのうえで五月三〇日になって､二月一日付天皇裁判提案に対する合衆国の回答
を要求したのである(合衆国は回答せず) (97)｡さらに一二月にも再度､天皇ほかの裁判を英米に要

求したが､その内容は二月一日の要求を反復しただけで､米英の態度を動かすものではなかった(的)｡
さて､一九五〇年一月になると､今度はオーストラリア政府が､マヌス島で戦犯裁判を新たに実

施すると発表し､戦犯容疑者四三名の逮捕を要求し､二月中旬にも一四名の追加逮捕を求めた`勅｡
結局､二月二六日､容疑者九〇余名がニューギニア北方､アドミラルティ諸島のマヌス島に向かい､

これに第八方面軍司令官としてラバウル作戦を指摘した今村均元陸軍大将が同行することとなっ
た｡今村は､オーストラリアのラバウル裁判で一九四七年五月に禁錮一〇年の刑を宣告された後､
オランダの蘭印バクヴイア裁判にもかけられた一一判決は無罪一一という事情から､一九五〇年一

月の内地送還で巣鴨に拘禁された既決戦犯であるが､かつての部下たちとともに服役するとしてマ
ヌス行き一一オーストラリア関係戦犯約四〇〇名も一九四九年､ラバウルからマヌス島に移送され､
基地建設等に使役されていた一一を自ら志願したのである(-00)｡このマヌス裁判が終了する､すなわ

ち第二次大戦後における連合国の戦犯裁判が完全終結するのは､前述の通り､一九五一年四月九日
のことである(-0-)｡
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第二節

仮釈放制度の創設

1

回串第五号の発表

戦犯容嬢者のマヌス移送があってまもない一九五〇年三月七日､ GHQは､マッカーサーの命令
によって｢連合国最高司令官回章第五号一一戦争犯罪人に対する恩典付与

ScAP Cimul狐

No.5:

clemency for W狐Chminals｣を発した(この場合のClemencyは､ ｢寛大な措置｣ ｢恩典｣といった意

味で｢赦免｣とも訳出し､限定的な｢減刑｣とはしない)｡重要な基本文書なので､その全文(～
部省略)を以下に引用しておきたい(一能)｡

戦争犯罪人に対する恩典付与
連合国最高司令官回章第五号､一九五〇年三月七日
1.日的

この回章は､究在または今後､日本において服役するすべての戦争犯罪人〔以下､戦犯〕に
適用するための拘禁特典(confmement credit) ､善行特典(good time credit) ､仮釈放に関する

統一的制度を設定するものである｡
2.拘禁特典

戦犯容疑者または戦犯として拘禁されたすべての日数は､執行を命ぜられた刑期に算入され
る｡ただし､以前に軽減命令のあった裁判前の拘禁期間については､これを除外する｡捕虜
として収容された期間は､算入しないものとする｡

3.善行特典
a.過去または将来において戦犯として刑の宣告を受け､終身刑以外の有期刑の判決または

刑罰を執行され拘禁される各受刑者は､現在または過去における拘置所の規定および規
則すべてを誠実に遵守し､懲罰を受けなかったことが当該服役者の行状記録に示されて
いる場合､以下の通り刑期を軽減する善行特典を与えられるものとする｡
(1)半年以上一年未満の刑に対しては､一カ月につき五日｡
(2)一年以上三年未満の刑に対しては､一カ月につき六日｡

(3)三年以上五年未満の刑に対しては､一カ月につき七日｡
(4)五年以上一〇年未満の刑に対しては､一カ月につき八日｡
(3)一〇年以上の刑に対しては､一カ月につき一〇日｡

b.第3項aに規定"された善行特典の許可は､戦犯容疑者または戦犯として拘禁された期間
の合計に基づくものとする｡

C.受刑者に〔継続して執行すべき〕二以上の刑がある場合､減刑は､その複数の刑の合計
によって貸出される｡同時に執行すべき二以上の刑がある場合は､より長期の刑による｡
4.権限

合衆国第八軍司令官または彼の指名する代理人は､以下の権限を有する｡

a.以下の事由によって善行特典を剥奪された､または今後剥奪される戦犯に対して善行特
典の全都または一部を回復させる権限｡

(1)拘置所における規定または規則の違反｡
(2)懲罰を受けたこと｡

(3)仮釈放条件の違反｡

b.以下の資格を回復させる権限｡
(1)善行特典｡
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(2)仮釈放｡

5.仮釈放委員会
a.仮釈放委員会をここに設置する｡

b.仮釈放委員会は､連合国最高司令官の任命する三名をもって構成する｡うち一名は委員
長､一名は書記長(Executive Secretary)に任じられる｡

C.仮釈放委員会は､現在または今後､日本において服役するすべての戦犯に対する仮釈放
の管轄権を有する｡

d.仮釈放委員会は､その権限行使または任務遂行に必要な時と場所において公的または私
的に会合する｡

e.仮釈放委員会は､以下の権限および義務を有する｡
(1)本回章に抵触しない規定および規則を制定し､施行する｡
(2)仮釈放申請に関して検討する｡
(3)正当な決定を行なうために必要と思われる偉勲を入手する｡

(4)仮釈放問題に関する必要な調査を開始する｡

(5)ある戦犯を刑期満了以前に釈放または仮釈放するとの勧告がなされるべきか否か
を決定する｡

(6)仮釈放の条件と日時を勧告する｡

(7)未決定の仮釈放に関する条件の追加または変更を勧告する｡
(8)仮出所者を監督する｡

(9)仮釈放の取り消しを勧告する｡

(10)仮出所者の再収容を命令する｡
(ll)上記の権限および任務を遂行するのに必要な他の一切の措置を講ずる｡

6.仮釈放資格

a.現在または過去における拘置所の規定および規則すべてを誠実に遵守した戦犯は､執行
を命ぜられた刑のうち以下に掲げる分を服役後､委員会によって仮釈放を検討される資
格を有する｡
(1)刑が単一の場合､三分の一｡

(2)継続して執行すべき刑の場合､その合計の三分の一｡
(3)同時に執行すべき刑の場合､より長期の刑の三分の一｡
(4)単一の刑または継続した刑が四五年以上の場合､一五年｡
(5)終身刑の場合､一五年｡

b.仮釈放の資格を決定するに際しては:.第2項に認めた拘禁特典が適用される｡
7.仮釈放の申請
仮釈放の申請は､戦犯が委員会に提出したものに限られる｡ただし､委員会が自ら発議し
た場合には､いかなる案件をも検討することができる｡
8.検討事項

a.委員会は､戦犯の仮釈放資格を立証する｡さらに委員会は､以下の事項を検討するもの
とする｡

(1)入手可能な場合､裁判記録｡また当該受刑者が刑の宣告を受けた事件に関連する
すべての事実｡
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(2)拘禁中の受刑者の行状､態度､作業記録に関する拘置所の報告書｡
(3)年齢､身体的状態および特神的状態｡
(4)家庭の財政状態､その他の事情｡

b.委員会は､関連性があると思われる他の事項を検討し､証人を召喚､聴取することがで
きる｡

9.委員会による措置

検討中の仮釈放問題に関して､委員会は以下の措置をとることができる｡
a.一定期間または不定期問にわたって仮釈放措置を延期する｡
b.申請を却下する｡

C.仮釈放および仮釈放条件を勧告する｡
10.委員会の勧告

a.委員会は､その一切の勧告を連合国最高司令官に対して行なうものとする｡
b.委員会による戦犯仮釈放の勧告には､その条件を記載するものとする｡

C.委員会による戦犯仮釈放の勧告には､特に仮釈放条件に違反すれば以下のものを剥奪さ
れるとの条件を例外なく記載するものとする｡
(1)拘禁中に獲得したすべての善行特典｡
(2)仮釈放中に獲得したすべての善行特典｡
(3)再収容後に善行特典を受ける資格｡
ll. -仮釈放の承認

仮釈放勧告が連合国最高司令官によって承認された場合､委員会は､承認された日時およ

び条件で当該戦犯の釈放を遂行するのに必要な措置を講ずる｡
12.受刑者の釈放

戦犯の仮釈放に際しては､仮釈放条件が記載された釈放命令の写しを当該戦犯に交付する
ものとする｡

13.仮出所者の保護観察

8.委員会は､仮釈放保護観察官を任命することができる｡仮釈放保護観察官には日本国民
も就任することができ､無報酬で自己の判断に基づき任務を行なう｡戦犯は､委員会の

認容しうる仮釈放保護観察官を仮釈放の前に指名するよう要求されることもある｡
b.仮釈放保護観察官は､仮釈放条件の遵守について仮出所者に助言と援助を与える｡仮釈

放保護観察官は仮釈放条件の違反に関する情報すべてを速やかに報告し､また委員会の
指示するその他の報告を行なうものとする｡
14.仮釈放の取り消L

a.いかなる戦犯も以下に掲げる場合には仮釈放を取り消されるものとする｡
(1)仮釈放が詐欺､過失､虚偽申告の結果として許可された場合｡

(2)仮出所者が仮釈放条件に違反した場合｡
b.いかなる戦犯も以下に掲げる場合には仮釈放を取り消されることがある｡

(1)仮出所者が委員会に対して重要情報を知らせない場合または秘匿した場合｡
(2)委員会が仮釈放措置の取り消しに十分と考えるその他の理由がある場合｡
15.令状による再収容

a.第14項に記載された理由のいずれかによって明らかに仮釈放を取り消すべきであると

-20-

の信頼しうる情報に基づき､仮釈放委員会委員長は､仮釈放期間のいかなる時点におい
ても当該仮出所者の再拘禁を命じる礼状を発することができる｡
b. 〔省略〕

16.仮出所者再収容後の措置

〔省略〕

17.取り消しの効果

仮釈放命令を取り消され､仮釈放が終了した場合､当該戦犯は､獲得したすべての善行特

典を剥奪され､善行特典または仮釈放の資格を喪失し､最初に科せられた単一または複数
の刑期の残余に服するものとする｡また仮釈放中の日数は､科せられた刑期を減じるもの
としては算入しない｡この規定は､第4項bで付与された権限を制限するものではない｡
18.刑罰規定

〔省略〕

このように､回章第五号は､減刑･仮釈放を包括する統一的赦免システムであった｡善行特典･

拘禁特典(終身刑には不適用)は前年末以来の継続であるから､やはり､この回章の最大の特徴は
仮釈放制度の導入にあった｡
新たに設置される仮釈放委員会(p紬01e Do紬d)は､連合国最高司令官の諮問機関である｡個別の

申請案件について､裁判記録､受刑者の服役態度､年齢､健康状態､家庭の事情等を審査したうえ､

最高司令官に仮釈放を勧告する｡仮釈放の可否を最終的に決定する権限は最高司令官が有する｡
仮釈放は､四五年以上の受刑者および終身刑の者の場合､一五年の服役後に審査を受ける有資格
者となり一一一ちなみに一九四九年六月以降の日本では､無期刑の仮釈放は十年服役を要件としてい
た(-03)-､四四年以下の者は刑期の三分の一服役後に資格を取得する｡

第六項に｢刑が単一｣云々とあるのは､次の資料に見られるような事情を指している｡ ｢濠軍関

係戦犯者中には､同一人で二つ又はそれ以上のロロによって二回(又はそれ以上)にわたり裁判を
受け､それぞれ別個の刑を受けている者が相当数あり､その実際の刑期が何年になるかについては
従来疑問があったが､ 〔一九四九年〕九月十四日法務部渡洲課長ゴスレット中佐の回答によれば､

濠軍裁判においては同一人で二回目の裁判を受ける場合には審理自体は独立して行われるが､裁判
官は判決に際して本人の以前の判決を考慮して刑を決定し､従って後の判決に前の判決が含まれる
ことが明かになった｡結局刑期の長い方(後の判決)が本人の実際の判決になるわけである｡但し
二つの裁判の管轄権が異なる場合には､この原則はみとめられず､本人は一方の刑期が満了した後
に引き続いて他の刑期を服役しなければならない｡ (例えば､一方の法廷が藻草､他方が米軍とい
う場合､一方が軍事法廷で他方が民事法廷というような場合で何れも実例がある)

なお参考まで

に､米軍裁判においては､右のような場合には､二つの刑期を同時に服役するという建前をとり､
結局は濠州の場合と同じように長い方の刑期を服役する--また国によっては-- (合計期間)を
服役しなければならぬものもある｣ (-調'｡

ドイツの場合､一九五〇年三月当時､やはり善行特典の減刑が始まっていたが､仮釈放制度につ
いては｢検討中｣であった｡そしてイギリスもまた､ドイツ人戦犯に類似のシステムを導入するか
どうか｢検討中｣であった('oS)｡つまり､日本の場合､この時点で先行事例の対独政策を追い越した
わけである｡

マッカーサーの回章第五号は､極東委員会構成国との関係について言及していないものの､ ｢現
ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

在または今後､日本において服役するすべての戦争犯罪人に適用〔傍点日暮〕｣されることを明記
していた(第1項)｡
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この規定によれば､第-に､ A級戦犯にも適用される可能性がある｡ A級の仮釈放に関しては､
一九四八年一一月の判決諮問会議で関係国の見解を聴取したうえでマッカーサーが東京裁判の判決

を承認したことからして､関係政府の承認を求めるか､またはマッカーサーが｢連合国｣最高司令
官の地位に依拠して独断するか､その折衷策をとるか､が考えられよう｡

第二に､合衆国以外の関係諸国が刑を科した戦犯も､巣鴨で服役する場合は適用対象となる｡実
際､関係政府が外地に拘禁する戦犯の内地送還を希望する際には､マッカーサーが｢送還後の戦犯

に対する完全な管轄権｣を有すること､換言すれば､関係政府の側が自国関係戦犯に対する回章第
五号の適用を認めることを要求した('00)｡これは､第二節8で後述する通り､中国関係戦犯の内地送

還をめぐる交渉過程で､ GHQが一九四九年三月頃に決定した立場であった｡内地送還が本格的に
始まろうという状況の一九五〇年一月四日､法務局は次のように判断している｡ ｢巣鴨には､東京､
横浜､マニラ､そして上海ほか中国各地で刑を科された受刑者がいる｡ ･･-･法務局は､いかなる減

刑および仮釈放のシステムも､巣鴨で服役するすべての戦犯に適用されるべきだと考える｡異なる
システムを適用して異なる扱いをすれば､何ともまずい状況が起こるであろう｣ (iO7)｡

このように統一的なシステムが設定されたことは､日本側にとって有利に働いたと評価できる｡

受刑者の大部分はBC級戦犯であるが､豊田隈雄は次のように書いている｡ ｢BC級裁判は連合各
国がそれぞれの軍法､方法にもとづいて､いわば勝手に処理したものであり､刑罰の実現たる『執
行』等の手続きについては､日本国と各国の間には何の取決めもなかったことは言うまでもない｣(100)｡

こうした状況で､各裁判国との煩雑な個別交渉を繰り返しても､成果が上がらない可能性が高かっ
たであろ.う｡

2

諸政府の反応

回章第五号の公布は､イギリスにさえ事前に知らせなかったことに象徴的なように('00)､文字通り

合衆国の一方的行動であった｡それでは､このような回章第五号に対して､関係諸政府は､いかな
る反応を示したのであろうか｡

最初に承認の意思を表明したのは､一九五〇年一月に日本人戦犯を内地送還したオランダであっ

た｡すなわち､在日オランダ代表部が仮釈放委員会の事務局長に対して｢仮釈放委員会および委員
会設置の目的に異議がないこと｣を告げている(‖o)｡

次に､フィリピンは､一九五〇年三月､合衆国と情報交換した結果､七月二七日の極東委員会で､

｢仮釈放システムの設定は∴-日本人戦犯が人間社会に復帰し､その価値ある一員に再びなること
を可能にする｡これは近代刑罰学の原則に完全に一致し､ ･･･-連合国の全幅の支持と協力を獲得す
るに値する｡ -･-したがって､わが政府は､この回章の規定に同意する｣と全面支持の立場を表明
した(…)｡

イギリスは､この間題について公的には寡黙であった｡イギリス内郭では､合衆国の主張に疑問
を感じたり､自国関係戦犯-の適用を好まなかったりしたものの､一九五〇年五月までには､国務

省が公式発表した｢受刑者処遇に関する諸国の文明的な慣行とも一致する｣という部分を根拠に回
章第五号を受容する(極東委員会では発言していない) (`'2)｡

オーストラリアの対応に関しては､次のイギリス外交文書が詳述している｡ ｢東洋にいる英連邦
の人々の間には--仮釈放委員会について意見の相違がある｡一番強く反対しているのは､オース
トラリア人である｡彼らは伝統的に､また主義として反アジア的である｡キャンベラでは､下院の

ある自由党員が､日本人は『人間以下の怪物であり､この人種を完全に排除しても､世界の発展と
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繁栄の前途は決して暗くならないだろう』と公言した｡ ･･･-なぜ日本が自惚れと自尊心を取り戻す

べきなのかといえば､現在の極東の情勢には極めて明白な理由がある｡仮釈放委員会は､その目的
に向けた一番新しい動きである｡ ･-･･日本人は､合衆国の征服者が示してくれたこの配慮に本当に
感謝している｡ ･･･-アジア人一般も､深い感銘を受けた｡彼らは､この寛大な行為を､憎悪を煽る
ロシアの政策一一最近では天皇裁判の要求があった一一と比較した｣ (113)｡オーストラリアは､上記

のような反日感情のゆえに回章第五号に反発していた｡しかし公的異議を申し立てた形跡は､現在
のところ発見されていない｡実際反対しなかったとすれば､自国関係の戦犯を外地で拘禁し続けて
いたことが影響してのことであったかと推測される｡
上記のイギリス外交文書でも言及されたソ連はといえば､一九五〇年五月一一日､国務省に次の
ような口上書を手交した｡

ソ連大使館は､ソ連政府の指令に基づき､以下のことを国務省に知らせる光栄に浴する｡一
九五〇年三月七日､連合国最高司令官マッカーサー元帥は､回章第五号を発し､現在日本で服
役するすべての戦犯は刑期満了以前に釈放されうると述べた｡ ･･･-最高司令官の回章は､一方

的指令によって--国際裁判所の評決で決定された刑の服役から日本人主要戦犯を解放しよう
としている｡かかる最高司令官の行動は--国際裁判所の評決を変更したり､あるいは完全に
取り消したりすることを狙ったものであり､国際法の基本的な基準と原則に対する重大な侵犯
となるものである｡ ･･･-ソ連政府は､合衆国政府が不法な回章第五号を日本の主要戦犯に関し

て撤回する措置を遅滞なく講じることを主張する｡

ソ連は､このようにA級戦犯-の適用を問題視し､マッカーサーの回章第五号を批判した(具体
的には重光を念頭に置いてのことであろう)｡ソ連の解釈によれば､極東裁判所憲章第一七条と｢F
ECO〇七/三｣第五項b 2は､刑の再検討時に限って最高司令官に刑の軽減･変更権を与えたに
過ぎず､刑の確認後に減刑等をする権限は与えていないというのである｡"4)｡
念のため､極東裁判所憲章一七条を確認しておくと､ ｢･･････刑は､連合国最高司令官の命令に従

って執行される｡連合国最高司令官はいかなる時でも刑を軽減し､またはこれにその他の変更を加
えることができる｡ただし､刑を加重することはできない｣となっている｡さらに｢FEC〇〇七

/三｣第五項b 2は､ ｢対日理事会およびその他の国の駐日代表､すなわち極東委員会構成国との

協議の後､国際法廷が科す二切の刑を承認し､軽減し､さもなくば変更する権限を有する｡ただし､
その刑を加重することはできない｣というものである(冊)｡
この点､イギリス外務省のエドワード･スコット(EdwardJ. F. Sco録)も､ ｢なるほどロシア人が

申し立てるように､ SCAPは､刑宣告直後の再検討時にしか､刑を軽減する権限を与えられなか
った｡しかし彼はまた--文明諸国に通例である減刑を戦犯に対して実施する権利を特に否定され
たわけでもない｣との微妙な見方を提示せざるをえなかった(とはいえ､前述の通り､イギリスが
合衆国に反対するわけではない) `''`'｡

なお､ソ連の上記口上書は､五月一三日にモスクワのすべての新聞に全文掲載された｡イギリス

の在ソ大使館は､ソ連の新聞が日本-の関心を強めている点を指摘し､報道の大多数は｢日本の

再軍備､特に戦時編成による日本海軍の建設｣を論評するものだと報告している｡-7)｡
さて､合衆国は六月八日､ソ連の撤回要求に対して次のように反論した｡いわく､マッカーサー

は極東裁判所の判決を軽減または変更していないのだから､現時点で極東裁判所憲章第-七条を検
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討する必要はない｡ソ連は回章第五号が刑の変更をするものと見なしているようだが､それは根本
的な間違いである｡ ｢仮釈放は､いかなる意味においても刑の変更ではなく､服役する受刑者がい
くつかの条件下で監督を受けて､所外で刑期の一都に服することを正当な当局が許可するものであ
り､もし仮釈放条件に違反した場合には､再収容され､残りの刑期に服することになる｡ ･･-･この
受刑者処遇法は､文明的な民主主義諸国の慣行と一致するものである｣と(一一8)｡
しかし､ソ連は批判をやめなかった｡八月二五日の口上書は､この間題は､一一カ国からなる国

際裁判所が刑を宣告した戦犯に関するもので､憲章にも刑期満了以前の釈放前倒しについては規定
されていないのだから､ ｢仮釈放の慣行は多くの国に存在するものだとする合衆国政府の声明ち-最高司令官の一方的行動を正当化するものではない｣と述べた`‖9)｡さらに､一一月一九日にも､

重光仮釈放の発表を槍玉に挙げ､三度目の抗議を行なった｡ ｢本年一一月八日､マッカーサー元帥
の司令部は､主要戦犯の一人･･-･重光葵を刑期満了以前の本年一一月二一日に釈放することを発表
した｡ --ソウイエト政府は､本年五月一一日および八月二五日付通牒に概要を述べた自己の立場

を確認し､かつ重光葵を含む主要日本人戦犯の仮釈放に関してマッカーサー元帥が犯しかねない行

為､すなわち国際平和絶海の大義を損なう違法かつ横暴な行為の責任を合衆国政府に帰するもので
ある｣ (120)｡

極東委員会において回章第五号を批判したのは､中国国民党政権だけであった｡三月三〇日の極
東委員会で､中国は､国民世輪を念頭に､回章第五号について質問した｡内容は､仮釈放委員会の
構成･権限はどうなのか､設置の法的横越は何か､極東委員会･対日理事会との関係はどうなって
いるのか､ A級戦犯に仮釈放資格は与えられるのか､というものであった('2')｡四月一四日にも､東

京の在日中国代表部がGHQ外交局に対して､ ｢ポツダム宣言第-0項の精神｣が特にA級戦犯に
関して厳格に遵守されること､ ｢総司令部が本件について連合国の合意と一致しない一切の措置を
差し控える｣ことを要諦したく-22).そういえば､国民党政権は､一九四八年一二月二四日にマッカー

サーがA級容疑者一九名を不起訴釈放した際にも､他の関係政府の中で格別目立って一方的釈放を
ヽ

ヽ

ヽ

ヽ′

批判したことがある｡2')｡つまり､彼らの主張の核心は､ A級戦犯を仮釈放するマッカーサーの権限
を否定することにあった｡

それゆえ国民党政権は､五月四日の極東委員会第-九二回会議でも次のような声明を発した｡ ｢特
別なカテゴリー｣であるA級戦犯を仮釈放する権限がマッカーサーにあるという立場には首肯しか

ねる｡ ｢極東裁判所の国際的な性格と責任に鑑み､わが政府は､極東委員会の政策決定に規定され
る再審を除き､ S CAPには判決に関する権限がないと考える｡ --パールマン氏〔philipB. Perlmm〕

が述べたように､ SCAPが受刑者を拘禁する唯一の権利は極東委員会の権限付与によってのみ生
じるものである｡それゆえ､極東委員会が権限と指令を与えない限り､彼は､これらの受刑者を仮
釈放する立場にはない｣というのである(一柳｡

しかし､ GHQ法務局は四月六日､仮釈放は｢刑の執行｣問題であり､その点は｢FECO〇七

/三｣に規定されていないという立場を陸軍省に具申した(125)｡そして極東委員会の合衆国代表は､
五月一八日の第一九三回会議で､ ｢最高司令官の見解｣を前面に出して反論したのである｡すなわ

ち､中国政府は､戦犯の仮釈放は刑の変更であるから協議を要すると考えているようだが､しかし
｢刑の変更｣と｢刑の執行｣は異なるのであって､今回の仮釈放制度は｢刑の変更､すなわち刑の
軽減または修正｣ではない｡それは｢単に--刑の執行について文明の進んだ民主主義諸国の慣行
を用いられる--管理制度の一側面を規定したものに過ぎない｣とマッカーサーは述べている｡合
衆国政府はこの見解に同意する､とく'26)｡
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他方､東京裁判に直接参加していない中国共産党は､一九四九年二月四日と五日の二日にわたり､

次のような声明を発表した｡ ｢二月四日中国共産党中央委員会は中国関係日本人戦犯者の処置に関
し､要旨次の如き言明を行った｡ (I)中国は日本に送還された二六〇名の戦犯者及び昨年十一月二

十四日付GHQによって釈放された対拳侵略責任者全部の再裁判を要求する一切の権利を留保す
る｡ (2)南京政府が右日本送還戦犯者のすべてを逮捕し､中央政府に引渡すことを要求する｡ (3)

前記GHQの釈放した侵略責任者は西尾寿造､多田酸(死亡)､安藤利吉(死亡)､谷正之､青木一
男､鮎jII義介､児玉誉士夫を含む｡ (4)中国国民はこれらの犯罪人が南京政府及びGHQによって

釈放されることを許すことができない｡彼等は現在中国の国防に対する事実上の責任をとっている
中央の手に引渡さるべきである｡更に五日同党スポークスマンは次のように言明した｡ 『中共の一

月二十八日付日本人戦犯者留置要求に対し､国民政府は三十一日の回答でこれを拒否した｡中共は
一月十四日の和平八丈権野市項目を今日次のように修正する｡ (A)日本人戦犯者を処罰すること｡
(B)国内の戦犯者を処罰すること｣ (.27)｡

以上見てきたように､回章第五号に対する反対を公表したのは､関係国では国民党政権とソ連だ
けであった｡

3

受刑者の反応と仮釈放委貝会の始動

巣鴨の受刑者はといえば､当初､回章第五号を歓迎し､過大評価した結果､かなりの楽観的雰囲
気に包まれた｡受刑者たちの日記をざっと見ても､ ｢--所長室に招かれ所長〔C ･M･ブラデリ

ック〕は今回B､ Cクラス七百名を保釈すると云ひ､次長は数日中に更に朗報あるべし､全力を尽
して巣鴨を片附ける様にすると熱心に語った｡ ･･-･ 『Aクラスは遠くはない』と述べ--｣ (重光

葵日記､一九五〇年三月九日) 〈働､ rGHQ､キーツ中佐､刑務所のクリッツバーグ少佐等が重光

君の所に来り｡重光君は本月末項仮出獄決定せん｡東郷君は本年末とならむ｡他の終身刑のA級の
ものは十五年の条件はあれども､事実は極めて速やかに仮出獄出来る故それを皆に伝-て呉れと言
ふことなりと｡ --BC級の無期のものよりも特に早くする様にキーツ中佐も話したりと言う｡又

将校数人来りて吾吾の当初留置の年月日健康状態等々を書きて行きたり｡自分のはマーカー中尉な
り｣ (質屋興宣日記､三月八日) (働､ ｢終戦事務局の吉村〔又三郎〕氏来訪､ ･･････尚外務省は勿論の

こと首相､国会方面も好感一方ならず､スカップに対して礼を述べたらと云ふ意見あるも､外務省

は左様な筋の事柄でないとて之を止めたとの事｡夜アダムス中尉来り保釈手続きの内情を語る｡平
沼老も手続きをなすべく努力中なりと云ひ･･-･｣ (重光葵日記､三月一五日) (150)､と｡

しかし､こうした雰囲気は二カ月も保たなかった｡回章第五号の実施状況は､一刻も早い出所を

念願する受刑者たちを満足させるものではなかった｡重光は､ ｢保釈委員会の仕事は更に進展せず｡

焦慮の気棟に満つ｣と印象を語り､四月下旬には｢終戦事務局塚本君の伝言によれば､保釈第-組
は月曜日に通告せらるべしと｡此頃B､ Cクラス-･･･多くは自暴自棄でニヒリスト(無政府)的気

特にて自己も国家も共に絶望視せるもの多し｡必ずしも親ソ的にあらざるも反米的意見が強烈とな
って居る｣､ ｢釈放実行されず巣鴨人の心証は悪化し米人の不信を難ずるもの多し｣と述べている`一書i)｡

ことに一九五〇年六月二五日に朝鮮戦争が勃発すると､米ソ対立の観点からして､今さら戦犯処
罰でもあるまいとする意見が急速に拡大した｡ ｢ラジオ放送で--ロード･ハンキー等の人々が蘇

職との関係の切迫せる今日､日独戦犯の問題は己に解消すべき時である｡重光前日本外相の即時釈
放に付てはマッカーサー総司令官に正式に要請する云々と報道｣ 〈-32'｡木戸幸一も､この年の大晦日

に一年の締めくくりとして｢朝鮮戦争以来の極度に緊迫せる世界情勢の下に於て今更戦犯でもある
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まいではないかとの空気は見逃せない｡来年は一段の進展を見ることを待望して今年を送り新春を
過-よう｣と日記に書いている(め｡
さて､戦犯の赦免を検討する仮釈放委員会は

ジョージ･ -イゲン委員長(George T. Hagen)､マ

リー･グレイ事務局長(Mumy Gmy)､ロバート･ネプチュン(Roben H. Neptme)委員の三名で発
足し､これにエドワード･モイナハン(Edw紺dP. Moynaghm)が仮釈放執行官(pamleO飾cer)とい
う肩書で加わった(134)｡

-イゲン委員長は､経験豊富な法律家であり､日本占領ではGHQ法務局検察課長を務め､一九
四九年七月､法務局の機構改革･縮小の絡みでアルヴァ･カーペンター局長(AIva C. C狐penter)の

特別補佐官も兼任していた(-33)｡ -イゲンは三月前半､在日イギリス代表部員に対して､日本人戦犯

を合衆国の法体系で統一的に処遇することが｢GHQの意図｣であって､巣鴨の過剰収容のせいで
減刑システムを整備したわけではないと説明し､とにかく｢誰でも見境なく仮釈放させるつもりは
ない｣と釘を刺した｡要するに､刑の量定基準にばらつきがあることを踏まえ､事案を一件一件､
僕重に検討するというのである('36)｡

それでは､仮釈放委員会の実際の仕事について説明しよう｡この委員会は､毎週木曜日に明治生

命ビルの法務局で会議を開き(委員長の判断で臨時会議も招集する)､火曜日に巣鴨で聴聞会を開
いた(137)｡この聴聞会の様子は､受刑者には次のような印象を与えるものであった｡ ｢保釈委員会〔仮

釈放委員会〕に呼び出されて質問を受けた人の談を聞く｡丸で裁判の蒸し返しであったとの事であ
る｡反感多し｣ (一掬)｡五月に整備された仮釈放決定に関わる規則は次の通りである｡

仮釈放委員会における最初の授票が全会一致ではない場合､当該申請は自動的に以後の会議
に持ち越されるものとする｡その後の会議では､仮釈放委員会委員の三分の二以上の投票で決
定される｡

特別の事情がない場合､申請者による再度の検尉要諦は､却下の日から半年が経過するまで
は受け付けないものとする｡

任務遂行のためには仮釈放委員会の最低二名の出席を必要とする｡仮釈放委員会の問題に関
する最終決定は全員出席の下でしか行なわれない(-39'｡

仮釈放委員会の第-回､三月一七日会議では､ -イゲンとグレイが日本側の当局､すなわち法務

府の外郭団体である中央更生保護委員会ほかの関係者と非公式会合を持ち､回章第五号の第-三条
に則り､仮出所者の保護観察について日本側の制度と施設を活用することで合意を見たことが報告
され､この決定は翌日､カーペンターから殖田俊吉法務総裁に通達された(100)｡

そして三月二四日の日本側との特別会議では､ -イゲンが｢仮釈放委員会は､仮釈放された戦犯
を扱う別個の組織を設置することを望まない｡意図されるのは､戦犯を『甘やかすbaby』ことでは

ない｡言い換えれば､仮釈放された戦犯に対しては何らの特別待遇も与えるべきではないというこ
とである｣と述べた｡それというのも､巣鴨を出所した戦犯に対する｢過度の甘やかしや特別待遇
･-･･例えば､最近､復員局が巣鴨から釈放された多数の戦犯のためにレセプションや祝宴を開いた｣

からである｡ -イゲンは｢通常の日本人受刑者二〇名が出所しても､中央更生保護委員会がパーテ
ィや祝宴を開くなど想像できない｣と追及し､ ｢仮釈放委員会は､中央更生保護委員会に新しい人

間の雇用など望んでいない｡ --仮釈放委員会は中央更生保護委員会に､仮釈放戦犯に通常の仮釈
放犯罪人と同じ抜いをするよう欲する｣と迫った｡ -イゲンらは､戦犯の特殊性が日本側の特別待

･26-

遇につながっていると見て､裁判の正当性を守るためにも厳格な処遇を求めたのである｡4-)｡さらに

また､日本側には､仮出所者が政治活動を行なったり､追放令に違反したりしないよう厳密な監視
をすることが期待された(-42)｡

一九五〇年三月一七日貌在､仮釈放の有資格者は三八八名であった価)｡四月二六日までに､三一

五件の由綺が仮釈放委員会に提出され(四月二六日現在､一八件が申請資格なし､六件が仮釈放の
勧告､一件が却下､四件が延期､残り二八六件は検討中)､五月一〇日に最初の仮出所者六名が各
自の自宅に戻った他)｡仮釈放委員会は､刑期の短い受刑者から検討を始め､六月中旬頃には｢六､
七年から十年位の刑期｣を扱うことになる`-45)｡

仮釈放の検討手続きは､次の通りであった｡ ｢委員会の委員は､ SCAP回章第五号第八条に則

って申請とその他の入手可能な情報を個々に審査した｡委員が決定に十分な情報があると考える場
合､この申請は委員会の定例会議〔毎週木曜日〕で検討される｡それから､巣鴨プリズンで聴聞会
〔または審問会､毎週火曜日〕が開かれ､その際に申請者は口頭ないし書面で追加情報を出す機会
を与えられる｡次の定例会議で､この申請は再度検討され､却下されるか､延期されるか〔最初の
没票が全会一致でない場合は延期となる〕､または〔承認を〕勧告される｣時)｡聴聞会(審問会)
は､受刑者の側から見れば､ ｢審理は厳格を極め､再裁判の観ある為非難百出､又保釈申請も却下
さるるもの多数に上り､保釈制度運用の真意に疑惑を挟み場内失望態度に遷す｣というものであり､
お手盛りの審査ではなかったことがわかる(`4')｡

なお､行状記録に関しては､ GHQとの連絡事務に当たった吉村又三郎が次のように証言してい
る｡ ｢普通は成績がいいわけなんでありますが､成績が悪いというのは､刑務所の窺別に従わなか
った場合､違反した場合に罰点が附くのであります｡その罰点が濁って来ると成績が悪いことにな
りますし､よく働いたとか､非常に命令によく従うというプラスの面が出て来ますと､その罰点が

消えて成績良好になりますから､一度規則に反したからそれはもう成績不良だというわけではない
ようであります｡ ･･-･今まで成績が良くても規則に反した､それで急にだめになる､こういうこと

もあります｡ -- 〔成績をつけるのは〕現在は巣鴨に関しましては米国側であります｡と申します

のは戦犯裁判の管轄権は全都連合国にありまして､日本側が関興し得る最大限度は､連合国と日本
政府と連絡するだけでありますから｣ `-48'｡

後の一九五一年七月二七日､重光が仮釈放委員会のマリー･グレイに対して､ ｢保釈委員会は､

日本其の他の制度とは異り､保釈有資格者に対し､裁判の如き事迄も究明し居るに､その結果資格
を有ち乍ら保釈を許可されざるもの多し｡米国は国内にても斬る制度を採用し居るや｣と尋ねてい
る｡グレイは､ ｢御尤もの質問なり｡米国の制度とも実る｡普通の罪人ならば､一定の資格を備-

たものを全部釈放しても可なるも､戦犯は釈放後其の社会に容れられ易さ人物なりや否や等､特殊
の調査を要すと判断された訳なり｣と答えた｡49)｡

仮釈放委員会の勧告は､法務局長を通じて参謀長に提出され､実際には参謀長がマッカーサーの
承認権限を代理執行する｡仮釈放の期日は､参謀長の承認から一〇日後に設定される｡他方､当該

仮釈放について通告を受けた中央更生保護委員会は､保護司(連合国の言う｢保護観察官｣)を指
名し､仮釈放委員会の承認を求めることとされたくi50)｡

仮出所者に対する制限事項は､ ｢宣菅仮出所証書｣に定められている｡ 〟-､宣誓仮出所者は
中央更生保護委員会に引渡される｡そして遅滞なく指定の帰任地に赴き､その仮出所後八日以内に

同委員会の地方庁である保護観察所に届出をし尚同委員会が指定して連合国最高司令官総司令部宣
誓仮出所委員会が承認した保護観察者に届出をしなければならない｡その後は毎月五日には必ず､
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又いつでも保護観察者から指定があったときには其の指定日に､訪問か又は書面に依って自分が宣

誓仮出所の心得事項を守っている状況を保護観察者に報告し､且つ宣誓仮出所の心得事項及び自分
の更生に関するあらゆる事項について保護観察者に相談しなければならない｡二､宣誓仮出所者は
自分の保護観察者から前以って書面による承認を受けなければ住居を変更したり､八十キロ以上離
れた地域-旅行したり､又は三日以上住居をあけたりしてはならない｣ ('5-)｡

以上のような手続きに基づいて仮釈放委員会の審査が行なわれ､一九五一年四月末までに二三五
名が仮出所することとなった(うち五四名が刑期満了)｡月ごとの統計は表3の通りである伍2)｡

表3

巣鴨の仮釈放(1950年5月～1951年4月)
仮釈放 佛弍ｩi驅死亡

1950年5月

r-

1950年6月

2-

1950年7月

2-

1950年8月

7

1950年9月

B3

1950年10月

辻

辻
辻

25

1930年11月

辻

B4

1950年12月

I

1951一年1月

1951年2月

辻

辻

湯13

b12

辻

1951年3月

b9

辻

1951年4月

"-

辻

合計

辻

3R54

出典: Monthly Report, NOPAR Commission to Parole Board, 29 M妙1951, LS Papers.

ともあれ､仮釈放制度の設定以来､多くの受刑者にとって､善行特典の減刑よりも仮釈放の方が
重要なものとなった｡減刑は刑期の短い者にしか当面影響がないし､ま_してや終身刑には適用され

ないからである｡ちなみに､一九五〇年代半ばに合衆国在ドイツ高等弁務官府の仮釈放執行官を務
めたポール･ガーナ-ト(Paul ∫. Gemert)によれば､仮釈放は以下のように定義される｡第-に､
つミュニテイ

仮釈放とは､受刑者の監督を地域社会に拡大するものである｡第二に､仮釈放は､刑期の長さを変
更するものではない｡第三に､仮釈放とは､一定の服役を終えた受刑者を条件付き釈放するもので
アブノ-マル

ある｡第四に､仮釈放は｢異

常な環境｣と｢地域社会｣との間のギャップを埋める｢架け橋｣と

もなる｡そして最後に､ ｢仮釈放は,陸奥〔privilege〕であって権利ではなく､仮出所者は受刑者と同
じ法律上の制限を受ける｣ (Ije)｡

4

ドイツ人戦犯の減刑

ドイツ占領の舞台では､一九五一年一月､二つの減刑措置が発表された｡
まず､一九五一年一月三一日､ヨーロッパ軍総司令官ハンディが､司令部の戦争犯罪変更委員会

の勧告を受けて､グッハウ裁判関係で未執行の死刑囚一五名のうち一三名を終身刑に軽減したこと
(そのうち六名がマルメティ事件の受刑者)および善行特典で九一名がすでに釈放ずみであること､
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を発表した(聞｡

次に､ハンディの減刑と同じ一九五一年一月三一日､マクロイ高等弁務官も､前述の戦犯赦免諮
問委員会の勧告(-55)を受けて､自らの最終決定を発表した(釈放は同日実施された)｡それは､ニュ

ルンベルク継続裁判関係戦犯の多くに減刑を許すものであった｡死刑囚一五名のうち一〇名は終身
刑に減刑された(なお､これ以前にクレイの再審によって一名の死刑が減刑されているので､合計
-一名が死刑を免れたことになる)｡ユダヤ人虐殺の責任を問われた親衛隊(SS)幹部など､残り

の五名の死刑に関しては､執行を決定し､死刑判決がドイツ基本法成立以前における国際的措置で
あるとして死刑反対論一一死刑を廃止した一九四九年ドイツ基本法に反するとの反対論一一をはね
つけた｡マクロイは､自分の決定は｢法の支配｣の基本原則-の確固たる信頼によるものであり､ ｢慈
悲をもって正義を和らげようtemperjustice with mercyと努めた｣と述べている(156'｡

それでは､これら二つの減刑は､いかなる反応を招いたのであろうか｡ここでは､資料から詳細
がわかるマクロイの場合について見ておこう｡
第-に､ドイツでは､この減刑措置は歓呼をもって迎えられた｡ ｢マクロイのドイツ時代の決定

のうち､この大量減刑ほど熱狂的賞賛を浴びたものはなかった｡ほとんどのドイツ人が､刑の変更

を強く支持し､受刑者五名--の絞首刑執行決定を批判した｡アデナウアー自身がマクロイを訪れ
て執行の再考を求めた｣ ('37'｡確かに当時のドイツでは､ランツベルク戦犯-の同情を煽動する向き
があり､ ｢極めて多くのドイツ人｣がそれを｢真に受け｣た｡彼らの嘆願書は｢過去に何が起こっ
たかを明らかに忘れていることがわかる｣ものであったという｡しかも､マクロイの家族に対して

は､もし死刑が執行されたら､マクロイの子供に｢復筈する｣などと佃喝する一連の脅迫状が届く
始末であり､これに衝撃を受けたマクロイ夫人が､普通のドイツ人以上にランツベルク戦犯に与す
る言動を示していた｡このようなドイツ社会のすさまじい圧力がマクロイに重くのしかかっていた
のである｡

しかし､このままでは､あまりにもドイツのイメージが悪いので､アデナウアー西独首相は一九

五一年三月二日､報道陣に向かってドイツ人の反省を強調せざるをえなかった｡すなわち､ ｢〔アデ

ナウアーは〕ランツベルク戦犯に好意的な誇張した宣伝を強く非難し､この宣伝のやりすぎは理解
できないと述べた｡彼は､何人かの犯罪人は擬いなく歴史上比類ないものだと述べた｡もし彼らが
ドイツ法廷-事件を迅速に処理した-に委譲されれば､はるかによかったであろう｣ `蘭と｡

第二に､合衆国国内では､二つの相対立する反応が生じた｡一方では､ユダヤ団体が､マクロイ

の措置を激しく非難した｡つまり､彼らは戦犯を厳しく処遇し続けるべきだと考えたのである｡継
続裁判の首席検事テルフォード･テイラー(Telめrd Taylor)もまた､検事に相談することなしに減
刑してしまったと批判した｡さらに､エレノア･ローズヴェルト(Elenor Rooseelt)が｢なぜ我々は

沢山のナチを釈放しているのでしょう｣とマクロイに書き送り､マクロイが再審は英米の通常の司
法制度だと反論する場面もあった｡59)｡
しかし他方では､ 『ニューヨーク･タイムズ』､ 『ニューヨーク･-ラルド･トリビュン』､ 『ワシ

ントン･ポスト』等の有力紙が､マクロイの措置は不快な決定であるが､と複雑な心理を吐露しな
がらも､しかし､ドイツ人の感情を西側につなぎとめるという観点からは､たぶん望ましい行動な

のだと肯定的な立場を示した｡マクロイの上司であるアチソン国務長官は､有力メディアの支持を
得たことで自信を深めたのか､減刑を批判する立場は合衆国国内では少数派であると断じたうえ､
｢この間題は､ほとんどのアメリカ人にとって不快なことであり､いかなる赦免措置も感情的反発

を受けざるをえないという事実を踏まえると､合衆国の反応は穏健であり､国務省と高等弁務官府
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の広報活動が概して奏功したものと思われる｣と自殺した(-60)｡
第三に､英仏の新聞は､マクロイを痛烈に批判した("6-)｡しかも､合衆国と同じ課題を抱えるイギ

リス政府は､内部からの予想外の反発を受けて当惑する始末であった｡一九五一年三月二八日､イ
ギリスのハートリー･ショークロス法務総裁(Sir Hanley Wil蘭m ShawcmSS)が､ ｢ドイツが国際社

会に復帰しつつある時､ナチ--の『過失を取り繕う

white-wash』ことくらい『我々の大義cause』

に甚大な損害を与えるものはありえない｣と演説し､ ｢これらの刑は勝者が敗者に加えた報復に過
ぎないという全く誤った見解｣を持つ人々を叱貸した｡ショークロスがなぜこのような刺激的な演

説を行なったかといえば､同年一月に在独イギリス高等弁務官が戦犯の刑再審を声明したこと､合
衆国がランツベルクで戦犯を釈放していることを批判するためであった他)｡ニュルンベルクの国際

軍事裁判のイギリス代表首席検事を務め､日独の非主要戦犯裁判の遂行を指導したショークロスか
らすれば､減刑は自分の事績に｢間接的な不名誉｣を与えるものだと感じざるをえず､その強い不
快感ゆえに､イギリス外務省の制止をも無視してまで､この演説を行なったのである的)｡

5

イタリア問題

ここまで日独に関する政策を見てきたが､同じく連合国の戦犯裁判を受けた旧枢軸国イタリアに
関しては､どのような動きがあったのだろうか｡以下ではイタリアのケースを検討し､日独との比

較材料に供したい｡

イタリア政府は戦後､連合国の占領管理が早々に緩和されたこともあって､早くから戦争責任の
追及に対する巻き返しをはかってきた｡とにかく戦争責任問題を強引に解決しようとする点で､イ
タリアの態度は明快であった｡

その第一段階として､イタリア政府は､一九四五年二月､非占領地域における立法権を完全委譲
されると､まずファシストを恩赦した｡その後､一九四六年六月二日に国民の信を問う投票が二つ

あった｡国民投票で君主制廃止(共和制移行)が決定され､また制憲議会選挙でキリスト教
民主党が得票率三五･二%で第一党となり､社会党･共産党の三党が他党に優越したのである｡こ
うして､アルチ-デ･デ･ガスペリ(AlcideDeGaspeh)を首班とする連立内閣が発足する佃'｡

この状況で､デ･ガスペリ首柏は六月二二日､共和国の成立に際して政治犯に大赦(amnesty)慕

よび恩赦(pamon)を与える行政命令を発した｡ただし､この大赦と恩赦は､戦犯や抑留者等､連
合国の管轄下にある者には権限上､及ばなかった｡だから､デ･ガスペリは､さらに連合国に対し
て､この｢不平等｣を訴えたのであるが､この時はアピールだけで終わった'IGS'｡

第二段階では､一九四七年二月一〇日にイタリア講和条約が調印されると､イタリアは､この講

和条約第四五条を取り上げ､講和後の戦犯裁判をイタリア法廷に委ねるよう米英仏三国に求めた(同
年春以来､非ナチ化裁判がドイツ側に移管された例があった) (I66)｡そうすれば事実上､講和条約
発効(九月一五日発効)後における裁判の可能性はなくなるであろう｡折しもヨーロッパにおける

東西対立に伴い､連立内閣の内部も軋んだため､カトリック諸団体を基盤とするキリスト教民主党

のデ･ガスペリ首相は､一九四七年五月一三日に連立内閣を総辞職する挙に出て､社会党
と共産党を排除したうえで五月三〇日に内閣を再組織した｡いまやイタリア政府は､合衆
国の援助受け入れを決定するなど西側志向を鮮明にしたのである`-67)｡こうした立場が戦犯赦免問題
にも有利に働くというのは､ありうることであろう｡

さて､イタリアの要求に対しては､合衆国陸軍省の民事部(CAD)が一九四七年六月から七月

にかけて検討し､裁判権をイタリアに委任するべきではないと主張した｡すでにイタリア現地の合
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衆国戦争犯罪支隊は四〇〇件近くの捜査を行政的に打ち切っており､現実に講和後の裁判の予定が
あったわけではない｡むしろ裁判権の確保それ自体が民事部には重要だと思えたのである｡
その根拠は､第-に､特に戦争犯罪の被害者側による政府批判が予想されることである｡この点､

イタリア人に殺害された合衆国航空兵の家族が裁判の結果に憤慨してハリー･トルーマン大統領
(HanySTmmm)に抗議するという実例があった｡

第二に､イタリアに委任すれば､ ｢ライブツイヒの茶番劇｣の再現になると考えたからである｡

民事部は､ライブッィヒ裁判のほか､直近の実例も引照している｡すなわち､イギリス占領地区に
おけるドイツ側法廷が､ドイツ人およびベルギー人に対する犯罪についてドイツ人を裁いた結果､
最長三年の軽い刑であった｡ベルギー政府は憤慨し､被告の身柄引き渡しを要求したが､一事不再
理を盾に拒まれた｡ベルギーの戦争犯罪委員会委員長は一九四六年一〇月三日の法相宛書簡で､こ
の顛末を｢正義の嘲笑｣と辞したのである｡

第三に､イタリア委任が先例になって､ドイツが同様の措置を要求する可能性が考えられること
であった｡陸軍省は､したがって､イタリア講和条約第四五条を｢撤回｣ないし｢修正｣すること
に反対した(-①)｡

他方､国務省は､英仏が応じるとの見通しを立て､またイタリアの対ユーゴ戦争犯罪問題に有利
になる効果を見込んで､イタリア政府の求めに応じようという立場であった(I69)｡

こうして､陸軍省部内では､イタリア講和条約第四五条を撤回する､または合衆国の権利留保条
項を挿入する､という方窮が検討された(一同)｡しかし､こうした陸軍省の政策に真っ向から反対した
のが､ロノヾ-ト･ラヴェット国務次官(Robe寄 A. Love備)である｡彼は八月一四日､ロイヤル陸軍

長官に対して､いざという時に合衆国が引き渡しを要求する権利は留保されているのだから､わざ
わざ主権制限になるような修正を講和条約に挿入する必要はないと断乎拒否したのである(-7')｡
その後のワシントン内部のやりとりは定かでないが､結局､一九四七年八月一四日､ジョージ･
マーシャル国務長官(George C. M紬Shall)がイタリア註米大使に対して､合衆国の対伊戦犯裁判は

米軍撤退以前に終了すること､講和発効後に合衆国がイタリア人容疑者の引き渡しを求める意思は
ないこと､仮に裁判する場合にはイタリア法廷に委任することを正式に告げる通牒を提出した(172)｡
こうして､第二段階のイタリアの要求は通ったのである｡

第三段階は､一九四八年一月に共和国憲法(一九四七年一二月制定)が施行され､イタリアの恩

赦法務省が､イタリア側による合衆国関係戦犯の再審を許可するよう申し入れたことで始まる｡合
衆国陸軍省は､戦犯赦免に"関する全般的政策を決めるまで､この申し入れを認めるべきではないと
主張した｡しかし､その後しばらくの間､この件に関する米伊間の動きは見られない(-73)｡

合衆国の軍事委員会は戦後､フィレンツェとリポルノにおいて､米軍人不法殺害のかどでイタリ

ア人戦犯四名に刑を科した｡地中海戦域司令部法務官の再審の結果､二名が死刑を終身刑に軽減さ
れ､結果は三名が終身刑､一名が二〇年となった(いずれも重労働) ｡'4)｡この四名の拘禁に関して

は､一九四七年春､米伊間の交換公文によってイタリア側に移管されていた｡しかし､イタリア側

の口上書は､後日それを読んだ陸軍省戦争犯罪部員の見るところ､イタリア政府が戦犯の刑期を満
了させる法的義務を負っているかどうか疑わしさの残るものであった｡さらにいえば､イタリア政
府は移管後､この四名は｢政治犯political prisoners｣であるとしてプロチダ島プリズン(Procldamson)

に移送した｡ローマのアメリカ大使館は､この措置に対して｢極めて遺憾｣と述べた(i75)｡他方､イ

ギリスもまた､イタリア人戦犯を裁判し､四五名に有罪を宣告していだが､やはり合衆国と同じ条
件でイタリア側に戦犯の拘禁を移管した｡
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そして一九四九年四月五日､ヴァチカンまでが合衆国に対して文書を提出した｡その文書は､ ｢『裁

判の訂正のため』特定の既決イタリア人戦犯の事件を再検討する権限をイタリア当局に認める｣よ
う提案するものであった(四月二六日､国務長官から陸軍長官に回付された)｡さらに六月､イタ

リア政府も駐伊アメリカ大使に対して､米英関係のイタリア人戦犯の拘禁のせいで政府にかかる圧
力に当惑した結果､米英両国に対してイタリア政府の赦免行使を認めて欲しいと陳情した(七月一
八日､国務長官から陸軍長官に六月二〇日付駐伊大使電報が回付された) ｡76)｡ともあれ､戦犯移管

に際する交換公文の曖昧さゆえに､事態はイタリア側に有利であり､そのまま放置すれば､将来の
措置は完全にイタリア側の｢自由裁量｣に委ねざるをえないという情勢であった｡
戦犯四名と少数である割に､この問題の悩ましいところ.は､何よりも､それが日独ほか他の占領

地域における赦免計画の障害になりかねない点にあった｡それに､イタリア占領は､すでに終了し
ており､もはや米軍も駐留していなかった｡しかも､この間題は､イタリアの新聞､合衆国のイタ
リア語新聞でかなり報じられ､イタリア系アメリカ人の間でも関心が抱かれていた｡

こうした状況で､合衆国陸軍省は､プロチダ島に拘禁されるイタリア人戦犯四名の赦免を合衆国
自身が検討するのが望ましいと考えた｡ ｢イタリア政府が裁判記録を検討するのを許すことは､外
国政府が合衆国の軍事裁判所の措置を再検討することになる点で､不賢明であろう｡加えて､おそ
らくドイツと日本の両政府も､このような要求をしてくるだろうから､それは危険な先例ともなろ
う｣からであった(t〝)｡

しかし先手を打ったのは､イギリスであった｡すなわち､イギリスは､ロンドンで行なった再審

の結果をイタリア外務省に伝え､これにイタリアの制度による減刑を加える自由裁量を認める､そ
のうえでイタリア側からイギリス-減刑を｢勧告する｣ ｢公式の責任｣を委ねるという策を講じた

のである｡かなり込み入った印象の方法であるが､要するに､国内世論の反発を抑えるため､公的
にはイタリアに｢勧告｣権限を与えるにとどめつつ､事実上､イタリアの｢勧告｣ -決定をイギリ
スが最終承認しようというわけである(i加｡
コミュニケ

こうして､イタリア外務省は一九四九年八月二二日､次のような声

明を発した｡

プロチダ島のいわゆる『犯罪人』問題の満足すべき解決に向けて､ここ数日の間に進展があ
った｡よく知られるように､この間題は､戦時中､連合軍に対する行為のかどで告発され､イ
ギリスと合衆国の軍事法廷によって様々な刑一一終身刑の場合もある一一を科された特定のイ
タリア国民に関係する"ものである｡英米両政府は､イタリア撤退時､これら受刑者をイタリア
政府の拘禁に委ねる･･･-ことに同意した｡しかし､時が経過するとともに､異常な状況が生じ

た｡それは､同様ないし同等の犯罪についてイタリアの裁判所が刑を科した他のイタリア国民
が､イタリア政府による大赦〔amnesty〕や減刑〔.remission〕の窺定に基づき､自由の身になる

という恩恵に浴したためである｡最近､この状況を関係諸政府に伝えた｡合衆国軍事裁判所関
係の極めて少数の受刑者については回答待ちであるが､イギリス裁判所が刑を科した二七名に
関しては､イギリス政府との最近の意見交換で､注目すべき減刑･･-･が得られることになった｡
終身刑の六件については､刑は五年､一〇年､一五年に減じられれた｡ --･さらに重病の受刑
者については､釈放できることも合意された(''9)｡

合衆国も結局､イギリスと同様の措置を講じることとなった｡在米イタリア大使館のエミリオ･

ベッティーニ三等書記官が再審結果を督促してまもなく､イタリア人戦犯四名に関する陸軍省の再
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検討作業が終わった｡結論は､やはり減刑は与えられないというものであった｡しかし､それにも
かかわらず､陸軍省は､一九五〇年三月一三日の国務長官宛覚書で､イタリア政府が犯罪の性質を

十分認識し､国内法上､通常の手続きを踏むのであれば､合衆国がイタリア人戦犯の赦免に同意す
べきだという柔軟な見解を示した｡その際､利用されたのが､イギリスの先例であった｡ ｢イギリ

ス政府は､イギリス軍事法廷が宣告した二七名の刑について将来の･･････赦免行使の権限をイタリア

政府に委譲するという一方的措置をとった｡この一方的措置は､合衆国軍事法廷が刑を宣告した戦
犯四名に関する限り､同様な措置を講じる説得的な理由になると思われる｣と(`00)｡
この陸軍省の見解は､国務省の同意を得て､五月一八日､アチソン国務長官がローマのジェイム
ズ･ダン駐伊大使(JmesClememDm)に対して､イタリア側-次のように通知するよう訓令した｡

すなわち､合衆国の当局は､当該案件を再検討した結果､元来の判決は正当であるから修正しない
との結論に遷した｡しかし合衆国政府は､イタリアが犯罪の性質を十分認識したうえでのことなら

ば､イタリア当局による赦免措置に同意する用意がある｡合衆国政府は､赦免措置を提案する場合､
発表ないし行使をする前に､在伊合衆国大使館に事実報告と赦免措置を提出するよう求める｡合衆
国大使館がそれに対して異議を申し立てなければ､イタリア政府は捏出から三〇日後に赦免措置を
講じることができる､とく-8`)｡そして実際にイタリア側の減刑報告を受けた在伊合衆国大使館は､皮
対を差し控えたのである他)｡

しかし国務省部内では､陸軍省経案に同意するに際して､部局間の意見の相違があった｡まず西
欧課(OfrICe Of Westem Euopean Afぬhs)は､米伊関係の観点から陸軍省提案に肯定的であった｡他
方､北東アジア課(Ofrlce OfNortheast Asim AfぬifS)と法律顧問室(ofrlce Of the Legal Adviser)は､

陸軍省提案に懸念を抱いていた｡それというのも､このイタリアに関する措置が先例となって､日

独の戦犯処理､特に講和後の日本人戦犯処理において国務省が当惑することになるのではと考えた
からである｡イタリア側が赦免措置とその根拠を三〇日前までに合衆国に掠出するという制限的な
方式を提案したのは法律顧問室であったが､それは日独戦犯に波及する可能性を懸念した結果であ
った`心｡

6

イギリスの減刑制度

イギリスも､日本人戦犯に関する独自の減刑制度を実施していた｡イギリスの減刑制度は､合衆
国の善行特典による｢減刑commu譲ion｣に対して､あえて自らのシステムを｢刑期短縮能mission｣

と呼称された(本報告書では､このレミッションに｢刑期短縮｣という別個の訳語を充てた) (聞'｡

イギリスの陸軍大臣が一九五〇年二月､刑の平等化をはかるため､ ｢刑再審委員会(極東)｣をイ

ギリス国内に設置した｡この委員会の勧告の結果､終身刑以外の日本人戦犯全員に対しては､善行
が認められれば､刑期の三分の一のレミッションが与えられた(つまり､刑期の三分の一を免除す
るので､残る三分の二の服役で刑期満了となる) (-85'｡さらに四月になると､終身刑の戦犯にも減刑

が適用されることとなった｡ ｢･-･･終身刑の受刑者は二一年の刑と見なされ､善行によって刑期の
三分の一のレミッション･･･-が終身刑に適用される｡したがって､終身刑は､フル･レミッション

を与えられれば､一四年の刑となる｡この方針は､ドイツおよびオーストリアで採用されているも
のと一致する｣ (郎)｡この点は､イギリス関係戦犯内地送還の前年に当たる一九五〇年九月の外務省

｢連絡局半月報｣に次のように書かれていることからも証明される｡ ｢〔一九五〇年〕八月二十六日
香港より帰還した戦犯満刑者の情報によれば､ ･･-･ 〔香港の〕英軍裁判関係

関係

四八名･･･-濠軍裁判

二八名--刑期はその三分の二を服役すれば満刑となることになっており､終身刑は二十一
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年と計算され､従ってその三分の二即ち十四年で満期となる｡右は濠軍裁判関係受刑者にも同様に
適用されている｣ (聞｡

合衆国(GHQ)の減刑制度と比較すると､いずれも｢善行｣一一服役規則に違反していないこ
と一一を条件とした点で共通する一方､相違点として以下の二点が指摘されている｡第-に､法務

大臣官房司法法制調査部『戦争犯罪裁判概史要』によれば､合衆国の制度が｢原判決に変更を加え
るもの｣であるのに対して､レミッション制度は一切変更を加えないとのことである｡脚)｡第二に､

合衆国の制度が刑期ごとに細かく減刑期間が分かれるのに対して､イギリスのレミッション制度は
刑期の長さに関係なく一律｢三分の一｣の短縮であるということである｡ついでにいえば､イギリ

スは､ GHQのような仮釈放制度を採用していない｡この点､イギリスの外務省文書には､次のよ
うな件がある｡ rSCAP回章の場合､アメリカ人は『仮釈放』を全く違う意味で使っている｡彼

らの用いる意味での仮釈放は､許可を与えて既決因を釈放するシステムに等しいように思われる｡
それは一九四八年以前･･-･のわが国にも存在したシステムである｣ ('∞)｡こうして見ると､イギリス

の仮釈放不採用は､第-に､当時の国内の刑事システムに仮釈放がなかったからであり('00)､第二に､

合衆国の仮釈放制度を事実上の｢釈放｣制度と見なしたからだといえよう｡

7

重光葵の仮釈放

GHQの仮釈放制度は､戦犯の類型を問わず､したがってA級にも適用されるものであった｡も

っとも､巣鴨のA級受刑者の大半が終身刑であり､回章第五号の娩定上､終身刑の受刑者が仮釈放
資格を取得するには一五年の服役を要し(第六項)､したがって､一九六〇年以降まで待たなくて
はならない｡しかも善行特典は､終身刑には適用されない(第三項a)｡要するに､刑期の三分の

一を服役した後に資格を取得できるA級受刑者は､禁錮二〇年の東郷茂徳と七年の重光葵だけであ
った(ただし､東郷は一九五〇年七月に病死する)｡

実際､米軍機関紙『スターズ･アンド･ストライプス』は重光は仮釈放申請の資格者であると
カーペンター法務局長が制度発表直後の三月八日に諮ったことを報じている`19I)｡同じ三月八日､重

光自身も日記にこう書いている｡ ｢朝の当番のアダムズ中尉先づ『あなたはすぐ出られる様だ｡昨
夜ラジオで釈放の放送があった』と知らせて呉れた｡ ･･-･法務局長カーペンター大佐は『重光氏は

真先さに保釈委員会にかかる人である』と云ったことが新開に報せられて居る--｡今日はライマ
ン大尉--等がやって来て全部の人々に付いて健康状態､年齢其の他を開き質した｡保釈申請の材
料にすると云ふのであった; ･--重光は真先さに審議せらるべし｡ B､ Cクラスよりは五百名審議

に上るべく･-･･東郷は年末には何とかならん｡終身は十五年服役後と規定さるるがA級は引き続き
考究中で､夫れに拘らず何とかなるべし云々｡ ･･-･私は以上の貴重な情報を米当局の依頼によって
全員に伝-た｡ B､ Cクラスが五百名も釈放組に入ることは非常に朗報である｡之ならば私も出る
気になれる｡戦痍はなるべく早く癒さねはならぬ｣ 092)｡

重光は三月中に他のBC級受刑者六七名とともに仮釈放を申請した(-93)｡しかし重光の仮釈放が検
討されるには､しばしの時間が必要であった｡重光は五月一三日､こう書いている｡ ｢アダムス中

尉来り『貴下の釈放に付ては我々は当初楽観に過ぎた｡国際関係の緊張の為､蘇噺の反響や蒙､比
等の意向をも聞く必要起り居る様子にて尚一､二ケ月はかかると思ふ』と遊ぶ｡蘇聯等はマッカー

サーの戦犯釈放に対する権限を質問して居るものの如し｡本朝のラジオは蘇職は華府に於て戦犯釈
放に抗議したと発表し､正午のラジオで蘇職は重光元外相の釈放に反対した｡然しマッカーサーは

釈放に付ては其の権限を執行するもので外部の干渉を許さずと声明す｡戦犯釈放問題でも冷たさ戦
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争が激しく戦ばれて来た｡蘇勝の重光追及は此処迄来ている｣ 09.)｡

ソ連以外に､重光が仮釈放有資格者であることに敏感に反応したのは､中国国民党政権であった｡
在日中国代表部が四月一四日､外交局に対して､ ｢ポツダム宣言第-0項の精神｣を特にA級戦犯
について厳格に固守し､ GHQが一方的な行動をとらないよう要請した(1勅｡しかし合衆国は､仮釈

放システムは､ A級を対象から除外しないし､そもそも｢刑の執行｣に関する文明諸国の管理方法
であるから､連合国の合意には反しないと従来の立場を強弁し､中国の抗議を受けつけなかった(196)｡

以上のように､ソ連や中国の異議申し立ては重光の仮釈放問題に影響しなかった｡この点､重光
仮出所後の一九五一年七月のことながら､おそらく最も事実に近いと思われる次のような情報もあ
る｡ ｢保釈委員会グレー氏(検事)福田保護監察官等､七､八名仝伴来訪｡職務質問なりとて､記

者〔重光葵〕の記録を取り出し､何等支障なき事を明にし､更に坐談的に左の通り説明す｡記者の
保釈委員会手続手間取りたるは､別に何等支障ありたるにはあらず､余りに多くの検討すべき書類
があったからで､蘇噺の琉議の如きは素より顧みられなかった｡保釈の結果､多くの讃辞が司令部
に寄せられた｡ ･･-･･十一月七日刑期満了の後は全然自由の身とならるる訳にて､総理大臣でも何で
もなられて差支なく､我々は大いに歓迎す｣ ｡'7)｡

元来､重光に対しては､裁判当時から起訴したこと自体にすら批判が強かった｡そのため､有罪
判決後も､外国からの運動も含めて､重光-の嘆願連動が起こった｡重光自身の多数の関連記事か
ら拾うと､以下のものが目立つ｡ ｢日本タイムス一一東京新聞報

英国上院にてロード･ハンキー

が重光は平和主義者で､蘇噺の要求なくは裁判に附せられ､有罪と判決せられることはなかったで
あらう､故に裁判は再審を要すると論じ政府側は其の意なきことを答弁した｡新聞は大見出しに之
を取り扱ふ｡東京新聞はAクラス全部の再審を要求すと観ず｡ロード･ハンキーに合流した上院議
員はロード･パース､ロード･セムビル､ロード･ウインスタ等なり｡政府委員はジョウイット子

爵である｡彼は､重光は偉虜の医薬治療に虚偽の報告をなし､ B 2 9米飛行士停虜殺書の事を知り
居りたり､更に彼は連合国を一国づつ征服することを画策せりと理由なく攻撃す｡英国人らしから
ぬ態度なり｣ (一九四九年五月二一日) `-畑､ ｢英国ロード･ハンキー

Politics, Thds and Enorsと云

ふ書を著わし重光の為に一章を起し重光擁護の筆を振ひ居るとのことを語る｣ (一九五〇年一月一
八日) (I99'｡

合衆国側では､ 『ワシントン･ポスト』が一九四九年一月､ ｢西側世界の友人｣重光を有罪にする

のは｢茶番｣であり､奇異な広田処刑の過誤を補う意味でも重光を恩赦すべきだと訴え､知日派ジ
ョゼフ･グルーの賛成論やキーナン元首席検事の｢重光は有罪はもちろん､裁判にかけられるべき
でもなかった｣との発言を紹介した伽'｡また極東局北東アジア課のロバート･フイアリ(RobeH A.

Fe紬ey)も､かねて重光減刑に向けて動こうと考えており､一九四九年四月､国務省部内で実際に
マックス･ビショップ北東アジア課長(M欲W.Bishop)に提案した｡いわく､マッカーサーには､

重光を｢恩赦する｣方途はないけれども､裁判所憲章第-七条とFEC政策決定の第五項bの規定
上､刑を｢軽減するremit｣一一文書には｢停止するsuspend｣と手書きで修正されている一一権限
ノがある｡こうしてフイアリは､マッカーサーは｢いつでも｣刑を軽減し､変更することができるの

であり､対日理事会およびFEC諸国の在日代表との協議後､重光の禁錮七年の残り四年を軽減す
ることに｢法的陸曹はない｣､重光釈放の｢唯一の重要な政治的不利益｣はソ連の宣伝を許すこと
だけだとして､あまり結果は期待できなくても､シーボルド経由でマッカーサーに検討を促すよう
提案したのである(20I)｡

ともあれ､重光は､検討までに時間がかかったものの､一九五〇年一〇月三一日の午前九時半､
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仮釈放委員会の聴聞会に臨んだ｡ ｢控室には己に十名程先着者があった｡私は廊下で待った｡中央
の室は委員会関係の人の事務室らしい｡ --一同奥の室に案内された｡此処は一つの法廷であって､

証人台や傍聴席迄出来て居る｡一同被告席に着席するや--ゲン委員長は､保釈後遵守すべき諸税
則を通訳をして長々と読み上げしめた｡ ----ゲン

停虜待遇問題に関する検事の訴因第五十五

以外には本委員会は興味をとらず｡貴下は東京裁判に於て証人台に立たぎりしを以て･･･-｡重光･-偉虜管理の責任は軍都にして･･-･外務省に之に関する権限なし｡ ･･-･--ゲン 保釈後は何をな

さるるや｡重光

私の政治的意見の大筋は戦前､戦時､戦後を通じて何等変化なし｡今日の世界の

情勢は私の予ての意見通りに進展せり｡ ･･･-｣ (2㌔

こうして､仮釈放委員会は一九五〇年一一月二日､重光の仮釈放勧告を決定し､それが一一月六
日､法務局から参謀長に送付された｡この勧告は次のように述べている｡

これは､いわゆる『A級』戦犯の仮釈放として最初の勧告であり､現在のところ仮釈放を考
慮される唯一の有資格者である｡ -･･･法務局としては､仮釈放システムの設定と今日までの運

営が好意的に受け入れられてきたという事実に注意を引きたい｡抗議を寄せたのは､ソ連､中
国共産党政権､日本共産党､さらに･･-･･梅判事のような特定個人､上記の政府または党の人間
だけに過ぎない(203)0

かくして､一九五〇年一一月一〇日､重光を同月二一日午前一〇時に仮釈放することが第八軍司

令官に対して命じられた伽'｡ちなみに重光は､東京裁判の起訴状が送達されたのと同日の一九四六
年四月二九日に逮捕拘禁されていたから､彼の刑期満了は一九五三年四月七日となり､そこに善行
特典を加えると､一九五一年一一月七日であった`柳''｡しかし重光は､刑期満了を待たずに約-年前

に巣鴨から出られることとなったのである｡
重光は､その仮出所当日の様子をこう書いている｡ ｢廊下にて多年辛苦を共にして世話になった
Aクラスの人々と一一挨拶､巣鴨外再開の逮さにあらざるを期し､名残を惜んでB二階を出る｡見
送る人も見送らるる人も共に感無限である｡ ･･-･日米の職員に送られてNo. 39の運命の鉄扉を最後

的に通過した｡夫れより階下に下り入所の時に覚えのある下の廊下を廻って最後の室に至り更衣す｡
p服を捨てて差入れられた上衣に着替-久し振りにて義肢をつく｡ --フアネス､柳井､三浦三弁
護人来り､ ･･････法務局の人とか云ふのが私に耳打ちして､新聞記者には保釈は全くマッカーサーの

特別の恩典で､比の恩典に対して感泣して居ると云ふ趣旨を離して貸ひ虔い｡後の人の為にもなる
と云ふのである｡私は之を黙殺した｡其の人は更に之を紙片に書いて私に渡した｡私は之迄出所す
る人の言葉が一様にマッカーサーに対する感激の辞であったことを不思議に思って居たのである
が､其の原因は葱にあることが解った｡之が日本政府の指導であるとすれば飛んでもないことであ
る｡ ･･･-本門が開かれ､新聞写真斑､通信記者､ラジオ狂等殺到･･-･｡ 『皆さんに出迎-られたこ

とを感謝します』と簡単に礼文マイクを通じて云ったが､身動きもならぬ混雑で後はどうすること
も出来なかった｡米軍M･ Pが大声で整理を始めた｡自動車はフアネスの案内で立派なカデラック

を出して呉れた｡ ･･･-自動車が動き出して巣鴨本館の建物の窓から多くの顔が出て盛んに拍手を送
って居る｡群衆からは歓声が発せられた｡構内に働いて居るトラスチ-の白印の人々は一斉に帽子
を振って呉れた｡ --確にプリズンから解放されたことを感じた｡ --新宿の方向に走り､それか

ら東京裁判と同じ道を市ヶ谷-下り､左の高地に裁判のあった旧陸軍省の白い建物を見て宮城の方
に神田に出て御堀端を宮城前に出た｡二重橋前に車を止めた｡事を下りて宮城を拝した｡此処でも
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多数のカメラに包囲された｡ ･･--法務庁に立ち寄って貰ひ度いと云ふので一寸立ち寄った｡保護委

員長に挨拶の為との事である｡占領軍総司令部訪問は省略した｡ ･･･-広田氏の住んで居た鶴沼を経､

七豊浜に打ち寄する太平洋の白波を見渡して､四時半前巣鴨に行った時の道を逆に鎌倉-と走っ
たJ (206).

8

内地送還問題

日本側にとって一一九四九年以降における戦犯問題の焦点は､赦免問題だけではなかった｡外地

で服役する既決戦犯を日本に送還して巣鴨で服役させること､すなわち内地送還間煩もあった｡
外地で行なわれた戦犯裁判の受刑者は､シンガポール､香港､マニラほかで服役したけれども､
現地の待遇･環境が劣悪であるとの情報が入っていた｡そこで家族･援護団体が内地服役を熱望し､
一九四七年五月一六日には第-復員省が吉田茂首相に中国関係戦犯の送還を話頭した｡このように､
日本側は早くから内地送還を目指していたのである`207)｡

内地送還の最初の事例は､国民党政権関係の戦犯であった｡一九四八年一二月､在日中国代表部
が内地送達をGHQに非公式に打診し,同月一七日に公式提案してきた｡なぜ中国側がこうした行
動に出たかといえば､自らを取り巻く状況のためであった｡すなわち､国共内戦が激化する中国大
陸では､人民解放軍が一九四八年初め以来､攻勢を強め､四月に延安を奪回､一〇月末に奉天を制
圧し､さらに南下する形勢となった｡圧倒される国民政府は､上海の国防部戦犯監獄に拘禁中の日
本人戦犯を移動させる必要に迫られたのである(208)｡

他方､ ｢九四八年一二月一四日､吉田内閣も外交局に対して､中国大陸の日本人戦犯の運命に格

別の危機感を抱いていることを表明し､内地送還を口頭で要請した(これ以前も日本政府は再三｢懇
請｣していた)｡こうして､マッカーサーは､中国代表部の提案を迅速に受け入れ､戦犯移送の準
備を整えるよう指示した｡外交局は､その旨を一二月二〇日､中国代表部に伝えている｡

しかるに､本国の国民政府がなかなか移送を正式決定せず､中国代表部や外交局は当惑せざるを
えなくなった｡そして､苛立つシーボルドが高次で国民政府に督促するようアチソン国務長官に要
請したのとまさに同日の一九四九年一月二〇日､中国代表部は本国政府の同意を通知してきたので

ある｡中国国防部が､支那派遣軍総司令官として大陸打通作戦を指揮した岡村寧次元陸軍大将ら｢八
名｣一一｢九名｣とも一一に無罪判決を言い渡し(岡村は終戦後､非公式に国防部の顧問となって
いた)､他の日本人戦犯二六〇名- ｢二五一名｣とも一一とともに送還することにしたのである｡

こうして､ GHQの準備した送還船は､一月二八日に上海に到着､二月四日に横浜に戻った(岡村
らは四､五日後に釈放)｡これが戦犯の内地送還が実現した最初の事例である`209'｡

なお､この送還船が上海を出港した一月三〇日､ GHQが｢中国政府の要求で｣戦犯が移送され

ていると発表していた｡中国代表部は､この予想外の発表にひどく困惑し､翌日､内地送還は戦犯
家族ほかの嘆願に応えたものだと発表して欲しいとGHQに要請した｡それというのも､進行中の

国共の和平交渉において中国共産党がすべての日本人戦犯と無罪者一一共産党は特に岡村に強い関
心を抱いていた一一を引き渡すよう要求していたからであった｡

中国共産党は､それまでは日本人戦犯に関する特別の懲罰的関心を少なくとも公的には表明して
いなかった｡一九四五年一二月.延安の戦犯リストを作成し､国共内戦で閻錫山草に荷担した日本

人捕虜一四〇名が｢戦犯｣として拘束されたという非公式情報もあったが､それも確認が困難なも
のであった｡また､北京政府樹立までに｢人民裁判｣で｢戦犯｣ (推定約三五〇〇名)を処刑して
いるともいわれるが､真偽は不明である`2-0'｡
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しかるに､北京陥落直後の一九四九年一月二八日､中国共産党は突如として｢〔岡村寧次の〕釈

放問題は国共和平会談に重要関係ありとして(1)同大将を即時逮繍して引渡しせよ(2)その他の
日本人戦犯者は当分の間現在のまヽに拘禁せよ｣と国民政府に要求したのである(2日)｡
こうして､内地送還問題は中国の国内政治と直結してしまった｡国民政府は､一月三一日､岡村

の件は司法的問題で和平交渉とは別問題であるとして要求を拒んだものの､他方で和平会談の重要
争点としての現実味を感じてもいた｡だから､国防部長兼戦犯法廷裁判長の石英璃少将は､裁判の
正当性を訴える一方､岡村ほかの無罪者については､国防部が命じれば再裁判のために中国に戻す
などと発表したし､中国代表部も､二月三日にシーボルドを訪問し､岡村ほかの無罪者を中国に戻
す可能性を見込んでことができない場合､ GHQによる岡村らの拘禁ないし監視を依頼している(3'2)｡

さらに二月四日､中国共産党中央委員会の宣言がラジオ放送された｡それは､ ｢反逆の南京国民

党政府は､境目戦争で主たる役割を果たし､現在中国国防に現実に責任を有する中国人民解放軍総
司令部に対して､岡村ほかの日本人戦犯を迅速に引き渡すべきである｣と求め､戦犯約二五〇名と
元A級容凝者のうち西尾寿造､多田駿(すでに死去)､谷正之､青木一男､鮎川義介､児玉誉士夫
らの引き渡しも求める権利を主張し､合衆国政府の｢内政干渉｣を批判した(2'3)｡そして翌五日､共

産党は､毛沢東が一月一四日に唱えた和平｢八条件｣の｢戦争犯罪人の処罰｣に再解釈を加えて､
国民党の戦犯のみならず｢日本人戦犯の処罰｣をも正式に組み込んだのである(2'4)｡東京裁判の弁護

人でもあった英米法学の権威､高柳賢三は､ ｢二つの世界がイデオロギー的に対立｣する時には｢相
互に他方が侵略戦争の共同謀議､計画､準備をしてゐるものと考-る傾向が顕著となる｡最近の中
共による戦犯リストの公表は同種の心理的傾向の徴候であるとも見られうる｣と的確に指摘してい
る'2LS)｡

中国共産党が､おそらく引き渡し要求の実現性が低いことを知りながら､このような駆け引きを
仕かけたのは､戦犯問題-の中国人の敏感性に着目したためであったと考えられる｡内地送還が戟
犯の｢罪の解消｣につながるとのイメージが普及すれば､それは国民党と合衆国に対する批判につ
ながりうる｡実際､帝京駐在の合衆国外交官は､共産党の声明は｢宣伝｣要素が強く､和平交渉の
妨害を意図するものだと判断している`祁'｡結局､国民政府は､一九四九年四月二〇日に和平を拒否

し､同年一〇月一日の中華人民共和国の樹立に至るのだが､横山宏章によれば､その際に国民党が
｢最も嫌悪｣したのは国民党側戦犯の処刑項目であった(3'')｡この点で､宇垣一成の指摘が注目され

る｡ ｢中共派が戦犯問短や国民軍の改組や新政府樹立に於て寛容の態度を示さざる限り､交渉決裂
の恐れ大に存在すると思惟する｣ (218)｡以上は､ ｢戦犯｣タームが諸国に嫌われる､そのネガティヴ

な意味合いについて示唆的であると思われる｡

国民政府の国防部は､一九四九年二月三日､岡村らの再審を行なうとして､無罪判決が最終的な
ものではないとの立場をとるようになった｡しかるに､ GHQは､諸部局間で議論した結果､すで

に無罪者はSCAPの管轄下にあるのだから､中国の要諦は拒否すべきだと結論した0-9)｡

このことが､国民党を一層窮地に追い込んだ｡そこで中国代表部は､国民政府は再審や減刑の権
限をマッカーサーに委譲したわけではないと声明する｡なるほど送還受刑者に関するGHQの権限
は､その身柄の保管に限られるというのが当初の理解であった｡三月一一日､連絡調整中央事務局
第三都の中川調査課長と根本戦争裁判課長が法務局連絡課長のC ･W･ウイロビー少佐(C. W.
Willoughby)を往訪し､ 『読売新聞』ほかの報道一一GHQは送還受刑者-の減刑権限を有しないと

の記事一一について質問した｡その報道を知らなかったウイロビーは､驚き､極秘情報として送遷
された戦犯の管轄権はGHQにあるとの方針を伝えている(拗'｡
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こうして､ GHQは､一九四九年の二月から三月頃､日本に拘禁する戦犯について再審､減刑､

仮釈放を含む｢一切の管轄権｣を有するという新しい立場を決定したのである｡この点､連絡調整
事務局｢中央連調半月報｣ (一九四九年三月二〇日付)の記事が重要である｡
-･･･ 〔送還中国関係戦犯〕の管轄権に関･しては､当時身柄の保管は､ GHQにおいてこれを

管轄するも､審査､減刑､釈放等に関しては､最終的管轄権は中国がこれを保有するものと理
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をとるに決定したものゝ如く､今後嘆願書の審査もGHQ当局においてこれを行うことになっ
た模様である〔傍点日暮〕 (22°｡

かくして､内地送還をめぐる国民党政権とのやりとりの過程で､ GHQの立場が固まり､占領期
の日本人戦犯一一巣鴨に拘禁される戦犯一一の赦免に関しては､ GHQの決定次第ということにな
った｡すでに第二節1で指摘したように､ GHQは､一九五〇年三月七日の回章第五号に｢現在ま

たは今後､日本において服役するすべての戦争犯罪人に適用｣されるという規定を設け､外地から
巣鴨に移送された戦犯に関しては､他国関係であろうと､ SCAPの統一的管轄下に置き､赦免シ

ステムを一律に適用することを宣言した｡諸政府は､内地送還を望む場合､ GHQが自国関係戦犯
に赦免を与えることを容認せざるをえない｡その先例になったのが､中国関係戦犯の内地送還であ
ったわけである(222)｡

しかし､それで､ GHQが内地送還の受け入れに前向きになったというわけではない｡一九四九

年一〇月前半に日本側の要諦を受けたGHQは､ ｢相手国が希望しない限り裁判を行った場所で服
役するのが原則である｣との冷淡な態度を示した｡だから､日本側の中央連絡協議会一一GHQと

の連絡事務について各官庁の調整を行なう一一では､外務省連絡局が｢結局この間題は講和会議迄
持ち越される｣との消極的観測をせざるをえなかった(223)｡一九四九年一〇月二〇日にも､木村四郎

七外務省連絡局長がカーペンター法務局長と-イゲン特別補佐官を訪れ､外地服役戦犯の現状につ

いて｢帰還者の話では服役中の者は土人と同じ程度の待遇を受けている由であるがその為気候風土
習慣等の柄異により格段の苦痛を受けているので内地服役をやらせて欲しい旨｣､また｢その国に

おいて依然日本囚人の存在することが大局的に見て正常な国交事情の阻害にならないやう本件を考
慮ありたい旨｣を要諦した｡これに対して､ GHQ法務局側は､ ｢この問題は当該国の主権に属す

ることだからその国が引渡しを申出てくる場合には米国として『アクセプト』するが進んで取り上
げることは困難である｣と退けている｡確かにBC級戦犯裁判は各国の主権に基づく行動であり､
したがって内地送還をするかどうかも科刑政府の判断次第であった｡それゆえ､外務省としては､

諸政府の見解に影響を与えようと､赤十字国際委員会､宗教団体等に働きかけるくらいしか当面の
術がなかったのである(22')｡

しかし日本側に幸いなことに､内地送還で諸政府が中国に続いた｡まずは､オランダである｡
オランダは､一九四五年八月一七日に独立を宣言したインドネシア共和国と戦闘を交え､蘭印の再
植民地化を目指した｡いったん合衆国の仲介で､一九四九年一月一日の主権委譲を定めたレンビル
協定を締結したものの､オランダは一九四八年一二月中旬､インドネシア側のゲリラ戦を理由に､
突如として空挺部隊を投入し､共和国初代大統領アフマド･スカルノ(Achad Sukamo)を拘留す

る挙に出たため､戦闘が再度､激化する事態があった｡こうした紆余曲折があった後､オランダは､
ハーグ協定によって､一九四九年一二月二七日に前領ニューギニアを除く前印の主権をインドネシ
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ア共和国に委譲することとなった｡

そして上記の国際政治状況が戦犯問題にも影響を及ぼしたのである｡いまやオランダは､ rFE
C三一四/一五｣がBC級裁判の終結を勧告し､他の連合国が実際に終了していく状況で､例えば､

オランダ本国等に戦犯容嬢者を移送するなど､あまり実際的とは思えないコストのかかる方法をと
らない限り､主権委醸前日の一二月二六日までに自国のBC級裁判を終結させねばならなくなった｡

ちなみに､今村均元陸軍大将の場合､最終日の一二月二四日に無罪判決を受けている(同年三月､
検察側は死刑を求刑) (225)｡

それと同時に､オランダは､内地送還の遠やかな実施も余犠なくされた｡在日オランダ代表部は､
一九四九年一二月八日､日本人戦犯をインドネシア共和国-の主権委穣(一二月二七日)以前に内
地送還しだいという唐突な申し出を行なっている｡その理由に関しては､この申し出の際にオラン

ダ代表部が外交局に極秘で知らせたところが正しく伝えている｡すなわち､インドネシア政府は､

既決戦犯が主権委譲後も同地にとどまっていれば､刑を終了して釈放しようと計画していたのであ
る｡これに対して､オランダ代表部は､そんなことをすれば､他の裁判国を当惑させ､共産主義分
子にも宣伝材料を与えることになると警告している｡しかし､オランダ政府にとって何よりも懸念
すべきは､まず間違いなく自国の国民であったろう｡仮に自国関係の戦犯がインドネシアの手で一

方的に釈放されてしまった場合､反日感情の強いオランダの国内世論が憤激するのは火を見るより
も明らかであった｡

他方のGHQ部内では､外交局､法務局の双方ともにオランダの申し出を承認するよう勧告した｡
すでに中国の内地送還の先例もあったし､送還の癖つ｢人道的および同情的｣意味合いが｢占領の
利益｣になると判断したためである｡マッカーサーは､連合国最高司令官による統一的処遇を行な
うことを条件に､これを承認した｡こうして､オランダ関係戦犯六九三名(うち巣鴨収監は六八四
名)は一九五〇年一月二三日に日本に到着したのである(226)｡

次に､フランスは､一九四九年三月二九日の裁判終了を経て､七月一四日のフランス革命記念日
に有期刑の戦犯に減刑を与えた`2劫｡この年の夏､国際赤十字の代表(rC ･ F ･エツシュリマン博

士｣)がサイゴンを訪問し､仏印当局に内地送還を働きかけ､同年一一月に仏印総督がこれを承認
した模様であり､この場合､国際赤十字の役割が大きかっだといわれるる`228'｡こうした経緯から､

一一月三〇日､在日フランス代表部が仏印の戦犯の内地送還を申し入れた｡外交局は､一九五〇年
一月一四日､マッカーサーの了解を伝え､一九五〇年六月三日にフランス関係戦犯一二一名一一そ

のうち八二名が巣鴨に収監される-が帰還したのである(柳｡
それでは､イギリスのケースはどうか｡実はイギリスは､早くから財政負担の観点から日本人戦

犯の内地送還を検討していた｡一九四七年一〇月五日､植民地省が大蔵省に､イギリス各植民地に

拘禁中の日本人戦犯管理費問題について照会した｡イギリス政府は､戦犯管理経費を日本に負担さ
せるべきだという立場をとっていたのだが､イギリス大蔵省は､この立場が他国の理解を得られる

かどうか嬢問視し､そもそも日本の国際収支の現状では弁済は遠い将来のことだと回答する一方､

受刑者の労働収益が管理費を上まわれば利益が発生するとも期待した伽)｡受刑者の管理経費は､一
日-人当たり一･五〇ポンド､全体でも決して高額ではなかったが､一九四八年三月六日､大蔵省

は外務省に対して､マラヤと香港で服役する戦犯の内地送還を検討するよう要請した(2'｡｡こうして､
ドミニオン

連邦関係省が自治領との協議を担当した｡その際､占領終結後に日本で戦犯を拘禁しても日本が釈
放してしまうのではないかとの不安を連邦関係省が抱いていたことが興味深い(幼｡
しかし､そうこうしているうちに中国の内地送還が実施された｡そして､一九四九年春にカレン
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族の反乱でビルマの首都ラングーンの治安が悪化した｡ここには､イギリスによるビルマ裁判の日

本人戦犯四二名が服役しており(一九四八年一月四日に連邦共和国として独立したビルマがイギリ
スから拘禁を引き継いだ)､ ｢彼等の運命が憂慮されるに到った｣ため､日本側が｢法務局当局とも
協議の上〔三月〕十五日同人等の日本送還及び内地服役に関し公文をもってGHQに要請した｣ (233)｡

しかし､この時点では内地送還が実現せず､結局､一九五一年八月二七日までずれ込んだ｡
イギリス関係戦犯は､さらにマラヤ連邦､シンガポール､香港でも服役していた｡東南アジアの

イギリス当局が一九四九年夏､マラヤ､シンガポール両政府に日本人戦犯の早期内地送還を勧めた
ところ､両政府は､刑務所の過剰収容を緩和できるからとしの理由で賛同した(シンガポールから
の報告によれば､大多数の現地住民が日本人戦犯に間借的であったという)｡香港も同様に賛成す
るものと見られた｡同じ頃､外務省極東局のトムリンソンも､早期送還が合理的であるし政治的に
も有利だと具申している｡こうした状況で､一九四九年七月二九日､エマニュエル･シンウェル陸
柄(Emmuel Shhwell)も個人的には送還に賛成だとア｢ネスト･べヴィン外相(Emest Bevin)に
語っている`234'｡

総じていえば､ロンドンでは､外務省､大蔵省､植民地省､陸軍省と､いずれも送還に肯定的な
立場であった(235)｡むろんイギリス国内にも戦犯の内地送還に反対する議論があったし､一九四九年
秋には､イタリア戦犯にイギリス政府が特別赦免を与えたことを報道機関が攻撃したく236)｡しかし､

イギリス政府は､政府内部の送還支緒論を背景に､一一月末､日本人戦犯の内地送還をマッカーサ
ーに申し入れる方針を決定したのである(237)｡

こうして､マッカーサーの意向を探るよう訓令を受けたオルグァリー･ガスコイン在日イギリス
代表部長(Sir AIvary Doug一as Frederick Gascoigne)は､一九四九年一二月一五日､引き受けの意思が

あるか否かを元帥に尋ねた｡マッカーサーは､ ｢受刑者たちを『その故郷』に送還したいというイ
ギリスの希望に強く共感しており､したがって送還に原則的に同意している｣と即諾しつつ､ただ
し送還経費はイギリス側の負担になると付け加えた(238)｡ちなみに､マッカーサーが受け入れるかど

うかは､巣鴨の収容能力次第であった模様である(那)｡
ところが､送還経費の出所をめぐってマラヤ､シンガポールと折衝を重ねた結果(240)､イギリスの

内地送還は遅れた｡そのうちに､一九五〇年三月の回章第五号が公布され､イギリスが送還する戦
犯にも適用されるというマッカーサーの強固な方針に接したため､この点に関するイギリス側の態
度決定がさらに必要となってしまった｡イギリス外務省のスコットは､一九五〇年九月九日､陸軍
省のH ･シャプコット准将`(H. Shapcott)に対して､ ｢もし､これらの条項〔回章第五号の条項〕を

受け入れなければ､最高司令官は､戦犯を送還するという原則の承諾を撤回しそうである｡最高司
令官が別々の地域--から送還された日本人戦犯に別々の規定を適用することなど､まず期待でき
ない｡だから､私は､貴兄が--回章第五号(これまで我々は-- 〔A級〕戦犯に関して公的な異

議を唱えていない)の条項を受諾しうることを実勢に希望している｣と促した(紬｡なるほどマッカ
ーサーの態度が不動であることは､在日イギリス代表部からの報告でも確認された`242)｡しかし､ロ
ンドンの陸軍省は､容易に態度を決めかねたようである｡元来､陸相は､すでにイギリスの刑再審

委員会の勧告を受けて､レミッションを与えていたため､さらなる減刑を与えることには批判的で
あったのである｡結局､陸相が回章第五号の適用に同意するのは､一九五〇年一二月一六日までず
れ込んだ`妙｡しかも､実際の送還までにはさらに時間がかかったため､ようやく一九五一年五月一

七日に香港拘禁組の七〇名が送還され､同年八月二七日にビルマ､マラヤ､シンガポールなど残る

二三一名全員(うち巣鴨収監が二二七名)が送還された｡なお､香港組にもシンガポール組にも､
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オーストラリア関係戦犯が含まれていたく2W)｡

以上のように､一九五〇年から一九五一年の対日講和条約調印直前までの間に実施された｡いず

れも､内戦等や植民地戦争等の政治的情勢､刑務所の収容能力､戦犯拘禁の負担等々､裁判国側の
事情というのが決定的要因であって､日本側の要論があったからと見られるケースはなかった模様
である｡

しかし占領期の内地送還は､ここまでであった｡日本の主権回復後も､依然としてモンテンルパ
(フィリピン)とマヌス島(オーストラリア)に戦犯が拘禁され続けたのである｡一九五一年九月

八日に調印された対日講和条約の第六条b項では､未帰還者の引揚げに関して､ ｢日本国軍隊の各

自の家庭-の復帰に関する千九百四十五年七月二十六日のポツダム宣言の第九項の規定は､まだそ
の実施が完了されていない限り､実行されるものとする｣と確認されたが､講和後､戦犯の内地送
還に向けて運動する側は､この規定を援用することとなった｡
フィリピンの場合､一九四八年一二月､合衆国から受刑者管理の完全移管がなされ､日本人戦犯
一四二名がマニラ南方モンテンルパのニュービリビッド･プリズンに移送された`2'')｡裁判が終了し

たのは､一九四九年一二月二八日のことである｡日本の各方面から助令(死刑停止) ･内地送還の

嘆願が頻繁に発せられた｡しかし講和の機運が熟すると､むしろフィリピンは､一九五一年一月に
日本人戦犯一四名の死刑執行を突然再開した(246'｡三月一〇日には､フィリピンの大統領府が衆議院

外務委員会の嘆願書を受理し､慎重に検討する意向を発表したものの`2'7㌧共和国第二代大統領エル
ビディオ･キリーノ(Elpidio Qumnol)は恩赦を与えた受刑者に｢日本から減刑の嘆願書が沢山来

るが比島.としては一律に減刑を考える訳には行かず個々のケースについて減刑の考慮を払うこと､
吾葛i〃

上官の命令によって犯罪行為を侵したということはexcuseにならないこと､日本からの減刑嘆願書
に対する比島の反響は余り良くないこと篤｣を諮ったといわれ､情勢は厳しかったt248)｡結局､フィ

リピン関係戦犯一〇八名(うち巣鴨収監は五六名)が送還されたのは､一九五三年七月二二日とな
った(249)｡

他方､最後の対日戦犯裁判を行なったオーストラリアのケースでは､既述のように､香港法廷と
シンガポール法廷で刑を受けた戦犯に関しては､一九五一年八月二七日までにイギリス関係戦犯と
ともに巣鴨に内地送還された｡しかし､一九四九年にラバウルからマヌス島に移送された戦犯､お
よびマヌス裁判で刑を受けた戦犯が内地送還されるのは､一九五三年八月八日のことであった`抑)｡

9

日本佃iの戦犯援護運動

以上に見たように､戦犯の内地送還に関する日本側の熱意は相当強いものであった｡それでは､
そもそも戦犯は､日本人の間でどのように見られていたのだろうか｡

この点､第-復員省法務局時代から戦犯問題に関わった松谷誠元陸軍大佐が､一九四八年か
ら四九年頃の国民感情について､ A級戦犯に関しては｢終戦直後の憎悪感から逐次同情論に変わり､
ことに処刑者に対しては将来殉国者として扱われる可能性なしとしない｣と評し､ BC級戦犯につ
いては｢その大半は職責がたまたまかくあらしめたものとして終始同情論が続いた｣と指摘してい
る`35°｡むろんBC級の場合も､家族の縁談が破談になったり､地域共同体では｢世間｣の白い目に

さらされたりという実例が多々あるが､こうした状況は､時間の経過につれて変化する可能性があ
るし､戦犯とは｢勝者の裁き｣の犠牲者に相違ないといった類の宣伝活動の結果として変化するか
もしれない｡それに､自分自身の身近に接する場合と､遠い他人事として認識する場合とでは､か
なり態度に違いが生じるはずだから一一例えば､一般論としては同情する人も､ことが自分の家族
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の縁談となれば､反対しがちであろう一一､ BC級戦犯-の｢同情論が続いた｣とする松谷の見方
も妥当性を欠いたものとはいえない｡ちなみに､宇垣一成は一九四九年六月八日､戦犯-の同情を

日記にこう表現している｡ ｢戦犯者の処刑も可なり過酷である｡其他追放者を初め軍人の縁故者に

対する処分も頗る冷酷である｡其冷厳さは明治維新に朝廷に楯付たる連中に対するものよりも冷酷
である｡ ･･-･昭和の浪人の多くは国家国民の冷酷を恨み思想は日々に悪化しつつある｡市かも其思

想悪化の行先は其共産化の溺渡である｡結局夫れが日本を滅亡の深淵に導入するのではないか?
彼等の大部は度量もあり力量もある連中である｡識者の再考三恩を要する点である! ～ I `252'｡

いずれにせよ､占領期には､戦犯援護の運動の組織化は不十分な段階にとどまり､その要求も死
刑停止や内地送還を優先するものであった｡この運動の中心的な推進者は､戦犯の家族が結成した
留守家族会であった｡シンガポール境地からのイギリス外務省宛報告によると､同地に拘禁される

戦犯に関する嘆願書から留守家族の心情は､ごく少数に｢戦犯との関係を断ち､彼ら戦犯が家名を
傷つけたと感じている｣ケースがあったものの､大多数の家族は､すべては国のために行なったこ
とだという受刑者の弁明を信じていた(253)｡このような集団である留守家族会は､相互扶助の意味も

あって一一戦犯の家族の多くが生活苦にあえいでいた-､府県単位で組織され､次第にその数を
増やしていった｡そして一九四九年一〇月二七､二八の両日には､全国大会として｢法務関係留守

家族会全国協議会｣を築地本願寺で開催するまでになり､死刑停止･内地服役の請願､家族会の運
営方法､救他･家族援護について議決している｡家族会の内部には､オーストラリア関係戦犯の担
当など､複数部門が組織されていたという(254)｡

家族会以外では､東海道宗教連盟､白蓮社等の宗教団体も戦犯援護に活動していた｡そのうち白
蓮社について見れば､一九四九年八月､大西-政(終戦直後の短期間､連合国翻訳通訳部隊に勤務

した)､一九四九年から巣鴨の二代目教講師となった田嶋隆純(真言宗豊山派正眞寺責任者､大正
大学教痩)､戦後出家した和智恒蔵元海軍大佐らが結成し､一二月一四日に登録された宗教法人で
ある｡元来は宗旨を問わず､戦没者の慰霊･仏教の普及を目的とした団体であったらしいが､田島
教護師を核にして戦犯援護に深く関わるようになった(255)｡また､戦犯の弁護に従事した日本弁護士

連合会も援護活動をしたし､各府県の自治体が家族会と一致した行動をとることもあった｡日本赤
十字も､その機関紙『愛の光』で戦犯問題を取り上げていた`256)｡

こうして､戦犯援護運動は次第に盛り上がりを見せていくが､豊田隈雄は､留守家族全国協議会
の終了時､次のように書いている｡ ｢家族ノ立場ヲ強調､コレニ同情スルノアマリ国内的二又GH

Qニ対シ却テ薪タナル溝デックリ又反動卜誤解サレザル様､之ガ指導二立ツ地位ノ人ハ余程ノ注意
ヲ要セン｡結局､今後ノ諸問題ノ解決ハ日本ガ関係国二信用ヲ回復スル尺度二比例スベク気長二足
ヲ地ニツケ力強ク進ム要アラン｣ (257)｡

この豊田の懸念は､的を射たものであった｡確かに活動が派手になるにつれて､戦犯援護団体の
存在は､ GHQの見過ごせないものとなりつつあったのである｡この間題を検討した法務局は､一

九五〇年二月二七日､次のような結論を報告書にまとめている｡戦犯援護の団体活動は｢不要であ
る｣ばかりではなく､ ｢占領政策に反していると思われる｣｡ ｢ほとんどの旧軍人とすべての戦犯は

公職追放された｡ --戦犯援護運動は､日本の政府機関および官僚に及ぼしている圧力ゆえに､政
治活動の性質を有している｡ ･･-･さらに､この運動が継続されると､戦犯を美化し､殉教者化する

方向に進んでいくであろう｡日本政府が･･-･このような組織と活動を許容しているのではないかと

疑いが抱かれる｣｡法務局は､さらに日本赤十字の活動が国際赤十字に認められているのかどうか

確認するよう提案したうえで､この報告書をGSほかの軍国主義者の追放･活動禁止に関わる諸機
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関に回付するよう勧告した(GSには三月三日に提出された) (258)｡

かくして, GHQは三月中旬､日本側当局に対して次のような警告を発したのである｡ ｢約-カ
iii〃

月前ヨリGHQ､ L･ S､ GS方面ヨリ遺族会ノ活動二関スル質問注意アリ｡ (1)政治的方面二亘

ル虞アル活動ヲナサナイコト

(2)外部二悪用サレナイコト

(3)差当り四月ノ全国協議会ヲ差控

ェルコト､等ノ注意アリ｣ (359)｡

それからまもない一九五〇年四月､ ｢海外抑留同胞救出国民運動｣が発足した｡それは､衆議院

議長を総本部長として､外地に抑留される日本人の引揚げを援護するために日本全国で署名･集会
等を行なう運動であったが､青年運動団体の日本健吾会一一当時は引揚者援護を中心に活動した一
一の副委員長であった末次一郎の浸案で､その活動目標に｢戦争受刑者の助命､減刑､内地送還､
釈放促進及び留守家族援護｣も組み込まれたという(抄｡

その後も､ GHQ部内では､戦犯援護団体の監視が継続され､日本の法務省が､かなり詳しい活
動報告書をGSに提出している(2Cn｡ GHQは留守家族会の解散を命じることを真剣に検討していた
ことからしても､その警戒ぶりは相当なものであったろう｡しかし､ -イケン仮釈放委員会委員長

は､この点についてGS局員と議静した際､家族会の解散可能性は当面棚上げにして､巣鴨に届く

手紙の検閲等を通じて家族会の活動を監視するよう勧めている｡家族会の解散命令が出されなかっ
たことを踏まえると､ -イゲンの意見が採用されたと見てよいであろう〈362'｡

ともあれ､ GHQの厳しい態度に直面した結果､日本政府は､戦犯援護運動に対して侯重な態度
をとらざるをえなくなった｡しかし運動自体が消滅することはなかったし､主権回復が目前に迫る

と､公職追放と同様､講和を機会とする戦犯大赦というものに期待が集まる｡その際に戦犯赦免の
運動が高揚するのは､ほとんど不可避であった｡さらに占領が終結すれば､この運動は最優先目標
を戦犯釈放に移行させ､より緊密な組織化を試み､無視できない圧力となるであろう(2㊦)｡
ところで､日本側の嘆願書は､実効性の点で､意味のあるものであったのか､それとも無意味で

あったのか｡この点に関しては､嘆願書が連合国側において全く顧慮されなかったと考えるのは正
しくない｡例えば､一九四九年､マラヤの戦犯刑務所でイギリス当局が日本人戦犯を虐待している
という情報が日本国内で出まわったことがある(36.)｡日本政府は翌年､出所した受刑者三名の吉田首

相宛嘆願書(一九五〇年五月一五日付)をGHQに｢論評を加えることなしに｣提出した｡その嘆

願書は､イギリス当局の処遇が不当かつ非人道的であると非難し､白人に比べて待遇が劣悪で､ア
ジア人に差別的であると告発するものであった｡ GHQ外交局から嘆願書を非公式に受けとったガ
スコイン在日イギリス代表部長は､九月三日､その内容を｢まずい｣と考え､調査するべきだと考
えた｡ ｢このことは日本人によく知られている｣が､こんな話が日本人の間に広まるのは｢イギリ

スの利益にならない｣｡また嘆願書はGHQの多数の部局に回付されたから､アメリカ人の目にも

触れるだろう｡アメリカ人の物事を軽々に信じる性質のせいで､常識を飛び越え､仮に嘆願書がい
かに事実と違っていようと､彼らはイギリス人の不名誉となるような真実がいくぶんかはあるのだ
と信じるかもしれない｡さらにいえば､共産主義者が､この件を宣伝に利用する可能性もある､と｡
ガスコインは､嘆願書に対する外交上の｢公式否認dementi｣を発することさえ考慮した(勅｡
やはりガスコインは､何よりも日本人､アメリカ人の視線を気にしたのである｡それは､イギリ

スという国家の名誉を傷つけるからであり､ひいては日本人のイギリス観にも影響するであろう｡

この場合､助命減刑嘆願ではなく､刑務所での虐待の告発という不名誉なものであったことが大き
いと思われるが､嘆願の｢効力｣を示す一つの事例であるといえよう｡
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第三節
1

対日講和条約における戦犯条項
初期の構想

戦犯の管理と赦免は､来るべき対日講和条約においても重要な検討課顔であった｡講和発効後に
おいて戦犯をいかに扱うべきか､それは占領期のうちに決定しておかなくてはいけない｡結果的に
いえばその決定を表現したのが､講和条約における戦犯条項なのである(266)｡

対日講和の戦犯処理問題に関する合衆国の初期構想としては､マッカーサーによる早期対日講和
の提唱後､国務省の北東アジア課長ヒュ一･ボートン(Hugh Bonon)が中心になってまとめた一九

四七年八月五日付の対日講和条約草案(以下､ボートン草案)を挙げることができる(267)｡このボー

トン草案は､前文において日本の戦争責任を強調した点から明白なように､第二次大戦時の認識に

基づく日本無害化方針を維持し､講和後の日本を監視することで､その軍事的復活を抑止すること
に主眼を置いていた｡すなわち､草案第四章は､講和発効と同時に､ GHQ､極東委員会､対日理
事会を廃止するが､その代わり､ F EC構成国の｢対日大使理事会CouncilofAmbaSsadorsfbrJ坤狐｣
一一下部に｢執行部Executive StafrJ

と｢対日監察委員会commission oflnspection for Japan｣ --を置

き､講和条約履行の監視責任を負わせることとしたのである｡そして第三章｢戦争犯罪人｣ (第一
七条から第二〇条)と戦犯条項が全一〇華中､ ｢政治｣条項と並ぶ独立の一事をなしたように､一

九五一年に締結される対日講和条約と比べて､戦犯問題がはるかに重現されていたことがわかる｡
第-七条の条文は次の通りである｡

日本国は､その管轄下にある下記(a)および(b)の類型に該当する者の裁判に向けて､そ

の逮捕と当該連合国およびその提携国-の引き渡しを確実にするために､あらゆる必要な措置
を講ずるものとする｡さらに､第四事に規定される対日大使理事会に対して､引き渡しを要求

される者が実際に上記類型に該当する犯罪人であることについて対日大使理事会の満足しうる
証拠を提供するものとする｡
(a)戦争犯罪､平和に対する罪､人道に対する罪を行なったり､命じたり､または教唆した
りした容疑のある者｡

(b)戦時中に反逆または赦国との協力によって自国法に違反した容疑のある連合国および箆
携国のいずれかの国民｡

第-八条は､容疑者の引き渡しを講和発効から半年以内と限定し､第一九条は､証人調達の責任
を日本に課している｡第二〇条は､日本で拘禁される既決戦犯の刑の執行義務を日本に課す一方､
戦犯を｢恩赦し､仮釈放し､減刑し､赦免する｣権限については｢対日大使理事会｣に与えた｡

このボートン草案の戦犯条項は､一九四七年のイタリア講和条約草案をほぼ引き写したものであ
ったが､要するに､第-に､講和後における連合国の戦犯裁判実施を権限として確保し､日本はそ
の支援義務と刑の執行義務を負うこととした｡第二に､刑の執行義務を日本に課し､赦免権限につ
いては､連合国側にのみ与え､日本が全く関与できないものとしたのである(268'｡第-の要点は､依

然として対日戦犯裁判が継続中であり､イタリア講和条約第四五条の流れで陸軍が裁判権確保を主
張していたという状況を踏まえれば､当然の規定であったといえよう｡第二の要点については､ ｢対

日大使理事会｣という結局実現しない機関はさておき､戦犯赦免-の介入機会を日本に許さない点
が重要な特徴であった｡
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ボートン草案は､よく指摘される通り､第二次大戦の対立図式に基づく峻厳な講和条約案であっ
た｡そして上記の諸点を踏まえると､戦犯条項もまた､同様に厳しく､かつ重視された条項であっ
たといえる｡他方､もう一つ指摘できるのは､一九四七年八月の峻厳なボートン草案においてさえ､
｢恩赦｣ ｢仮釈放｣ ｢減刑｣ ｢赦免｣がすでに規定されていたという点である｡一九五〇年三月の回

章第五号を遡ること二年半余も前に､このような恩典付与が具体的に明示されている事実一一国務

省の講和条約草案が陸軍省やGHQに影響力があったのか否かは不明である一一は､赦免自体が裁
判計画の規定方針であったことを改めて例護するものといってよい｡
しかし以上のような対日監視論に立脚するボートン草案は､同じ国務省において､この夏から対
日政策の検討を始めた政策企画室長ジョージ･ケナン(Geo堰e ド. Kem狐)の反対を受け､退けられ

ることとなる｡ケナンは､諮和条約は国家主権を返還するものであって､それに制限を加えれば日
本人の反発を買うと考え､八月一二日､冷戦の枠組みにおいて日本を西側に組み込むよう主張した
のである`Zの'｡

そして陸軍省民事部も､同省の八月二九日付講和条約草案において､講和後の裁判権確保という
かねての主張を放棄し､むしろ刑の執行問題を重視するという政策転換を打ち出した｡民事部は､
その理由を次のように述べている｡すでに日独では､占領が終われば､戦犯は釈放されるとの見通
しが語られている｡ ｢多大な努力と金銭｣を費やした世界大の戦犯裁判を｢紛い物や茶番劇｣とし
ないためにも､刑の執行を確保しなければならない｡講和条約の内容が確定していないうちに､そ
の点を決定事項にすべきである､と｡こうして陸軍省草案は､戦犯を日本で基本的に刑期満了まで
服役させること､合衆国が自国関係の戦犯に対する赦免の｢最終的発言権｣を､ A級戦犯について
は赦免の｢支配的発言権｣を確保することを重視したのである伽)｡

2

日本側の大赦稔

一九五〇年九月一四日､トルーマン大統領が極東委員会構成一二カ国一一インドから分離独立し
たパキスタンが加わっている一一と対日講和について非公式交渉を開始するよう国務省に命じたと

声明した｡これを受けて､日本外務省の事務当局も､西村熊雄条約局長を中心に講和の検討を本格
的に開始し､一〇月五日､ ｢A作業｣と稀される成果を吉田茂首相に提出した｡そのうち､一〇月

四日付｢米国の対日平和条約案の構想に関するわが方要望方針｣は､戦犯と追放該当者に対する措
置を凍結するような規定を講和条約に設けないこと､ ｢戦争犯罪人については､新しい訴追を打ち

切るとともに､平和条約の成立の機会に､連合国において戦争犯罪人に対して大赦の措置を執られ
るように懇請する｡なお､刑の執行を日本側に一任すること｣を希望していた(卯｡

よく知られる通り､この｢A作業｣は､日本の安全を国際連合に依存する方向性を重視し､米軍
鞋留を何とか国連と結びつけようと意向するものであり､吉田は六日後､ ｢野党の口吻の如し

無

用の議論一顧の値なし､経世家的研究に付一段の工夫を要す｣との手厳しい批判とともに｢A作業｣
を条約局に差し戻した｡戦犯問題に関しては､外務省は､主権回復後における諸国との｢平等｣な
協力を志向する原則(2'2)から｢大赦｣による戦犯解消を本気で考えていたとの解釈が成り立つ余地も

あろう｡確かに吉田が求めた具体策は､やはり戦犯問題においても欠けていた｡

しかし筆者が以前明らかにしたように､戦犯裁判は日本占領の中で例外的に国内法に変換できな
い不可侵の領域であり､それゆえ講和の主権回復時こそが敗者の異議申し立てに絶好の機会であっ
た｡この観点から､外務省部内では､条約局法規課が一九四七年半ばから講和と戦犯問題の関連に
ついて､初期的研究を行なっていたのである｡
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日本が追求すべき争点は､第-に､講和発効後に戦犯裁判が継続されるのか否か､第二に､講和
発効後の｢大赦｣は可能か否かの二点に集約され､七月二八日付｢調書｣における暫定政策では､
ヽ

ヽ

講和条約から戦犯条項を全面｢排除｣するべく努力するとの立場､ ｢大赦論を有利に利用〔傍点日
暮〕｣して戦犯処罰が講和後の関係を害する点を主張するとの立場が打ち出されていた｡このこと
を踏まえると､外務省の大赦論は､その実現性を期待してのものではなく､大赦の要求を利用して
日本に有利な条件を引き出すことに意義を認めたものであったと考えられる｡実際､法規課の｢調
書｣起草者は､ボーア戦争の降伏条項､ヴェルサイユ条約､そしてイタリア語和条約の事例から類
推して､対日講和条約に大赦条項を期待するのは｢期待し難い｣と考えていたのである(2'3).

実際､国務省の北東アジア課は､ ｢条約の内容について日本側の希望を充分に尊重したいとの意
向｣を強調しつつ､ロバート･ブイアリが一九五〇年一〇月､公職追放については講和条約締結後

に日本側が｢関係法令を改廃する｣ことを容認する一方､ ｢戦犯については条約締結後も刑の執行
を確保する方法｣をとる方針を日本側に告げた伽'｡つまり､講和後も戦犯は拘禁されるということ､

換言すれば.露和を機会とする大赦はありえないということであった｡
一九五〇年六月二五日に朝鮮戦争が勃発し､国際情勢が緊迫すると､日本側関係者に｢今更戦犯
でもあるまい｣との楽観的空気が生まれたく273｡それは､いきおい講和に伴う大赦待望論となり､法

務府や､弁護士団体､留守家族会等の戦犯援護団体がGHQに｢大赦｣を運動した｡
旧海軍でも､復員局の豊田隈雄が一九五〇年一〇月一一日､野村喜三郎元海軍大将に対して｢1.
講和にともなう戦犯の寛大なる処理

2.パロール(恩赦)促進の件

3.軍事情勢判断機構の確

立｣を説いた｡野村は､これに同意し､ ｢吉田総理､ GHQ側要路-の意向のそれとなき伝達方､
約束｣した(216)｡豊田はまた､一九五一年一一月､旧海軍の福留繁元中将､原忠一元中将とともに小

林臍造元大将を訪問し､戦犯の｢大赦､特赦等に関し吉田首相の御尽力を乞ふごとく依頼｣するな
ど､各方面に動いている(2n)｡第二復員局の大赦論としては､旧海軍の国際法専門家であった榎本重

治の文書(日付不明)がある｡それは､一九世紀以来の諸条約を踏まえ､講和発効で｢締約国は過

去の戦争のことを忘れ､又悪感情の再燃を防止する｣ために､戦争法規に違反した戦犯の責任を｢免
除｣するという慣例が｢即ち大赦｣であると解し､講和条約中に大赦を否定する明示規定がない限
り､講和で大赦の効果が発生すると主張するものであった`278'｡外務省との相違としては､大赦の実

現困難を重く見ていない点が挙げられよう｡
こうした日本側の｢大赦｣構想に同意する占領軍側の人間がいなかったわけではない｡一九五一
年一〇月一日､保科善四郎元海軍中将と会談したGHQ外交局長のシーボルド大使が､ ｢戦犯仮釈

放の促進､講和大赦に全幅賛成し大いに協力す｣と約束し､マッカーサーの後任連合国最高司令官
となったマシュー･リッジウェイ大将(MatthewBunkerRidgway)にその旨要請することとなった`抑'｡

シーボルドは翌年二月｢三日にも､豊田が提出した｢講和に伴う恩赦､特赦の急務を勧告せる書面｣
に対して｢強く同感の意を表し又極力趣旨に添う如く努力を確約｣した`280'｡シーボルドの態度は､
彼が一貫して東京裁判に批判的であったことを踏まえると､不自然なものではなかった`28''｡
この関連では､一九五〇年八月二二日付ながら､シーボルドのコートニー･ホイットニー民政局
良(Coumey Whimey)宛文書が参考になる｡シーボルドは､公職追放解除問題について次のように

論じた｡ここ数週間､私に追放の改善を訴える日本人が大変増えている｡追放該当者たちは深刻な
不安を感じており､彼らの多くは自分たちの今の境遇を思い､合衆国を非難する｡追放該当者やそ

の友人たちの不安やいらだちが増大しており､それは朝鮮戦争後における政治状況の変化の中で広
範な政治的関心事となるように思われる｡かくして､降伏五周年が｢特定クラスの追放該当者を大
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赦する機会になりうるし､これは極東委員会の採択した全般的追放指令とも一致するというのが､
私の勧告である｡私は､その結果､日本国民(共産主義者を除く)の間に親米のうねりが電撃的に
高まるだろうと考える｣と(282)｡むろん行政処分の公職追放と司法的な戦犯裁判の違いはあるけれど

も､シーボルドは､非軍事化政策の代表的政策として､この両者を上記のような観点から-指して
考えていたのではないかと思われる｡

シーボルドがこのような勧告をしたのは､追放政策から生じている｢望ましくない政治状況にホ
イットニーの注意を引くため｣であった｡シーボルドは､ ｢日本で反米感借が育ちつつある｣こと
を危惧していたのである｡しかるに､ホイットニーは､マッカーサーにシーボルド勧告を伝えれば､
｢甚だ不機嫌な｣反応が返ってくるだろうと述べた｡レッド･パージの成功に鑑み､マッカーサー

が今､軍国主義者の公職追放に変更を加えれば､共産主義者がそれを宣伝に利用するに違いないと
いうのである(28')｡

ちなみに､キーナンは､シーボルドに近い立場であった｡一九五二年四月一五日､ ｢東京裁判の

主要目的は悲惨なる戦争が如何にして起り､発展したかの真相を日本人に知らせることだった｡そ
の目的は今やほとんど達成されている｡今なお巣鴨にいる戦犯の多くが釈放されても､もはや東京
裁判の目的に反することはないと思う｣と述べたという(期)｡他にも同趣旨のキーナン発言は多く､

確かに東京裁判後のキーナンは､戦犯釈放に肯定的であった`285)｡

しかし占領期において､大赦論が連合国の同意を得ることはなかった｡この点に関するGHQの
態度を示すのが､法務局の一九五二年一月二九日付覚書である｡マッカーサー解任に伴い日本を去
ったホイットニーの後任民政局長フランク･リゾ- (FmkRizzo)は､その覚書が作成されたのは､

｢日本政府に非公式に助言しうる｣大赦の根拠に関して､ GSが意見を求めた結果だと注釈を加え
ている`286)｡それでは､法務局の覚書｢戦犯の赦免｣の内容を参照しよう｡まず法務局は､ ｢戦争犯

罪に関する刑事上の個人責任の原則は､ヨーロッパおよび極東の双方の戦争犯罪計画において､す
でに確立された｡ ･SCAPの赦免システムは､その原則とも一致する｣との立場を打ち出している｡

その延長線上に対日講和条約の戦犯条項が位置するのであって､ここで連合国最高司令官が大赦を
与えることは｢講和条約の精神に反するであろう｣｡そして｢法務局は､戦犯は司法的根拠に基づ

いて処理されるべきだと考えており､占領が終結する数カ月のうちに戦犯を『政治的根拠』に基づ
いて処理しようとするいかなる試みにも反対する｡ --法務局は､占領軍の行なう､いかなる大赦

ないし減刑も罪を容赦または宥恕したものと解釈されるだろうと考える｡ --朝鮮における戦争犯
罪が公表されたことで､合衆国その他で世論の関心が喚起されている｡それゆえ､今が何らかの大

赦を考える適切な時期であるとは思わない｣と大赦に断乎反対した｡
法務局がかくも強硬な態度を示すのは､大赦が｢危険な｣理解のされ方をしていると危惧したか
らである｡すなわち､ ｢大赦というのは､過去の犯罪を『なおざりにすること』 〔失念めrgc的lness〕
または『忘れ去ること』 〔忘却oblivion〕 --であると次第に理解されるようになっている｣という

のである｡この関連で､法務局は､敗戦直後の日本が戦犯の数を減らそうと自主裁判を希望したこ
と､虚偽の報告をGHQに提出したことを引き合いに出したうえ､そうした動きが､様々な人間に
よるもの､いわば日本の国ぐるみによるものであったことを一九四九年初め頃に法務局は知ったの

だと述べる｡今回の大赦攻勢にしても､留守家族会ほか戦犯援護団体の圧力によるものであるとし､
これに屈することに反対した｡そもそも受刑者のうち総計九六二名が善行特典の恩恵に浴し､うち
三六五名が釈放されたし､残りの五九七名は仮釈放された｡ ｢このシステムを採用しなかったら､
九六二名中､約八〇〇名が今なお拘禁されていると見積もられる｣ `280｡
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このように大赦が日本の｢犯罪｣を消し去り､戦犯裁判政策の崩壊を意味するとの議論は､一九
五〇年代にも持続するものであった｡

3

合衆国の一九五〇年八月草案

ジョン･ダレス大統領顧問(Joh Foster Dulles)､国務省極東局長ジョン･アリソン(Joh Moore

Allison)は､一九五〇年八月九日付で講和条約草案を作成した.対日講和の戦犯条項に関しては､

先のボートン草案とは条文の基本構造が変わっているという意味で､これが実際的な出発点をなす
ものといってよいかもしれない｡戦犯条項の第-四条は次の通りである｡

日本国は､日本国で拘禁される者〔persons〕に対して連合国および提携国〔Associatcd Powcrs〕
の軍事裁判所が科した刑〔Sentences〕を守る〔respect〕ものとする｡赦免し､減刑し､仮釈放し､

恩赦する権限は､各裁判において刑を科した-または二以上の政府が承認した場合に限って､
日本国が行使することができる｡極東国際軍事裁判所が刑を科した者については､この権限は､
同裁判所に代表者を出した政府の過半数の承認に基づき､日本国が行使することができる(2馳)｡

第-に､ ｢軍事裁判所が科した刑を守る｣とは､刑の執行義務を日本に課すための規定と解釈す
るべきであろう｡つ､まり､この場合､将来に及ぶ判決の承認をも含む意味までは想定していなかっ
たものと本報告書の段階では考えられる｡しかし､九月一一日付草案になると､確かな理由は不明
ながら､その部分がそっくり削除される｡

第二に､ボートン草案に明示され､回章第五号で現実のものとなった｢赦免｣の実施を規定して
いるが､ボートン草案と異なり､裁判国側の承認という条件付ながら､赦免権限の行使を日本側に
許す点が注目される｡この条文をどう読むべきかが重要な問題であり､その点､一九五〇年四月五
日付の国務省文書が有力な論拠になる｡同文書の中で､北東アジア課のアリス･ダニング女史(M鵬.
AJice L. Duming)は､現在の対日講和条約草案においては､日本が戦犯の刑の執行を引き受け､赦

免権については刑を科した政府の承認のもとで日本政府が行使することになっており､この規定は
将来､合衆国が日本政府に赦免行使の｢包緒的権限を与えうる｣ものであると述べている(勅｡ダニ
ングの言及する草案が八月九日付草案なのかどうかは定かではないが一一約四カ月の騙りがある一
一､少なくとも内容上は同一と見てよいであろう｡だとすると､この草案段階では､もちろん日本

に赦免｢行使｣の独占的権限が与えられたわけではないが､しかし連合国側の赦免に関する権限が
｢行使｣ではなく｢承認｣とされている点は､その｢承認｣がない限り赦免は｢行使｣できないと

いう意味で最終的な権限ではあるものの､赦免の｢行使｣という直簾的権限とはやはり異なる｡八

月九日付草案は､ダニングが示唆した通り､日本に包括的な赦免行使権限を与える可能性を含むも
のであり､日本にかなり有利な条約規定であった｡
とはいえ､国務省は､このような寛大な方針を確定したというわけではない｡ダニングは､先の

四月五日の文書で､合衆国が日本政府の赦免権行使について､より厳格な統制を望むことになる可
能性にも言及しているからである｡そもそもダニングの文書は､既述した一九四九年以来のイタリ

ア政府による戦犯赦免要求を認めるかどうかの検討中､イタリア-の赦免承認が日独に波及するこ
とを懸念して作成されたものであって､ダニングは､ひとたび戦犯に関する包括的権限をイタリア

政府に認めると､我々は気後れせずに日本政府に赦免の程度について承認するよう要求できるのだ
ろうかと問いかけ､むしろ講和後の日本人戦犯赦免を寛大にするか厳重にするかについて｢フリー
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ハンドを保持｣する重要性を訴えたのである(290)｡

以上の検討を踏まえると､一カ月後の九月-一日付草案の変化に関しても､その意味が理解可能
となる｡すなわち､九月一一日付草案においては､赦免権限は日本政府と科刑政府の｢共同で行使
することができる｣と修正されるのだが剛､その意図は､連合国側にも赦免｢行使｣権限を与え､
日本にのみ｢包括的権限｣を与える可能性を動じることにあった｡それは､この時点で､戦犯赦免
を寛大にするか厳重にするかの｢フリーハンド｣を確保することを意味したのである｡

4

条約草案をめぐる日米交渉

対日講和担当の特別代表(Special Representative)に任命されたダレスは､一九五一年一月二五日､

アリソン極東局長を伴い､来日した｡最重要課題は､むろん安全保障問題であり､日本を再軍備に
踏み切らせ､在日米軍基地を確保することであった｡そして一月二六日､アリソンがシーボルドと

ともに目黒の外相官邸を往訪し､会談の議題表を吉田に手交した｡その｢特定事項｣全一三項目の
一二番目に.既決戦犯に対する｢将来の管轄権限はどこに属するか｣とあった(292)｡

同日中の吉田の命を受けて､外務省事務当局が荒定した｢対処案｣は､二八日に吉田に提出され､
二九日付改訂版を経て､三〇日､ ｢わが方見解｣として合衆国側に提出された(293'｡戦犯問題につい
ては､ rl

新しい訴追をしないこと｡ 2

平和条約締結の機会における大赦｡ 3

刑の執行を日

本官憲に移管すること｣を｢懇請｣するとしていたく394)｡ ｢新しい訴追｣の問題では､すでに極東委
員会が裁判終結を勧告した｢FEC三一四｣があったものの､これを軽視するオーストラリアが､

ダレス訪豪を控える一九五一年二月の時点でさえ､ ｢講和条約に日本人戦犯のさらなる裁判の競走
を含めることが必要かどうか｣を検討していたことを踏まえると一一マヌス裁判が終結するのは､
一九五一年四月九日である-､客観的に見て､あながち的外れでもなかった(295)｡ともあれ､戦犯

問題に関する｢懇話｣は､一月二九日に吉田がダレスに対して｢日本はアムール･プロプル(自尊

心)をきずつけられずして承諾できるような条約を作ってもらいたい｣と求めたところの潜神とも
合致するものであった(296)｡

ダレスは､一月三一日の第二回会談で､日本側の要望に対する意見を述べた｡戦犯問題について

は､ ｢条約後の新訴追はないと思う｡大赦は一度に全部とはゆかぬけれども､罪状によって緩和す
ることにしたい｣と述べたが､刑執行の日本移管については言及しなかった(柳｡日本側事務当局は､

南西諸島の領土問題に対する冷淡さに衝撃を受けたものの､その他の対応は概して｢予期したとお
り｣だと受けとめた`298)｡

そして二月五日､合衆国側が井口貞夫外務事務次官に二月三日付｢暫定覚書｣を手交した｡戦犯
条項は次の通りである｡

日本国で拘禁される戦争犯罪人を赦免し､減刑し､仮釈放し､恩赦する権限(power)は､日

本国および各裁判において刑を科した-または二以上の政府が共同で行使するものとする｡極
東国際軍事裁判所が刑を科した者については､この権限は､日本国および同裁判所に代表者を
出した政府の過半数〔日本と連合国側過半数ということ〕が共同で行使するものとする(勅｡

日本側は二月六日､戦犯裁判終結条項の挿入を希望し､また外地で服役する戦犯の送還について
斡旋を依頼している`畑'｡これに対して､ダレス使節団における二月七日早朝の会議では､講和条約

発効までの裁判終結を見込みつつ､ ｢もしそうならない場合には､我々は要請された〔裁判終結〕
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条項の編入を検討することにやぶさかでないと吉田氏に知らせる｣ことが決定された(3m｡すでに裁
判終結に関する｢FEC三一四｣が存在する現状からして､同趣旨の条項を加えること自体は容易
であった｡同日の吉田との第三回会談で､ダレスが日本側の希望に沿う旨を告げると､むしろ吉田

から､ソ連の抑留する捕虜･戦犯に関する規定が条約案にない点からしても､ ｢条約でこの点に言
及しないでおいてよろしからん｣との答えを得た｡ダレスはまた､内地送還に関する合衆国の斡旋
努力を約束し､一一日に離日し､フィリピン､オーストラリア､ニュージーランドに向かったの｡

それからまもない二月一三日の参議院本会議では､国民民主党の鬼丸義醇がこう質問している｡
｢これら戦犯者に対しまする執行は､恐らく講和條約の締結に当り､その執行を日本に移接せられ
るものと思われまするが､この点について総理は如何にお考えになっておられまするか｡又従来こ
れらの戦犯者に対し､判決の確定いたしました後､マッカーサー元帥の命によって情状によりその

罪を全免若しくは減刑しておられまするようでありまするが､講和後においてかかる恩恵付与の審
議並びに権限を行使する特別機関を設けるものであるか｡或いは又その権限のすべてを日本に移譲
せられるものであるかどうか｡又は講和條約によって戦犯者全部の罪を全面的に許さるるの途はあ

りますまいか｡戦犯者の処刑の先例は従来甚だ少く､ただ政治犯等については講和條約成立によっ
て殆ど全免されておりまするように思いまするが､この点について総理は如何にお考えになってお

られまするか｡なお被追放者の解除についてのお見通しに対し､総理の御所見を併せ伺いたいと思
います｣｡これに対して､吉田首相は､こう答弁した｡ ｢戦犯者の刑の執行等についてのお話であり
ますが､これは私も御同感であります｡どうかそういうふうに減刑もいたしたい｡或いは刑の執行
も日本でやりたい｡多分そうなるだろうと思いますが､これは将来､條約の内容をなすものであり
ますから､お答えをいたしません｡追放についても同じくその通りであります｡追放は許してはい
かんということは主権に対する制限でありますから､かくのごときことは万々ないと思います｡即
ち追放問題は講和條約と共に自然解決せられる問題と思います｣と(303)｡

吉田のやや楽観的ともいえるこの答弁は､彼自身の回顧録における主張とも合致する｡ ｢この会
談中〔一九五一年一月二五日から二月一一日のダレス二度目の訪日〕に､米国の諮和七原則に塞く

条約の構想を文書としたものの提示を受けだが､その内容はわが方の予想よりも寛大なものであっ
て､私どもは大いに勇気づけられた次第である｣｡ ｢斯くて､平和条約の骨組は､ダレス特使のこの
第二回目の来朝のときに出来上がったといっても差支えない｡そして右の話合いによって､占領中

の改革を平和条約で恒久化するようなことはしないこと--また戦犯についてはこれ以上新たに訴
追を行わず､且つ既決の戦犯者の刑の赦免､軽減等の道を開くこと等､日本側の要望にかゝる重要
事項についての了解が遂げられた｣伽)｡

同時期の新聞に報じられた｢情報筋｣の見解は､日本は公職追放を含む占領改革を再検討するこ
とができるが､しかし戦犯裁判の判決は｢完結した仕事｣であり､それを修正したり再検討したり
する権限は日本に与えられないというものであった`305'｡実際､その通りであったが､こうして見る

と､戦犯条項に関する吉田の姿勢は､講和後の裁判不実施､日本側による戦犯管理､減刑･仮釈放
制度の設定の三点を確保すれば十分とするものであり､ ｢大赦｣や｢判決の変更｣などは望まなか
ったのであろう｡したがって､それらに好意的なダレスの対応は､満足すべきものであった｡

三月二七日になって､シーボルドが吉田に新たな講和条約草案を手交しており一一内容は後述す
る--､日本側は大方｢異存なし｣と回答している(306)｡そして四月七日､日本国内各紙がワシント

ン発UP雷で平和条約案一一某国の大使がリークした一一を報じた｡四月一一日にはトルーマンが

電撃的にマッカーサーを解任する事件が起こったが､同日中にシーボルドが吉田を往訪し､対日政
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策の不変更を確言した｡そしてダレス一行が講和交渉のために四月一六日に再び来日した(307)｡

5

第二次日米交渉と英連邦の政策

それでは､一九五一年四月の日米間の第二次交渉について見ることにする｡一八日の吉田･ダレ
ス会談では､ダレスが､第-に､フィリピン､オーストラリア､ニュージーランドの状況について､

こう説明している｡ ｢比では･･-･･何らかの形で賠償をうけるべき政治的の理由を彼等〔政府､議会
の指導層〕がもっていることは､諒とすべきであろう｡ ･-･･感情上の条件は変わりにくい｡濠では､

薪西前代表も加えて会談した｡ヴェルサイユ条約の例をとり平和条約に軍備制限の条項を設けるこ
との不可なること､それはジンゴイズムを椴成し､条約を破壊する方向にみちびくだけであること
を説いた｡彼等は諒解したようだ｡しかし､一般濠州人にとり共産主義の脅威は遥かなもので切実
感がうすく､却って前の戦争の記憶が鱒かであって､対日恐怖がなかなか､ぬけきらぬものがある
ことを認めねばならぬ｡ --･新啓開では､外交は超党派的に処理されておる｡野党首領ナイスにち
会った｡ここでは余り問題はないようである｣｡概して日本-の警戒心ないし反日感情が根強いこ
とを示唆したものである｡このことは次の第二点にもつながる｡
ダレスは､第二に､こう述べている｡ ｢華府に帰ってから条約案を作成した｡ ･･-･条約案は､国

務､国防､司法､財務などの関係各省すべての意見をまとめて作ったものである｡ --条約案は､
-五箇国に交付した｡ --英国は､最近その条約案を提出した｡昨日内々お見せしたものだ｣ (畑)｡

ここで問題になるのは､イギリスの講和条約案である｡
ダレスの発言通り､前日の四月一七日､ブイアリが､イギリスの講和条約案を井口次官と西村条

約局長に極秘で内示し､意見を求めた｡そのイギリス案は､イタリア講和条約と同様､前文に｢日
本は･･･-侵略戦争を企て･･-･連合国と戦争状態をひき起し､その戦争について責任を分担している｣

とし､いわゆる戦争責任条項を含んでいたのである｡井口らは､ ｢かような条約は､必ず､日本国
民全体に深い失望感｣を抱かせると不満をつのらせた`309)｡吉田にとっても､イギリス案は｢ひとつ
の衝撃｣であり､吉田の｢反応ははげしいものであった｣という`3-0'｡吉田は後日､サンフランシス

コ講和会議の半月前に当たる八月一六日､国会-の報告として｢この條約案は､和解の精神を基調
とし･-･･日本の主権を拘束したりする永続的制限を加えていない､ほんとうの意味の和解の倹約で
あります｡ (拍手)戦争の勝者がかかる原則を適用したごときことは､史上ないところであります｣

と強調している｡条約の寛大さの誰拠として挙げたのが､ ｢日本の戦争責任や無條件降伏の事実に
触れることなく､監視的な規定も設けない｣点であった`…)｡仮にイギリス案のような戦争責任条項

が実現すれば､こうした説得をするのは無理になる｡戦犯条項の第二一条に関しては､外務省は｢米
案と同趣旨であり異議はない｣と回答したけれども`3-2㌧後述するように､戦争責任条項と戦犯条項
は密接な関係を有するものであった｡
それでは､イギリスの講和条約案は､なぜ戦争責任条項を組み込むものとなったのか｡以下では､
この問題について検討してみよう｡
英連邦と対日講和の関わりとしては､まず､一九四七年八月二六日のキャンベラ英連邦会議が挙

げられる｡この会議以降､英連邦諸政府は早期講和促進で一致した｡しかし､キャンベラ会議の直
前､ニュージーランド外務省の文書には､ ｢講和条約で､日本軍の動員解除と復員､防御施設の破

壊､超国家主義者の追放､戦犯裁判などを規定するのが賢明であろう｣､日本軍再建の阻止も規定
するべきだとの立場が明記されていた(313)｡一九四七年八月の時点ではあるが､通常あまり注目され

ないニュージーランドが､このような厳しい観点を有していたことは興味深い｡
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その後､一九五〇年一月のコロンボ英連邦会議では､特別調査委員会が対日講和問題を検討する
ことが合意された｡その審議は､ロンドンで五月一日から始まった｡英連邦の全構成国が｢侵略的

な日本の復活｣を抑止する必要性について一致したが､抑止の手段や懸念の程度については温度差
があった｡オーストラリアとニュージーランドは､日本軍国主義の復活防止の長期的保護を求めだ
のに対し､インド､セイロン､パキスタン､カナダは､日本に課する制限は最小限にすべしとの意

見で共通していた｡結局､この委員会で一般に合意されたのは､イタリア講和条約と同様､条約の

前文で｢日本の軍国主義体制の責任｣に言及すること､ ｢戦犯の判決を扱う条項｣を設けることで
あった(掴)｡

こうして見ると､イギリス案の戦争責任条項の背景には英連邦諸政府の意見が存在したことがわ
かる｡そもそもイギリスの立場が最初から英連邦と同一であったわけではなかったのである｡
イギリス政府の対日態度は､一九五一年一月二日付文書に示されている｡いわく､アジアで懸念

すべきは､日本の侵略ではなくして｢共産主義者の覇権の脅威｣であり､日本の工業力と人力を共

産主義陣営に渡してはならない｡それゆえ､早期講和が民主主義路線で日本を発展させる唯一の途
であり､日本再軍備の禁止を条約に盛り込むべきではないというのである｡そう考えるイギリスは､

条約草案をなかなか見せたがらない合衆国の態度に不信感を抱いていた部)｡
さらに､在日イギリス代表部長ガスコインが､一九五一年二月のダレスとの非公式会談で､講和

条約にヴェルサイユ条約のような戦争責任条項を設けるのは賢明ではないとするイギリス本国の見
解を伝えており､この点でダレスと一致したのである`3-ら)｡

このように､実はイギリス政府は当初､戦争責任条項の挿入には実は否定的であったのである｡
ただし､この態度が不変かといえば､そうではない｡イギリス政府の立場に影響する要因としては､

第-に､日本人戦犯-の寛大な行為に強く反対する国民感情があった｡この関連では､減刑問題が
議会に持ち込まれる可能性も危惧されていたのである(3`7)｡そして第二に､オーストラリアを筆頭と

する英連邦諸国の圧力があった｡
ダレスは二月一一日の離日後､前述の通り､･フィリピン､オーストラリア､ニュージーランドを
訪問した｡キャンベラでは､オーストラリアのロバート･メンジース首相(SirRobenGordonMenzies)､
パーシー･スベンダー外相(Sir Per°y Cl紬de Spender)､ニュージーランドのフレデリック･ドイッ

ジ外相(SirFredehckDoidge)らと二月一五日から一八日の四日間にわたって会談が持たれた｡

オーストラリアとニュージーランドがダレスにぶつけた嬢問点のうち､戦争責任問題が重要な位
置を占めていた｡ダレスとの会談記録には､こうある｡ ｢イタリア講和条約は､侵略戦争を企て､

もって連合国との戦争を惹き起こした責任を認めるようイタリアに要求したことが注目された｡ま
た､ポツダム宣言が日本国民を欺いて世界征服に引き込んだとして日本の指導者を告発したこと､

そして極東国際軍事裁判所の判決がその告発を十分確証したことが想起された｡コモンウェルスの
特別調査委員会もまた､日本の軍国主義体制の戦争責任〔W紬guilt〕に言及すべきだと考えていた｣｡
しかし､ダレスは､ ｢この種の言及｣をすることが｢賢明なのか｣と疑問を呈したく瑚)｡ここで注目

されるのは､オーストラリアらにおいて､ポツダム宣言および東京裁判の判決が日本の戦争責任を

例証するものと位置づけられていた点である｡こうした観点こそが､やがて東京裁判の判決が戦争
責任条項と絡み合い､講和条約の規定に影響することになろう｡
次いで､戦犯の刑罰についても議論となった｡英連邦側は､戦犯受刑者の刑の変更において日本
人の同意を要するというのは不適当ではないかと考えていた`3'9'｡そこで､オーストラリアは､日

本の残虐行為に対する自国世論の厳しさに配慮し､刑の変更権限を連合国側に限定すべきだと主張
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し､この線で合衆国草案を修正する気があるかとダレスに尋ねた｡だが､ダレスは､こう応じてい
る｡ ｢在京中､日本人は自分に戦犯について非常に強い要求をした｡彼らは､これ以上の戦争犯罪

裁判をすべきではないこと､日本国外で拘禁されるすべての戦犯を内地送還すべきであること､恩
赦と仮釈放の独占的な権限〔sole power〕を日本政府に与えるべきであることを強く主張した｡これ

らの要求は受け入れられなかった｣と｡日米の条約交渉で日本側が本当に｢恩赦と仮釈放の独占的
な権限｣を求めたのかどうかは事実として確認されておらず､この点はダレスの誇張した発言であ
った可能性が高いと思われるが､いずれにしても､ダレスは､戦犯条項に関して｢この種の条項を
強要すること｣に否定的であった(leo)｡

6

米英交渉と講和条約の成立

イギリス政府は一九五一年三月､ワシントンの大使に覚書を正式に対米手交するよう訓令した｡
その三月一二日付覚書一一公的には｢イギリスの見解だけ｣を表明したものとされた一一は次の三

点を主張した｡第-に､日本政府は講和発効後､ ｢好ましからざる政治団体の復活｣防止を保証す
るべきである｡第二に､条約前文で､イタリア講和条約と同様､ ｢戦争状態を惹き起こした日本軍

国主義体制の責任｣に言及するべきである(戦争責任条項)｡第三に､日本政府には既決戦犯の服
役を｢保護する義務｣を課すべきである｡ただし､善行に対する通常の｢刑期短縮膨mission｣は認
める､と`32-)｡上記の第二点は､先に指摘したような英連邦諸国の圧力を受けた結果､イギリス本来

の立場を転換したものである｡第三点に関しては､一九四九年秋にイタリア政府の管理下で拘禁さ
れるイギリス関係イタリア人戦犯が特別の赦免を受けた際､イギリスの報道機関が憤慨したことが
あり､その当時からイギリス政府は｢時期尚早の釈放｣を防ぐ必要を意識していたのである(322)｡

これに対して､アリソンが起草した国務省の対英覚書(三月一三日付)は､イギリスの立場は｢条
約の合意された目的｣と一致しないと反論した｡すなわち､ ｢好ましからざる政治団体｣なる用語

は定義困難であり､結局､無意味な窺定になる｡戦争責任条項にしても､ ｢何らかの積極的利益に
なるのであろうか｣､ ｢ヴェルサイユのアナロジー｣からすれば､むしろ｢有害｣である｡そして戦

犯赦免問題については､刑の変更は､科刺した連合国側政府の同意を不可欠とし､それがない限り､
日本政府は戦犯に減刑等を与えることはできないものであると強調し､イギリスを安心させようと
しだ(323).

その六日後の三月一九日､ワシントンにおいて､対日講和に関する議会との協調を重視してきた

ダレスとフイアリは､上院外交委貴会の極東小委員会とともに暫定草案を詳しく検討した｡その際
のジョン･スパークマン小委員会委員長(民主党､アラバマ州選出､ JohnJ.Sparkman)､アレグザン

ダ･スミス(ニュージャージー州選出､ H. Alexmdcr Sm肌)上院議員らの提案によって､赦免権限

は日本と科刑政府の｢共同に基づく場合の外､行使されるべきではない｣と｢明確化する｣ことが
合意された('24)｡

こうして､合衆国の三月二三日付暫定草案は､英連邦や米議会の主張をある程度､取り込んだ内
容となった｡

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

連合国の軍事裁判所が科した戦争犯罪の刑(W紺Crmes sentences)に関して､日本国で拘禁さ

れる者を赦免し､減刑し､仮釈放し､恩赦する権限は､日本国および各裁判において刑を科し
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た-または二以上の政府の共同による場合の外､行使することができない｡極東国際軍事裁判

所が刑を科した者については､この権限は､日本国および同裁判所に代表者を出した政府の過
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半数の共同による場合の外､行使することができない〔傍点日暮〕 (325)｡

これ以前の二月三日付草案と比較すると､第-に､ ｢連合国の軍事裁判所が科した戦争犯罪の刑
ヽ
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に関して｣が追加された｡その結果､ ｢拘禁される戦争犯罪人｣が以前の｢拘禁される者｣に戻っ
ているが､これは単に表現の重複を避けたためであろう｡第二に､三月一九日の上院外交委員会と

の議論の影響から､赦免権限に関して､以前の｢共同で行使｣という文言が｢共同による場合の外､
行使することができない｣に修正された｡おそらく連邦議会側は､ ｢行使する｣となれば､日本が

赦免権限を行使するのが当然といった意味にとられると考え､赦免のハードルを高くするため､連
合国側の同意の比重を強調する文言に変えることを望んだと思われる｡しかし､赦免の正否は実際
の裁判国の運用次第であるから､意味の重大な変化をもたらすような修正とはいえない｡前述した
三月二七日シーボルドが吉田に手交した講和条約草案は､まさにこの三月二三日付暫定草案であっ
たが､日本の外務省もまた､その変化を重大視せず､この草案に異議を申し立てなかった(勅｡
こうして､合衆国は､ワシントン駐在の連合国一四カ国と朝鮮の軽米代表に三月草案を手交し､
各本国政府の意見を早急に出すよう求めた｡そして関係政府は五月までに各自の見解を提出する(327)｡

この状況で､ニュージーランドは､戦争責任条項の挿入を国務省に再度､申し入れるよう訓令し
たく328)｡そして､イギリスの四月二〇日付暫定草案は事実上､こうした英連邦の要求を包括するもの
となっていた｡すなわち､第-に､ ｢前文｣に｢日本国は､軍国主義体制のもと､ドイツおよびイ

タリアとともに三国軍事同盟条約に加盟し､侵略戦争を企て､もって､すべての連合国〔me Allied
powers〕並びに経携国〔Associated Powers〕および他の連合国〔other United Nations〕との戦争状態を

惹き起こしたのであり､この戦争の責任を負担するものである〔bearshershare ofresponsibility forthe

w針〕｣と明示した｡第二に､戦犯条項の第二一条は次のように窺定していた｡

日本国は､極東国際軍事裁判所並びに日本国内外の他のすべての正当に構成された連合国戦
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争犯罪法廷の判決を受講する義務を負い〔Japan undertakes to accept the 〕､また日本国

民に

科された有罪判決〔convictions〕および刑〔sentences〕に関する命令〔orde鴫〕を執行する義

務を

負う｡赦免し､減刑し､仮釈放する権限は､極東国際軍事裁判所が刑を科した日本国民に

入

に

れ

る

ついては､日本国および各裁判において刑を科した-または二以上の政府の共同で行使さ

す

る｡また上記に言及された以外の戦争犯罪法廷が刑を科し､日本で服役している戦争犯罪

と

ては､日本国政府および同裁判所に代表者を出した政府の過半数の共同で行使されるもの

つい

ものとする〔傍点日暮〕 (329)｡

このイギリス暫定草案は､赦免規定の中から｢恩赦｣を削除しているが､やはり何といっても注

目されるのは､判決受諾巌定である｡それは基本的に､日本に刑の執行を遵守させるための実効的
な義務規定である｡ダレスとアリソンが起草した合衆国の一九五〇年八月九日付草案にあった｢日
本国は･･････刑を守るrespect｣という部分は､いつのまにか削除され､戦犯条項はもっぱら赦免の条

件を定めるものとなっていた｡合衆国草案の｢刑を守る｣ないし｢刑を尊重する｣というのは､ ｢判
決jud餌nentS｣よりも限定的な｢刑Sentences｣とした点からして､この場合､単に日本による刑の執

行義務だけを意味したと現時点では考えられるが､それでも､おそらく日本側のこの問題に関する
敏感性に配慮した結果､削除されたのだと思われる｡これに対して､イギリスと英連邦が､講和後
の日本が戦犯釈放に向けて動き出すことを懸念し､元に戻したということになろう｡しかし英連邦
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の意図は､それだけであったのだろうか｡
そういえば､オーストラリアとニュージーランドがダレスと会談した際に明らかとなったように､

英連邦は､一九四七年のイタリア講和条約のように､日本が侵略戦争を企図し､戦争を惹起した責
任を負うことを明示するよう望み､その関連で､ポツダム宣言や東京裁判の判決を引燻した｡そう

した観点から､東京裁判を始めとする戦犯裁判の判決は､その戦争責任の帰結でもあり､例証であ
ったから､裁判の判決を日本が受講し､刑を執行するという条文が派生するのは不自然ではなかろ
う｡このように､戦争責任条項と戦犯条項の判決受諾規定とはパラレルなものであった｡
しかし国務省は四月二七日､合衆国の次のような見解をニュージーランドほかに伝えた｡戦争責

任条項については､すでにポツダム宣言と東京裁判の判決で十分に記録されているし､朝鮮戦争で
国連軍に貢献している日本人も嫌がるから､講和条約-の挿入は害あって益なしだと退けたのであ
る`抑)｡四月七日にイギリスの主張を知ったシーボルドも､戦争責任条項が｢非懲罰的条約｣という

観念を傷つけ､日本による条約受諾の障害になると強く反対している(細｡こうした合衆国の断乎た
る反対を受けて､イギリスは戦争責任条項の挿入を放棄しすることとなった｡

合衆国政府の対日基本政第は､日本が｢合衆国に友好的な自力本願の国になるのを支援する｣こ
とであった｡ ｢国内の安全と対外侵略に対する防衛を維持でき､極東の安全と安定に貢献する｣日
本を望み､日本人を西側志向にして共産主義から遠ざけるための｢心理計画｣を考えていたのであ
る`332'｡この観点から対日講和も早急に決着させねはならず､日本を不要に傷つけることは避けるべ
ヽ
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きであった.戦犯問題でも､合衆国国民の感情を刺激しない程度､連合国の裁判の正当性を喪失さ
ヽ
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せない程度の譲歩は可能であったが､イギリスが強硬な立場をとれば､米英間の妥協調整も必要に
なってくる｡

米英の両草案は､アリソン中心の共同作業班の手を経て､五月三日付で一応の米英共同草案とな
った('33)｡

連合国の軍事裁判所が科した戦争犯罪の刑〔war crimes sentences〕に関して､日本国で拘禁さ

れる者を赦免し､減刑し､仮釈放し､恩赦する(恩赦については､新たに発見された証拠が認
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められた時に限る)権限は､各裁判において刑を科した-または二以上の政府の決定および日
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本国の勧告に基づく場合の外､行使することができない｡極東国際軍事裁判所が刑を科した者
ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

については､この権限は､同裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定および日本国の勧告
に基づく場合の外､行使することができない〔傍点日暮〕 (334)｡

この五月三日付草案については､以下の諸点を指摘できる｡第-に､イギリス草案に存在した判

決受諾規定が採用されていないことである｡第二に､ ｢新たに発見された証拠が認められた場合に
限る｣との限定付ながら､ ｢恩赦｣の文言が残っていることである｡第三に､最も注目すべき点と
して､赦免権の行使が､科刑政府の｢決定decision｣と日本政府の｢勧告recommendation｣によるも

のとされた｡この点､四月二〇日付イギリス草案でさえ､赦免権は科刑政府と日本政府の共同行使
としていたのだが､五月三日付草案で初めて日本側の権限が｢勧告｣どまりと弱められたのである｡
この新方式が､米英いずれの発案なのか､事情は不明であるけれども､一つの手掛かりとして､一

九五二年二月､西独に関する仮釈放委員会相当の機関設置をめぐる議論に際して､イギリスは､こ
の委員会に赦免の｢決定｣権を付与すると主張したが､合衆国は､委員会の権限を｢勧告｣にとど

めるべきだと主張した事実がある('35)｡仮にこのことから類推するとすれば､合衆国の発案で
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あった可能性が高いといえよう｡いずれにせよ､確実なところは不明なので､ここでは､米英

の調整過程において日本の｢勧告｣方式が登場した事実だけを確認しておこう｡
しかし､なおもイギリスが自らの草案にあった判決受諸規定の追加を望んだ結果､合衆国は一九
五一年五月下旬の修正案において､判決受諸規定を新たに挿入したく336)｡戦争責任条項の削除と判決

受諾続定の追加の取り引きで､妥協が成立した格好である｡
他方､ ｢恩赦｣の文言に対しても､イギリスが削除を強く主張した｡ ｢戦犯に恩赦を与えれば､そ
の有罪判決を消し去ってしまう｣ことになると考えたからであった`劃7'｡ニュージーランドも､この
点でイギリスと同じ立場である旨をダレスとアリソンに知らせている(338)｡

ところで､ ｢大赦｣と｢恩赦｣はそれぞれ異なるものである｡合衆国陸軍省文書その他によれば､
｢大赦amnesty｣とは｢犯罪を宥恕する｣恩恵行為(rorgiveness of the ofrence) ､特に政治的犯罪を不

問にする行為である｡他方の｢恩赦p鯖don｣とは､ ｢刑罰を宥恕する行為｣であり､刑罰を免除緩和
したり､有罪宣告そのものを消滅させたりするもので､市民権等の回復も可能になる039)｡ちなみに､
東京裁判の元弁護人ベン･ブルース･ブレイクニ(Ben Bruce Blakeney)は､ ramestyは一般的なの

に対しpardonは特定人に対する場合に用いられるのが普通の用例のようである｣としている(3m｡と

はいえ､専門家以外の者が､このような両者の厳密な意味の相違を意識していたなどとは思えない｡
大方の人間は､大体似たようなものとして､それぞれの用語を使っていたのであろう｡
国務省では､赦免問題の専門家である法律顧問補コンラッド･スノウが､五月一四日､仮に将来､

受刑者に有利な新謹拠が発見された場合､恩赦権そのものが国際的な争点になる可能性があるとダ
レスに具申した｡この場合､ ｢恩赦｣を明示すると､日本が当然それを求めてくるから､問題がこ

じれるという意味であると思われる｡おそらくスノウは､仮に合衆国が将来｢恩赦｣ないし｢大赦｣
の付与を決定することがあっても､最初の｢赦免clemency｣の含意を広義に解釈し､そこから｢恩
赦｣ ｢大赦｣を引き出せると考えたのではあるまいか｡ともあれ､こうした経緯があって､合衆国

は｢恩赦｣の削除を決定し､六月四日から始まるロンドンでの米英会談時一一中国問題をめぐる有
名な｢ダレス･モリソン合意｣はこの米英会談で成立している一一､ダレスからハーバート･モリ

ソン英外相に､その旨正式に伝え､イギリスと英連邦諸国を満足させた`劉)｡こうして､次のような

六月一日付草案が作成された｡

日本国は､極東国際軍事裁判所並びに日本国内外の他のすべての連合国戦争犯罪法廷の判決
〔judgments〕を受講し､かつ､日本国で拘禁される日本国民にこれらの法廷が科した刑を執行
するものとする｡かかる受刑者〔prisoners〕を赦免し､減刑し､仮釈放する権限は､各裁判に

おいて刑を科した-または二以上の政府の決定および日本国の勧告に基づく場合の外､行使す
ることができない｡極東国際軍事裁判所が刑を科した者については､この権限は､同裁判所に

代表者を出した政府の過半数の決定および日本国の勧告に基づく場合の外､行使することがで
きない(342)｡

要するに､合衆国側は､判決受諾規定について､イギリス草案における｢義務を負う｣という表

現を削除したうえで受け入れ､また｢恩赦｣の削除も受け入れたわけである｡
そして六月一四日付米英共同条約案が作成され(妙､来日したアリソンが同月二五日､井口貞夫外
務事務次官らにロンドン会談の結果を伝えた`344'｡条約案を検討した外務省では､戦犯条項について
｢別に異議を申したつべき筋合の修正でない｣と評価している`345'｡
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このことから､外務省の認識に関して二点指摘できよう｡第-に､日本側の権限が｢勧告｣に低

下したことを格別問題視していない様子が窺われる｡第二に､判決受諾規定に関しても許容したと
いうことである｡この点､日本側には､判決の受諾について許容する見方が以前からあった｡例え

ば､一九四九年一月の外務省条約局法規課文書では､ポツダム宣言を受諾した結果､ ｢我国として
は裁判の結果たる判決の効力を承認すべきことは､当然である｣とされていた`346)｡さらに旧軍の後

継の復員局でさえ､ ｢実行可能性の嬢念､相手国に不遜だとの配慮｣によって裁判の再審(刑の不
均衡是正､適法性等の再審)の希望は｢差し控えて｣いたのである(34m｡

以上のように､米英交渉の段階で､戦犯条項は二点において重要な変化を示すこととなった｡第
-に､イギリスおよび英連邦諸政府の主張によって､戦犯裁判の判決受諾規定が加わったことであ

る｡この点､戦争責任条項の削除と判決受諾規定の追加が米英間の妥協点となった結果の条項であ
った｡したがって､戦犯条項前段の判決受諾規定は､戦争責任条項の代替物であったと意味づける
ことができよう｡第二に､発案者が誰かは不明ながら､赦免権限の態様､諮和後の戦犯釈放に関す
る基本的手続きが明示されたことである｡すなわち､従来の｢共同行使｣という曖昧な規定が変わ
って､日本側には｢勧告｣権限しか与えられず､連合国側裁判国が｢決定｣の最終的権限を有する
こととなった｡要するに､裁判国の立場が著しく強化され､戦犯条項の過酷さが増したわけである｡

講和条約案は､七月三日に米英の最終合意を見た｡この七月三日付草案は､七月七日､シーボル
ドから日本側に手交されている(3m)｡戦犯条項の第--条は次の通りである｡

日本国は､極東国際軍事裁判所並びに日本国内外の他の連合国戦争犯罪法廷の判決を受講し､
かつ､日本国で拘禁される日本国民にこれらの法廷が科した刑を執行するものとする｡かかる

受刑者を赦免し､減刑し､仮釈放する権限は､各裁判において刑を科した-または二以上の政
府の決定および日本国の勧告に基づく場合の外､行使することができない｡極東国際軍事裁判
所が刑を科した者については､この権限は､同裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定お
よび日本国の勧告に基づく場合の外､行使することができない(349'｡

七月一一日､ AP通信社が条約草案をスクープし､二日後の一三日に講和条約案が公表された`'50)｡

その後､七月二〇日修正案が日本側に手交されているが､戦犯条項の第一一条に関しては､ ｢日本
語には影響のない前置詞toの追加｣が施されただけである(35-)｡最終テキストは､八月一三日付で
ある(332'｡こうして､サンフランシスコでの講和会議(一九五一年九月四日一八日)が開かれ､九月

八日の調印を見ることとなった｡
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講和条約第--条の解釈

対日講和粂約-- ｢日本国との平和条約｣ (一九五二年四月二八日発効)一一は､連合国と日本

が｢主権を有する対等のもの｣として｢両者の間の戦争状態｣を終結させるものであった｡それは
確かに総じて｢寛大｣な講和条約であったといえるが､だからといって､すべてが｢寛大｣であっ

たわけではもちろんない｡占領期の政策が主権回復後にも残存するケースも見られ､その代表的な
事例が領土問題や戦犯問題であった｡これらは､公職追放のように講和の発効で解消するというわ
けにはいかなかったのである｡

それでは､講和後の戦犯釈放の与件となるべき戦犯条項は､いかなる意味内容を有していたのだ
ろうか｡このことに最も強い関心を抱いたのは､いうまでもなく巣鴨の受刑者たちであった｡彼ら
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は､講和条約の内容を懸命に検討し一一おそらく弁護士連合会ほかの助けを借りて一一､疑問点を
政府に提出した.いわく､四月草案と七月草案を比較すると､戦犯条項の｢記述の字句に著しい差
異が認められる｣が､内容上の変化があるのか｡ ｢新聞訳｣のように､ rclcmency｣は｢恩赦｣ない

し｢寛大なる処置｣として広義に解釈してよいのか､つまり､大赦､特赦をも含んでいるのか､ま

たは再審によって特定者だけを釈放するということなのか｡これらの問題点を指摘したうえ､彼ら
は､戦犯の刑が｢極めて苛酷であった｣ことを再認識して交渉して欲しい､ ｢戦犯弁護に当った在
京弁護団､既出所の有力者の活動を特に望む｣､ ｢輿論の喚起に努められたい｣と政府に要望した(353)｡

さて､ここで講和条約第四事｢政治及び経済条項｣中の第--条を改めて確認しておこう｡

日本国は､極東国際軍事裁判所並びに日本国内外の他の連合国戦争犯罪法廷の判決を受講し､
かつ､日本国で拘禁される日本国民にこれらの法廷が科した刑を執行するものとする｡かかる

受刑者を赦免し､減刑し､仮釈放する権限は､各裁判において刑を科した-または二以上の政
府の決定および日本国の勧告に基づく場合の外､行使することができない｡極東国際軍事裁判
所が刑を科した者については､この権限は､同裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定お
よび日本国の勧告に基づく場合の外､行使することができない(354)0

日本の政府機関も､当然のことながら､戦犯条項の第--条を詳細に分析した｡まず､復員局が
一九五一年七月一六日､条約草案第--条の問題点を提起している｡第一に､ ｢acceptsthejudgments｣

の解釈である｡いわく､ rjud餌nentS｣は｢裁判｣､すなわち有罪無罪の判定と刑の宣告を含むのか､
だとすると､日本側は裁判に一切異議を申し立てる余地がなくなるのか｡また､これを｢accept｣
すると､裁判の効力が国内的にも及ぶのか｡第二に､ ｢clemencyjは､恩赦､大赦､特赦も含むもの

と解釈してよいのか､といった問題である｡

これらの問題をはっきりさせるため､第二復員局残務処理部の榎本重治が翌日､東京裁判の元弁
護人ベン･ブレイクニと議論している｡ブレイクニは､第-点について､ ｢本草案は正確に法律用
語を字義通りには使っていないようである｡ ･-･･ 〔Judgemcntsは〕有罪無罪の判定､刑の宣告を併

せた意味に用いていると見るべきであろう｣､第二点については､ rclemency｣は｢裁判の結果を軽
減すること｣であり､ ｢頗る広い意味を詩っているのであってamnesty､ pardon等をも包含し得る｣

と述べた｡榎本が｢恩赦｣の削除の効果について尋ねると､ ｢clemencyがある以上は実質上の差異
はないものと思う｣と答えている(355)｡

復員局の照会を受けた外務省は､以下のような解釈を｢定めた｣｡
第-点に関しては､日本は､誤った裁判も含めて､判決一一すなわち､有罪･無罪の判定および
刑罰一一を受講するものと解釈した｡ただし､注目すべきことに､外務省は､こうも付け加えてい
る｡ ｢裁判の如何なる部分に対しても､異議を申立てる余地は全くなくなると解すべきにあらず｣､
人違いや拷問の自白など条理上明白に不当な誤判については､ ｢救正｣を要求できるものと解する｡
条約は漠然たるところに妙味があり､解釈を突きつめると､自縄自縛に陥り､かえって不利になる｡

内地送還が完了した後､合衆国と仮釈放について外交交渉すればよい､ ｢パロール､減刑等は米国
と相談すればよろしい｡パロール制度は英､蘭等関係国総べてと協議して作成されたものであるか
ら､調印後と艶も､各国政府と個別的に取り決める必要はないと思われる｣と(356)｡外務省連絡局調

査課長の吉村又三郎は､一九五一年七月二七日の渉外連絡会議(中央連絡協議会の後身)でも､ ｢講
和条約第十一条の規定はbmad lineのみを示しており､詳細の点は今後の外交交渉に倹つべきものが
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数多存在｣しているが､ ｢この際注意すべきは､条約文は漠然としていて解釈上幅を持たせてある
方が寧ろ有利になる｣とも語った(357)｡

このように､外務省は､第--条が大まかな方針のみを定め､解釈の余地を残しているから､む
しろ日本には有利である､ ｢徒らに今から細部に亘って詮索しない方がよい｣と判断していたので
ある('58)｡

第二点のclemencyに関しては､恩赦･大赦･減刑･仮釈放等､ ｢裁判の結果を軽減する一切の事

項｣を指すと解し､日本政府単独での赦免は許されないものの､日本政府の勧告が考慮されるとい
う点に外務省はむしろ注目した(35°'｡

以上を踏まえて､戦犯条項を二つの側面に大別することができよう｡第-に､連合国の戦犯裁判

の正当性を確定し､それゆえ裁判の結果たる刑の執行を保証する側面である｡日本は､極東裁判所
と内外のBC級法廷の｢判決judgments｣を｢受諾acccpts｣し､日本国内で拘禁される受刑者の｢刑
sentences｣を占領後も｢執行するwillcarryout｣という義務を負った｡外務省条約局の分析によれば

戦時国際法の理論上､講和発効後は戦犯起訴は不可能となり､判決は｢将来に向って効力を失う｣｡
しかるに､対日講和条約第--条は､講和後も判決の｢効力｣を確認し､刑の執行に当たることを
明示したわけである(350)｡この場合､明白に不当な部分については異議を申し立てる余地ありとする

前述の判断も含めて､外務省の見方を踏まえると､条約締結当時､刑の執行を確実にするための判
決の｢効力｣確認ということで､むしろ比重は刑の執行の方に置かれていたといえよう｡ただし､

すでに英連邦の政策分析で判明したように､判決の受諾は､失われた｢戦争責任条項｣の代替物で
あって､講和後の日本が戦争責任の象徴たる戦犯裁判の判決を反古にすることを許さない､換言す
れば､連合国の裁判の正当性を確保するという意味も込められていた｡
第二に､個々の戦犯を｢赦免grant clemency｣､ ｢減刑reduce sentences｣､ ｢仮釈放parole｣するに際

しては､日本は｢勧告recommendation｣権限のみを与えられ､裁判国の｢決定｣を不可欠とする側

面である｡しかし当時の日本側当局者たちは､むしろ｢clemency｣概念の広範さに期待する向きが

強かっだ｡敗戦直後から戦犯問題に関わってきた豊田隈雄(一九五二年六月当時､厚生事務官､二
復法務調査延長)は､ ｢日本政府は国内犯にもあらず両も上述の如き特種の運命に在る同胞を自ら

の手によって刑務所の罪人として管理すべき極めて不合理且奇異なる任務を担当するに至った｣と
の義憤を覚えつつ､ ｢Clemencyなる極めて融通性に富み含みのある広い意味を有する用語によって

示され大赦､特赦は勿論凡有寛大なる処理に対する一般勧告をも可能にして居るものと判断する(外
務省も有力なる米人弁護士及国際法学者も比の解釈をとって居る)｣と書いている(361)｡

それに､ -国単位法廷で裁かれたBC級戦犯の場合､赦免は当該裁判国だけの｢決定｣で可能な

のに対して､極東国際軍事裁判所で裁かれたA級戦犯の場合は､連合国諸政府の国際合憲(過芋数
の決定)を要する｡この点で､外交交渉上の相違があったことは､講和後の日本外交に複雑な行動
を強いるものと思われる｡
ちなみに､ A級戦犯に関していえば､梅津美治郎が一九四九年一月八日に病死､白鳥敏夫も一九
四九年六月四日､一年余の闘病後に死去した｡七月二三日､東郷茂徳が病死､同年一一月三日には
小磯国昭も米軍野戦第三六一病院で死去している(362'｡したがって､講和発効当時､巣鴨に拘禁され
るA級戦犯は､荒木貞夫､橋本欣五郎､畑俊六､平沼麒一郎(一九五二年八月死去)､星野直樹､

質屋興宣､木戸幸一､南次郎､岡敬純､大島浩､佐藤賢了､嶋田繁太郎､鈴木貞一の終身禁錮刑一
三名となっていた(重光は刑期満了)｡
さらに､ A級問題における関係諸政府とは､合衆国､イギリス､中国国民党政権､ソ連､フラン
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ス､オランダ､カナダ､オーストラリア､ニュージーランド､インド､フィリピンの一一カ国であ

るが､講和条約に調印していないソ連､中国､インドの扱いはどうなるのか､講和条約の非当事国
となったことでA級赦免に対する拒否権ないし法的発言権を喪失することになるのか(363)､それに､

インドと分離したパキスタンはA級赦免協議に含めるのか､といった諸問題が残されていた｡また
日本政府の｢勧告｣を受けて､どのように諸政府間の｢決定｣を処理するのか､その手続きも未解
決のままであり､日本も連合国も､講和発効の前後､これらの問題を検討することとなった｡
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講和条約第--条と対日暫戒心

北京政権の周恩来外相は一九五一年八月一六日､米英草案が日本の非軍事化､民主化方針に反し

ていると非難して､米占領当局が日本の軍事基地を拡大し､軍国主義的組織を復活させ､戦犯を釈
放し､追放解除を推進し､朝鮮戦争で日本の人的資源を利用し始めたと､ ｢逆コース｣批判を展開
した(砂｡

こうした東側の批判を別にしても､日本-の警戒心は存在した｡例えば､一九五一年六月二八日､

アリソンは目黒の外相官邸で､追放解除を｢日本であまりいそがれない｣ようにして欲しいと吉田
に希望している｡特にイギリスとフィリピンにおいて追放解除を戦前-の回帰の｢徴候｣と警戒す
る向きが強いと見たためであった065'｡

なるほど在日イギリス代表部は､戦犯釈放に関する講和後の日本の行動がどうなるか警戒してい
た｡例えば､一九五一年一一月一七日付の外務省宛電報は､日本では主権回復後､戦犯釈放の広範

な運動が起こることを予測し､日本政府が今後､第--条による減刑･仮釈放の勧告権限を活用す
るだろうと述べている(366)｡一九五二年に入ると､その警戒心は高まるばかりであった｡ ｢日本は､

諮和条約が発効するや､ A級戦犯の釈放に関して他国政府の同意を求めそうだと見られる｡我々は､
このようなアプローチに対する備えをしておくべきである｡ソ連は､この申請に拒否権を行使でき
ないから､日本がこれらの人々の釈放に成功してしまうこともありうると思われる｣ (一月-一日

付外務省宛壇報) (柳｡ ｢当地では､講和条約発効後､日本が戦犯-の寛大な処遇を求めれば､アメ

リカは､そのすべての要求について支持しそうだという徴候がある｡日本政府の公的態度はまだ公
になっていないが､彼らが自分たちには戦犯の減刑･仮釈放を堂々と進める自由があるのだと感じ
るや､それを訴えるというのも､ありそうなことである｡ --戦犯赦免-の寛大な方策に向けて日

本の要求がおそらく増大していくこと､連合国側の関係政府がその公的態度の共同計画を一刻も早
く立てておく必要がある｣ (四月三日付外務省宛亀報) (拙'｡

イギリス代表都の見方の根拠の一つとして､前年一二月一四日の参議院法務委員会｢戦争犯罪人
に対する法的処置に関する小委員会｣があった｡これは､講和条約第-一条の運用を検討するため
の調査を目的に設置された小委員会であり､一二月一四日､東京裁判の弁護人を務めた清瀬一郎､
鵜薄給明､林逸郎の三名を参考人招致した｡清瀬は､こう述べている｡ ｢私ども〔講和条約〕十一

条に持っております一番大きな疑問は､全体今までの平和条約というものは､戦争犯罪人はお互い
に大赦しよう､こういうのが平和条約なんです｡ --今言うと負措しみのようでありますが､アメ

リカのほうでも罪を犯しておるのです｡例えば東京の無差別爆撃､これは犯罪ですわね｡広島の原
子爆弾綬下､これも当時では犯罪です｡ --ところが今の平和条約ではあべこべで､戦争裁判の判
決はこれをアクセプトすると言ってしまっている｡ --この条項の代りに､批准と同時に双方の犯
罪は帳消し､こう言うべきであったと私は思っている｡ --それからこの十一条によりますると､
日本のレコメンデイシヨン､日本の勧告があって､ ･･-･私どもは考え､考え抜いた上､一番公平な
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方法は､批准前に全部当り前ならみんな大赦を受けるんだ｡講和条約がこうなったから大赦に最も
近い方法にしたい､ついてはこの規則にまとい付いて､批准寄託と同時に､又は批准寄託より多少
遅れてもいいけれども､戦争犯罪人全部を一人残らず赦免にすべしというレコメソデイシヨンを我
がほうが出す｡伺うがもう六カ国批准するときに日本の言うたレコメンテイシヨンを承認する｡そ

うすると条約が効力を発するときに赦免ができるから､結局昔やり来たったように､平和条約と同
時に皆が釈放されるという結果を持ち来たすのであろう､こういうことを当時の弁護人が皆寄りま
して､こうして本院にも請願書として私ども提出いたしておる次第であります｣ `369'｡

実際､講和条約の調印後､ ｢戦犯者に対する同情の念が一段と表面化｣し､日本の主権回復-占

領の終結を機会に戦犯に大赦を与えるべしとの意見が強まる一方であった｡ ｢代議士､府県会議員

らにより嘆願運動が行われているが､それら嘆願書はその内容が不穏当で却って逆効果を生ずる如
き虞れのあるものが多い｣という有様であった〈抑'｡また官僚機構内部でも､一九五一年八月と一一

月の少なくとも二度､引揚援護庁長官の宮崎太一が外務次官の井口貞夫に対して､全般的大赦一一
｢非日本人に対しては､特に配慮されたい｣一一､死刑の減刑､早急な内地送還をお願いしたいと
依頼したく37-)｡そして清瀬､鵜濁ら-二名は､清瀬の上記発言にもある通り､全戦犯の赦免要求を各
国政府に送付すべしとの請願書を提出し､参議院で採択された`372'｡こうした状況で､外務省は何を
しているといった批判が強まるのは必至であった｡

外務省の吉村又三郎は､一九五一年一二月一二日､参議院法務委員会｢戦争犯罪人に対する法的
処置に関する小委員会｣でこう語っている｡ ｢政府は占領軍当局､即ち総司令部以外の国と直接交
渉してはならないという占領軍のデイレクテイヴ､指令がありまして､できなかったのです｡だん

だんこの頃緩和されて来まして､或る程度まで日本政府に外交権を認めるということになって参り
ましたから､或る程度までは本国政府と連絡することが認められたのでありますが､それがどの程
度まで認められているか､どの程度以上は認められないかという点は､実は最近の指令におきまし
ても､緩和されたことだけはわかっておるのですけれども､どの程度まで認b_られているかという

のはなかなか論議のあるところなのでありますが､私たちのほうはできるだけ広く解釈しておるの

です｣｡しかし､委員長の鬼丸義蔀参院議員が｢現に有罪判決を受けた戦犯者に対して､政府の名
を以て成るべく早く釈放してもらいたいということについての申入れはしておりますか｣と尋ねる
と､吉村は､次のように言葉を濁さざるをえなかった｡ ｢この間題も実は非常に微妙なる国際関係
におきましてなかなかむずかしいわけであります｡ ･･-･一般的に誰もかれも早く釈放してもらいた
い､こういう要求はどういう理由で要求するか､ ･･･-政府が戦犯者に対してそこまで一般的に減刑

してくれということを正式に申入れ得るものであるかどうかといういろいろな問題がありまして｡ ･･････結論から申しますと､正式には申入れておりませんが､何もしていないわけじゃめりませ
ん｣ (殉｡

実際､同年九月一四日の渉外連絡会議の席上､法務府渉外課長がGHQの厳しい態度を｢極秘事
項｣として報告していた｡すなわち､講和条約発効を機に大赦､減刑等の行刑的恩典付与がなされ
るとの希望的観測があるとして､仮釈放委員会側に｢それとなく極めて軽くサウンドして見た｣と
ころ､先方からは､法務局内には｢極めてシヴイヤーな考え｣があり､戦犯は普通の犯罪人と何ら

違わないから､従来通りの仮釈放を続行するだけのことである､政治的理由に基づく大赦は全く考
えていないとの返答があったというのである｡この報告に鞍した吉村連絡局調査課長は､ ｢今直ち

に本件を持ち出すのは時期尚早｣であり､下手をすると逆効果になる､ ｢右状況の下では､吉田総
理が持って行っても､うまく行くまいと観測される｣､ A級の場合､先方において譲歩の可能性も
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あるが､ BC級の恩典付与は極めて困難視されると法務府に伝えていたのである674)｡

なお､このようにBC級よりもA級戦犯の釈放の方が容易であるとの観測は､当時の日本人の間
では｢BC級こそ気の毒だ｣と見る向きもあって､奇異な印象を与えるかもしれないが､決して特
殊なものではなかった｡例えば､ブレイクニは､ ｢恩典授与順位では､ A級がBC級に優先する｣
と見ていた｡アメリカ人からすれば､ A級の行為一一｢平和に対する罪｣一一は｢旧い出来事であ

る故忘れ勝ち｣であるのに対して､ ｢残虐行為は極悪の非文明的な犯行｣ゆえに｢宥恕することは
中々困難｣とされるからというのであった`'75'｡吉村の先の観測は､このブレイクニの判断に依拠し
たものであった｡

吉村は､一〇月三〇日にも､中央更生保護委員会事務局長の斎藤三郎に､ GHQに何らかの申し
入れをするかどうかは閣議または次官会議レヴェルの決定を待つべきだと助言していた｡その一方､
吉村は省内では次のように述べている｡合衆国を多少動かせても､特にオーストラリア､フィリピ

ンなどは異論を唱えるから､本件実現の可能性は少ない｡ ｢然しながら､この際政府が何らの措置
も採らなかったとすれば､後世史家の判断は如何ようなものであろうか｣と(376)｡実現性がなくとも､

行動せざるをえない､講和発効後の外務省にのしかかる課題であった｡

9

講和条約第--条の枠外

ところで､対日講和条約第--条でカヴァ-できない存在があった｡講和条約に署名していない

中国国民党政権関係の戦犯､そしてソ連に抑留される未帰還邦人一一ソ連の言うところの｢戦犯｣
-である(ソ連が北京政権に｢戦犯｣として引渡した日本人も存在した)｡
このうち､国民党関係戦犯の問題は早期に決着した｡国民党政権は､当初､日華平和条約の第一
次草案に対日講和条約第一一条をそのまま引き写した戦犯条項を示した｡しかし国民党は､中国共
産党との対立､ ｢面子｣ -の敏感性という二つの要因から､他の連合国諸政府との平等待遇と引き

換えに戦犯条項を削除する意向を匂わせるようになり､一九五二年三月の第二次草案では対日講和
秦約第-一条の適用除外､すなわち戦犯処理を日本側に一任することを容認した｡こうして､一九

五二年四月二八日締結の日華平和条約は､その議定書第-項Cにその旨を規定し､条約が発効した
一九五二年八月五日､磯谷廉介元陸軍中将ほか中国関係戦犯九一名が釈放されたのである(ただし､
一名は合衆国の判決も受けており､その刑期が残存したし､フランス関係も二名いたので､実際の
釈放は八八名であった) (動｡対日講和条約の枠外で発生した事実上の｢大赦｣といえる事例である｡
しかし､ソ連の｢未帰還邦人｣送還は厄介な問題であった｡前述の通り､ソ連は一九五〇年四月
二二日､ ｢戦争犯罪人関係の一､四八七名以外の日本人捕虜｣は送還し終えたと公式声明し､以後
の送還を停止してしまった｡当然､一九五一年四月二三日の吉田･ダレス会談では､ソ連と中国に
いる未帰還邦人の送還促進を日本側が要望している'3m'｡一九五一年五月一九日にも､合衆国は

ソ

連覚書(五月七日付)にこう反論した(五月二〇日に国務省が発表し､日本でも広く報じられた)｡
｢合衆国政府は､ 『日本国の戦争遂行能力が破砕せられた』 〔ポツダム宣言〕と認める｡ ･･-･合衆国

に関するかぎり､その支配下の日本国軍隊を事実完全に武装解除し今やかれらが確実に平和的な生
産的な生活を営めるようにしてやった｡交戦国のうちソ連政府のみがこの規定〔同第九項〕を順守
しないで降伏条項に違反して約20万の日本将兵に各自の家庭に復帰し平和的な生活を営むことを
えしめないでいる｡ 〟-･･合衆国政府は､平和条約によってルーマニア･ブルガリア･ハンガリアに
課された･-･ような条約による軍備制限の信頼性にたよるつもりはない｣ (379'｡その後も米ソの応酬

は続き､六月のソ連覚書は､ ｢未送還者は戦争犯罪の告発をうけて審理中の一四八七名の日本人拭
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虜と病気治療後送還さるべき九名の日本人捕虜および中国人民にたいして重大な犯罪をおかし中華
人民共和国に引渡される九七一名の日本人捕虜だけである｡したがってソヴィェト政府が約二〇万

の日本軍兵士の本国送還を妨げているとの米国覚書の断定はつまらぬ中傷であって､中傷した本人
を傷つけるだけである｣ (300)｡

ソ連が｢戦犯｣として抑留する日本人の場合､日本政府､ GHQの双方ともに｢一般の未帰還者
と同様に取扱われる性質のもの｣として｢戦犯｣の扱いをしていなかったし､そもそも｢ノー･タ

ッチ｣､手の及ばない存在であった｡ソ連が仮に講和条約を署名批准すれば､ソ連関係の｢戦犯｣
について､日本政府がソ連の判決を受講することになるという｢奇妙な結果を招く｣事態さえ懸念
されていたのである(38-)｡彼ら抑留邦人の送還も､やはり講和後の日本外交の懸案となった｡

ちなみに､ドイツのケースも類似の状況であった｡ドイツ側が日本に説明したところによれば､

ソ連によるドイツ人｢戦犯｣は､西側の戦犯とは全く異なり､弁護士も十分な証拠資料もなしに行
なわれた模様であった｡一九四九年末に多数の将兵bS集団裁判で戦犯とされ､一九五〇年四月に約
-万二〇〇〇名の戦犯が帰国した｡翌月ソ連は､依然ソ連領内に抑留するドイツ人｢戦犯｣の人数
を約九〇〇〇名と"発表している(383)｡

10

巣鴨の移管

講和条約の締結が間近に迫った一九五一年七月二七日､ ｢戦犯者は条約発効後日本国内法上も犯

罪人として取扱われるものなりや否や(この点は法務府の有権的解釈を待ちたい)､条約調印後の
戦犯者管理はどの程度日本側に移管されるか｣は､日本側にとって不分明な問題であった(383)｡しか

し同年一〇月前半の渉外連絡会議では､ -イゲンが巣鴨移管に関して日本側との協議を申し入れて

きたことが報告されている(なお､木村四郎七外務省連絡局長は｢戦犯関係事務は渉外関係のみを
外務省が所管する以外一切これを法務府で行って欲しい旨｣発言した)｡これは､ GHQが占領終
結を見すえ､すでに戦犯管理の移管準備に入っていたことを示していよう的)｡
そして､ GHQは一九五一年一二月三一日､こう指令した｡ (1)日本政府は､一九五二年二月一

五日以後､巣鴨プリズンおよび同所に拘禁される戦犯を管理するに十分な要員を供給する､ (2)冒
本政府は同年三月三一日以後､移管に必要な施設､設備､役務等を供給する､ (3)最高司令官は､

講和条約が日米間で発効する日までの間､巣鴨プリズンと受刑者の管理を監督し､戦犯の減刑･仮
釈放の権限を保持する｡この指令を受けて､日本外務省は､ ｢現在国内に約千三百名の戦争犯罪人
が服役中であるが､政府は一月八日の初閣議で､移管についての政令を決定するとともに､一方移
管後の受刑者の処置や刑の減免に関する法律案を国会に提出することを予定している｣とする(3857｡

このように､講和発効に伴う戦犯管理の日本側移管に先立ち､一九五二年二月一五日に日本人要

員を増員配置して仮移管されることとなった(占領軍の監督権･赦免権は条約発効まで保持され
る)｡前述のように､すでに一九五〇年八月以来､日本人刑務官が巣鴨の運営に参加していたが､
今回は､正式移管を視野に入れての措置であった(386)｡さらに三月の指令で､四月一日から講和発効

まではGHQの監督下で日本側が巣鴨を運営する移行措置を講じることとなった｡そして諮和が発
効する四月二八日に正式移管となり､米軍が巣鴨から完全撤退したのである(軸｡
いま一つ､移管後における戦犯の管理と赦免を統括する日本の国内法も必要となった｡この点に
関しても､日本側では法務府が｢SCAPの現行制度にならった赦免制度｣の作成についてGHQ

法務局と協議を重ねた｡例えば､日本側原案では､減刑･仮釈放等に関する委員会の新設が予定さ
れていたが､法務局は｢現在の更生保護委員会で充分で､新しく委員会を設ける必要はないだろう｣
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と意見した｡また｢巣鴨拘置所における処遇は日本側刑務所のそれに比し優遇されており(食費十
倍､暖房施設､煙草支給等)これを急に低下させることは行政上困難であるが､総司令部としては
戦犯の処遇､は日本側行刑制度と同様に行うよう要請しており､日本側刑務所の処遇と差別を設ける
如き規則を作ることには難色を示している｣模様であった｡このようにして､法務府は一九五二年
一月二六日､法案の｢最終草案｣をGHQ法務局に提出した`388'｡そして日本政府は四月二八日､回

章第五号を廃止し､講和条約第--粂実施に関する｢法律第-〇三号｣ -回章第五号をほぼ踏襲
している-を公布施行することとなった｡

11ドイツにおける仮釈放委員会の成立
吉村又三郎は､一九五一年一二月一二日､参議院法務委員会の前記小委員会で次のように述べて
いる｡ ｢日本は復興したというけれども､西独の復界振りは絶大なるものがある｡これは比較にな
らない｡なぜかというと､ドイツに対する列国の援助というものは非常なものである｡ -･･･そのド

イツが今日に至るまでドイツの戦犯者に対しては仮出所の恩典制度は実現していないのでありま
す｡経済的な面においては日本は立ち遅れているにもかかわらず､戦犯問題に関してはドイツより
も一歩進んで､日本のほうは本年春に仮出獄を認められるようになったのであります｡それはなぜ
か-,･･巣鴨の拘置所に入っている日本の戦犯者が､よくその刑務所の規則を遵守して､その起居動

作が非常に立派であるから行刑上仮出獄の恩典という制度ができ､又一方におきましてドイツにお
いては総理大臣を初めとして戦犯者の釈放を呼ばわっております｡これは今日だけではありません｡
前からやっております｡併しこれは実現しておりません｡ --総理大臣まで出て戦犯者釈放を叫ん
でも仮出獄すら諮られない｡十を要求して一つも認められない｡併し日本では五を要求して､五或
いは四を認められる｣ (389'｡

吉村が示唆する通りに日本の政策一一受刑者が規則を遵守し､政府は強い要求をしない一一が相

対的に成功していたといえるのかはさておき､対日講和条約の締結当時､西ドイツよりも日本の方
が有利な条件に恵まれたことは事実であった｡以下､比較のために､西ドイツにおける戦犯釈放の
基本条件が日本と同程度になるまでを検討しておこう｡
西ドイツの赦免に関しては､対日講和条約が発効した一九五二年四月現在､西側占領地区では､
吉村が指摘したように､仮釈放制度が導入されていない､少なくとも米英仏三国がそろって日本と

同様の仮釈放を適用しているわけではなかった｡詳細は確認できていないけれども､各国で制度に
ばらつきがあった模様である｡善行特典の導入では日本に先んじたドイツであったが､この時点で
後れをとっていたことは確かであった｡一九五一年末に至るも､合衆国政府の認識は､ドイツ人戦
犯に｢仮釈放の慣行｣を適用するかどうか､いずれ議論されるだろうという段階にとどまったく300)｡

イギリスの場合､一九五二年四月上旬の時点で｢仮釈放｣という名称の措置は存在したけれども､
それは家族の緊急時に限って短期間与えられる一時出所のことであった｡そもそもイギリスは､既
述のように､自国の国内刑事システムに存在しないこと､合衆国の仮釈放制度を事実上の｢釈放｣
と捉えたことから､レミッション制度の適用にとどめ､仮釈放を採用しなかったから､日本人戦犯

の場合にしても､日本に内地送還しない限り､イギリス関係戦犯の仮釈放はなかったはずである｡
だからこそ､イギリス外務省の見方によれば､ドイツは､他国の条約を調査して自国のイギリス関

係戦犯に利用したいと考えていた｡イギリス外務省は､回章第五号に沿った仮釈放システムが講和
後の日本で設定されたら､ドイツ人の注目を免れないだろうと危惧した｡日本とドイツは別物だと
いう反論もあろうが､ ｢実際この二つのケースが全く分離していると確信するのは難しい｣という
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のである(39m｡

それでは､西ドイツに関しては､どのような赦免制度が検討されていたのであろうか｡この点､

合衆国の在ドイツ高等弁務官府が､一九五二年二月一二日付報告書において二点､重要な進展を指
摘している｡第-に､西ドイツの連邦議会が｢言葉の伝統的意味における犯罪で刑を科されたので

はない戦犯全員の釈放｣と審査の迅速化を求める決議を採択したことである｡第二に､米英仏三国
がアデナウアー西独首相に対して､ ｢連邦共和国が〔戦犯裁判の〕判決を受け入れ､刑を執行する
ことに同意するのであれば､戦犯拘禁を連邦共和国に移管する用意がある｣､さらに米英仏各代表
三名とドイツ側代表三名からなる｢混合赦免委員会mixed ClemencyBo紬d｣を設置する予定であると

通告したことである(対日講和条約の影響で西独も判決の受諾を求められたことが確認できる) 〈392'｡

この｢混合赦免委員会｣とは､日本に関する｢仮釈放委員会｣に相当する機関であるが､イギリ

ス提案が､中立国代表委員を｢名加え､同委員会に赦免の｢決定｣樺を付与するとしたのに対して､
合衆国恵案は､中立国の追加に反対し､委員会の権限を｢勧告｣にとどめること(妥協案は､全会
一致の決定は最終的とし､それ以外は勧告どまりとする)を主張しており､当面､このうち合衆国
提案をドイツ側に提示したものであった(柳｡
一九五二年二月の米英仏独四国によるロンドン会談では､アデナウアーが､戦犯問題は｢ドイツ

で大きな役割を果たしている｡真の戦犯が逃げ切ることを望んでいる者はいない｣と言いつつも､
｢この間題がドイツで果たした心理的役割｣と｢この委員会が発足する前に､誰が真の戦犯なのか
を知らせることの重要性｣を強調した｡そして西独政府が拘禁と刑執行の義務を負う関連で､ ｢赦
免clemcncy /Gnade｣という言葉はドイツでは刑を認めることを意味するので､何か別の言葉はない
か､例えば｢減刑remission of penalty / Strarerlass｣ではどうかと提案し､米英仏三国の外椰こ受け入
れられた090｡

ロンドン会談で合意された赦免機関の設置は､一九五二年五月二六日､ボンで締結された｢契約
協定contractual AgreementsJ (ボン契約)一一後に｢ドイツ条約｣と呼ばれた一一中の｢戦争および
占領から発生した問題の解決に関する協定convention on me Settlement of Mauers Ahsing out of the War

md the Occupation｣によって正式決定された｡その内容は､第-に､米英仏独四国共同の｢混合委

員会MixedBoam｣を設置し､委員六名(合衆国･イギリス･フランス代表各一名､西独代表三名)

で構成する｡赦免の勧告決定は､全会一致の場合､刑を科した政府を拘束するが､しかし全会一致

ではない場合は､刑を科した政府に検討用として提出されるだけである｡この混合委員会が発足す
れば､例えば､合衆国の戦争犯罪変更委員会がそれまで担当していた業務が委ねられることになる｡
第二に､米英仏三国は､この協定の発効時､戦犯拘禁を西ドイツに移管する｡西ドイツは､戦犯の
拘禁を受講し､その刑を執行することとされた柳｡
この契約協定(ドイツ条約)に対しては､もともと社会民主党(SPD)の激しい反対キャンペ
ーンがあったし､翌日の一九五二年五月二七日にパリで締結されたヨーロッパ防衛共同体(プレヴ
ェン･プラン､ European Defence Commmity. EDC)創設条約(396'と連動したこともあって､批准は

困難と予想された(ただし､契約協定の締結だけでも､占領軍の権限は縮小していったが) `397'｡さ

らに見逃せないのは､合衆国の九月二六日関係者会議で高等弁務官府が指摘した通り､当時のドイ
ツでは､戦犯問題に対する国内の圧力が詰まっていたことである`398'｡すなわち､ ｢ドイツ国民の中

には､戦犯問題が未解決の間にはドイツの再軍備は考えられないとする動きがある｡但し､政府と
して､この点を戦犯問題解決に使うことはなかなかデリケートな問題である｣との状況があり`柳､

戦犯問題はドイツ再軍備やEDC等､一見無関係そうな諸問題とも複雑に絡み合っていたのである｡
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この時も､日本との連動性が問題視された｡国務省が高等弁務官に注意を促したのは､日本政府
の戦犯赦免勧告を審査する｢戦犯赦免･仮釈放委員会｣一一一九五二年九月四日､トルーマン大統
領がワシントンに設置した国務･国防･司法各省代表の三名からなる萎貴会`伽'一一が､ドイツ人戦

犯に関する混合委員会の相対物であるとの印象を持たれないようにすべしということであった｡つ
まり､ワシントンの｢戦犯赦免･仮釈放委員会｣は合衆国一国の国内組織であるのに対して､西独
の｢混合委員会｣は国際組織という点で異なるというわけである(00｡｡

確かに国際組織を作ろうとしたせいで､西ドイツの戦犯問題では紛糾が生じた｡すなわち､フラ
ンス国民議会が契約協定の批准投票を行なわなかったため､フランス政府は一九五二年一〇月一六

日､独仏両国が契約協定を批准しない限り､国際仮釈放委員会の設置には同意しないと主張した｡
さらに三月七日には､米英仏の各地区に個別の｢混合仮釈放･赦免委員会｣ -ドイツ側委員を含
む一一を設置し､三国それぞれに検討するという方式を提賽した｡結局､この案が米英の同意を得
て､七月二〇日にドイツ側に提示されたのでやる`cm'｡

ドイツの国民世論は､依然として戦犯釈放を熱心に求めていた｡この点､合衆国のニュルンベル
ク継続裁判の首席検事を務めたテルフォード･テイラーが次のように概観している｡すなわち､ニ

ュルベルク裁判の終了から三年間､継続裁判が続いたが､そのうち西側諸国とソ連の関係が悪化し
た｡チェコスロヴァキア､ポーランド､ハンガリーがソ連の衛星国となり､西独政府が樹立された｡

その結果､戦争犯罪問題に関する政治的関心が急速に低下し､裁判を終結させ､拘禁中の戦犯を解
放したいとの願望が生じたのだ､と㈹)｡

ともあれ､こうした西独の世輪を背景に､アデナウアーは一九五二年末､合衆国側に対して､合

衆国高等弁務官府が多数の戦犯を｢近い将来｣釈放すると声明したが､ドイツ人は､これだけでは､
ジェスチュア

ほとんど満足しないので､世論を宥める｢遠大な宣

伝｣が必要だと繰り返し強調した｡また､一

九五三年三月には､混合委員会でも二国間委員会でも､とにかく戦犯赦免機関を迅速に発足させて
欲しいと強く訴えたのである(40')｡

西ドイツの場合､このように､アデナウアー首相以下､政府自らが戦犯釈放に向けて種々の動き

を積極化した｡例えば､西独政府は個々人減刑等を要諦するのではなく､高齢者､病人､書行者の

特赦および刑の均衡化を外交チャネルを通じて関係政府に働きかけた｡また､戦犯の家族か弁護人
が民間団体｢法的保護中央事務局Central O鮪cc for Legal Pmtection｣の世話を受けて各国の高等弁務

官に嘆願書を提出したが､その経費は西独政府が｢内密｣に出していた`伽5)0
アデナウアーは､一九五三年四月七日､ダレスとの第-回会談で次のようにも主張している｡合

衆国はランツベルクに約三〇〇名の既決戦犯を拘禁している｡ドイツには､戦犯に関して｢かなり
の心理的問題､世論の問題｣がある｡特に厄介なのは､兵士や退役軍人の団体によるアジテーショ
ンである｡戦犯問題という心理的問題は､ヨーロッパ防衛共同体(EDC)のドイツ･ユニット結

成にも影響を及ぼすがゆえに､解消されなければならない｡より寛大な戦犯仮釈放システムが設定
されなければ､ドイツ･ユニットに勤務すべき技術者や専門家をリクルートするのは難しい｡ドイ

ツ本国の心理状態ゆえに､条約の完全批准がなくとも､混合委員会を今年末までに発足させるのが
好都合であろう｡仮釈放システムについては､イギリスの方が合衆国よりも仮釈放に寛大である｡
フランス関係戦犯の場合､フランス高等弁務官が多くの在ドイツ受刑者を仮釈放したものの､フラ
ンスで拘禁される戦犯の仮釈放の方が困難であろう｡さらに､シュパンダウの受刑者一一ニュルン

ベルク国際軍事裁判の受刑者一一を救済するには､ソ連という難関がある｡現在､ソ連が友好的な
動きを見せているが､こちらからシュパンダウ受刑者の問題を取り上げることで､彼らの真の動機
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テスト

を判断することができるだろう､とく餅)｡

合衆国側は､こうしたアデナウアーの申し立てに理解を示した｡四月八日のアデナウアー･ダレ
ス第二回会談では､ハーグァ-ド大学学長から高等弁務官に転じたジェイムズ･コナント大使
(James BryantConant)が次のような言質を与えている｡ドイツがEDC条約を批准すれば直ちに

合衆国は混合委員会発足の件で英仏にアプローチする｡それで英仏が同意しない怒合､合衆国は自
国管轄の新しい再審手続きを至急検討する｡国務･国防両省は､日本について設置したのと同様な
クレメンシー

｢米独の仮釈放委員会(減

刑委員会ではない)｣の設置可能性を検討中である｡合衆国は､九月

の西ドイツ総選挙までに仮釈放委員会を発足させたい｡シュパンダウ･プリズンについては､合衆
国は受刑者処遇の改善を模索し続ける､と｡さらに､コナントは､シュパンダウ問題に関して､ソ

連の誠実さを試す良い機会だとする点でアデナウアーに同意した｡

これに対して､アデナウアーは､仮釈放委員会を設置するだけでいい､ドイツの報道機関にも国

民にも､委員会の活動を公表する必要はなく､釈放に値する受刑者は可及的速やかに釈放されると
いうことだけ知らせればよいと述べた｡ただし､アデナウアーは､第-に､仮釈放委員会をEDC

条約発効以前に発足させるべきだと主張し､つまり､ EDC批准と仮釈放委員会設置の取り引きと
見られることを嫌った｡第二に､アデナウアーは､前日の四月七日第-回会談でも言及したイギリ

スの実例を敷衝した｡いわく､合衆国の戦犯釈放の数は､英仏に比べて少ない｡この点で合衆国が

相対的に寛大でないのは､高等弁務官ではなく､合衆国陸軍の態度のせいであり､合衆国陸軍がイ
ギリス並みに寛大になってくれることを希望する｡イギリスは､ここ数カ月､戦犯釈放で成果を出

しており､イギリス高等弁務官などは健康を理由に釈放された者は健康を回復しても再収監される
ことはないと確約してくれた｡合衆国陸軍は､ EDC条約批准と混合委員会発足を見越して､ ｢正
規の仮釈放手続き｣ -これが日本と同様の｢仮釈放｣なのかどうかは未確認である(07)-を停止

したが､いまやEDC条約批准は遅れるだろうから､米陸軍は｢正規の仮釈放手続き｣を再開すべ
きである｡一九五〇年四月以来､合衆国陸軍は相応の｢仮釈放｣をしていない｡イギリスは四分の
三､フランスが四分の三､フランス占領ゾーンが三分の二であるのに対して､合衆国は二分の一し
か｢仮釈放｣していない､と｡これに対して､ダレスは､仮釈放委員会の問題については､合衆国
は万事をするので信じて欲しいと応じたく仰)｡
イギリスの揚合､クレメント･アトリー(Clement Richard Attlee)労働党政権はドイツ人戦犯-の

赦免に否定的であった｡しかし､それが､一九五一年にウインストン･チャーチル(Sir Whston
Leonard Spencer Chuchill)保守党政権に交代すると､より寛大な態度に変化した｡一九五二年一一月

のイギリス外務省文書には､こうある｡ ｢赦免は､しばしば極めて公平に比較考量されるものであ

るが､現実には､その時々の赦免に対する一般感情に左右される｡例えば､前政権〔アトリー政権〕
のもとでは(私はドイツ人戦犯について述べている)､その感情は､赦免に一切反対であった｡実
際､この内閥は､二､三の例外的ケースを除いて､赦免は執行されるべきではないと断定した｡政
権の交代をもって､より寛大な思潮が広がり始めた｣ `09'｡アデナウアーは､このようなイギリスの

変化を引用することで､合衆国に赦免の促進を訴えたのである｡
しかし､その後しばらく進展がなかったため､アデナウアーは約二カ月後の六月三日､外務省の
-ルベルト･プランケンホーン(HerbertBlankenhom)をダレスのもとに派遣し､アデナウアーの｢個

人的見解｣として､戦犯問題は何も進展していない､米独の二国間委員会を迅速に設置されたしと
強く督促させている(4-0)｡この時の督促は､九月に迫る総選挙を見すえたものであった｡プランケン

ホーンは翌四日にも､アデナウアーの見解を合衆国側に伝言している｡すなわち､連邦議会と連邦
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参議院がEDC条約を批准したのだから､仮釈放委員会の設置を急いで欲しい｡合衆国による戦犯
赦免が､来るべき総選挙で自分の助けとなる｡戦犯問題の措置が最も重要であるから､少なくとも
合衆国地区で何らかの措置が講じられれば有難い､とく41')｡

以上､アデナウアーの執拗な訴えを見ると､彼がいかに戦犯釈放問短を重視していたかがわかる｡
アデナウアーは､ドイツ世論を代弁するというよりも､あえて第三者のような立場からドイツ世論

を宥和する必要性を訴える一方､ドイツの西側志向を巧みにちらつかせ､しかも米英仏三国の対応
の違いを交渉に利用した｡国内政治の関連では､世論の宥和以外に､戦犯問題と再軍備問題との取
り引きと見られることを嫌ったこと､総選挙に剛ナた支援策として戦犯問題を重視して露骨な要請
を行なったことが特に興味深い点である｡こうした言動を見る限り,吉村が指摘したように､アデ
ナウアーの戦犯問題に関する要諦は､吉田よりも(4-2'､はるかに強烈で露骨なものであったといえる｡

ともあれ､一九五三年八月三一日､合衆国の暫定仮釈放･赦免委員会一一｢勧告｣権限しか有し
ない一一を設置するという高等弁務官ジェイムズ･コナントとヨーロッパ軍総司令官チャールズ･
ボルテ(CharlesL.Bolte)の共同命令を発表した｡この場合､アデナウアーの希望通り､西独の第二

回総選挙(九月六日)の直前に､とりあえず設置を発表したというのが無視できない点であり､西

独政府の交渉ぶりと西独を取り巻く政治的･国際的環境が合衆国の決定に反映していたと見ること
ができる｡合衆国の暫定委員会は､委員の選考を経て､一〇月一九日､再度の共同命令(総司令官
はWilliamM. Hogeに交代)で正式に発足したのである｡一九五三年一一月一日現在､拘禁中のヨー

ロッパ軍管轄下の受刑者二七六名中､一六四名.が仮釈放申請資袴を有し､高等弁務官管轄下の受刑
者二七名中､二二名が仮釈放申請資格を有したく4'3)｡こと交渉の実効性という点では､むしろ日本を
上まわっていたのかもしれない｡

以上の検討から判明したように､ドイツに関する赦免制度の整備が日本よりも遅かっだのは､占

領形態の相違､より直接的には国際的な仮釈放委員会を設置しようという構想自体に原因があった｡
この構想の前提条件であった一九五二年五月の契約協定の批准が困難になった一一特にフランスの

強硬な反対によって問題がこじれた一一ため､協定批准のための交渉を行なう必要､次いで各国ご
との新しい方策を立てる必要が生じ､その分､多くの時間を浪費したのである｡

おわりに
以上の検討の結果として､占領期における日本人戦犯の釈放問題､より具体的にいえば､日本人
戦犯の赦免一一減刑および仮釈放一一がいかに構想され､立案され､実施されたのか､そして詩和
後の戦犯釈放を基礎づける対日講和条約がどのように形成されたのか､という問題に関して､かな
りの程度､事実を確認し､明らかにすることができた｡

GHQが講じた最初の赦免措置は､一九四九年末における減刑の恩典付与であった｡戦犯の移管
および赦免問題は元来､パラレルなものであった｡日本の場合､戦犯赦免は次の二つの要因によっ
て実施されたといえよう｡第-に､何よりもドイツ人戦犯の事例が先行したことである｡拘禁問題

に伴って刑の再審･減刑問題が浮上したが､そこで戦犯問題における日独の統一性という合衆国政
府の原則が作用し､日本に波及したのである｡第二に､戦犯の移管と赦免は｢事実上の講和｣と一
致する政策でもあった｡
その後､ GHQの政策決定は､ドイツの進展を追い抜くこととなった｡すなわち､仮釈放制度を

導入した一九五〇年三月の回章第五号である｡この回章の結果､ GHQが日本国内で拘禁される戦
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犯を一元管理し､赦免も適用することとなった｡

戦犯赦免審査の実務を担当したのが､新設の仮釈放委員会であった｡仮釈放委員会は､一九五二
年四月二五日の会議をもって解散した｡最終的に､参謀長に提出されたすべての仮釈放勧告が承認
され､一九五二年四月二八日の講和条約発効時までに総計八九二名の戦犯が仮釈放されている(4-4)0

仮出所者の具体的な内訳は､表4の通りである｡

表4

占領期の仮釈放(1950年3月～1952年4月)
A級 俘x

1950

56

hﾙ
54

悪州
55

85

111

128

鼎45

1952

140

R95

塔"28

307

r277

j

ﾙWｲ

フランス 偬

澱172

1951

計

イギリス 俛

3128

b350
370

"892

出典:法務大臣司法法制調査蔀『戦争犯罪裁判板史婁』 418頁.

先にも触れた通り､占領期における戦犯赦免の権限は､日本で拘禁される戦犯の場合はGHQが
統一的に行使し､外地で拘禁される戦犯の場合は各裁判国が行使した｡しかし占領後には､ GHQ
という権力が消滅したことで､その統一的赦免制度がなくなり､科刑した各国政府の裁量と決定に
よることとなった｡これを決定したのが､対日諮和条約の第--条である｡

講和条約の発効とともに､回章第五号は廃止され､巣鴨在所者に対する善行特典は｢すべて無効
とし､刑の服役は関係軍事委員会令の指示通り行われるものとする｣こととされたく415)｡こうした展

開が､講和と同時に大赦という願望を抱いていた受刑者たちにしてみれば､むしろ後退と映ったの
も致し方なかったであろう｡巣鴨にいた実松殻が｢〔一九五二年〕四月二十八日､われら待望の平

和条約は発効をみるにいたったのであるが､私たちの期待と希望は無惨にも､かつ完全に裏切られ
てしまった｣と書いたのは､巣鴨の多数を占める感想であった016)｡

確かに､総じて｢寛大｣な対日講和条約にあって､その第-一条は､戦犯裁判という占領期の政

策の正当性を確保するものであり､その意味で｢寛大｣とは言い難い条項であった｡しかし巣鴨の
受刑者たちが憤激したように､先の全く見えない､日本に一方的に不利な内容であったかといえば､
実は必ずしもそうではなかった｡少なくとも占領期の戦犯裁判は､日本側にとっては不可侵の領域
であった｡しかし講和後には､日本側は戦犯赦免の｢勧告｣権限を与えられた｡その意味は決して

小さくないと思われる｡当初の講和条約草案における｢行使｣権限からすれば､随分後退したこと
は否めないが､何もないよりはましであろう｡外務省が｢条約は漠然としていて解釈の余地を残し
ているところに妙味がある｡徒らに今から細部に亘って詮索しない方がよい｣と余裕をもって受け
とめていた事実を見ると(4"7)､この｢勧告｣権限に突破口を見出していたものと思われる｡

対日講和条約が発効した一九五二年四月二八日現在､連合国諸政府が拘禁する戦犯は､冒頭にも
触れた通り､外地服役も含めて｢一二四四名｣であった｡日本は､戦犯釈放に向けて個別の二国間
交渉を同時並行させる外交を展開していくこととなるのである｡
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