東京裁判の国際関係と戦後日本外交 : 両世界大戦
における戦争犯罪問題1914‑1945
著者
別言語のタイトル
URL

日暮 吉延
Tokyo War Crimes Trial and International
Relations
http://hdl.handle.net/10232/16284

平成8年度〜平成10年度

科学研究費補助金
基
研

盤
究

研

成

果

課題番号

究(C) 2
報

告

書

08620062

東京裁判の国際関係と戦後日本外交
‑両世界大戦における戦争犯罪問題1914‑1945

図

平成10年12月
研究代表者

日

暮

吉

延

(鹿児島大学法文学部助教授)

はしがき
1.研究の概要

本研究は､東京裁判および戦犯裁判をめぐる国際関係を分析するものである｡その研究計画実施過程に
おける一次資料の調査･検討作業を通じて､ニュルンベルクと東京の両国際軍事裁判成立に至る政治過程､

すなわち第一次世界大戦後と第二次世界大戦中における連合国の戦犯処罰構想と政策決定を政治史的に実
証分析することが､ 1 9 4 5年以後に世界各地で実施された大規模な戦犯裁判-その中心が国際軍事裁

刺-の理解に不可欠であり､それゆえ本研究に要請される先決の課題であることが判明した｡本報告書
は､こうした理由に基づいて分析対象を絞り込んだ結果､第二次世界大戦終結までの連合国の政治過程を
実証的に検討し､もって国際軍事裁判成立の諸要因を明らかにすることを目的としており､その分析結果
は､研究代表者による総合的な東京裁判研究の重要な前縁を琵供するものと位置づけられる｡

以上のように､本報告蕾は､申請時の研究課題名よりもむしろ副題の｢両世界大戦における戦争犯罪問
題

1914-1945｣に即した内容となったことを付言しておきたい｡
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第一節 第一次世界大戦と戦犯処罰鰭惣
一 戦争犯罪の概念

第二次世界大戦の終結後､戦犯裁判が史上最大規模で展開され､世界各地で彩しい数の
戦争犯罪人が裁判を通じて処罰された｡戦争の惨害や災厄の責任がドイツと日本を中心と
する枢軸国側の｢野蛮｣な行動に帰せられ､ ｢応報｣が要請されたのである｡とはいえ､

これだけであれば､規模や執行時期の細かな違いこそあれ､従前の戦争と本質的には変わ
らない｡それでは､第二次大戦後の戦犯裁判の特質は何かといえば､その多様性､新しい
処罰の態様の発生に求められる｡ニュルンベルク継続裁判の合衆国首席検事テルフォード
･テイラーの類型化を借りれば､以下の三つに大別される｡第-に､ニュルンベルクと東

京の両国際軍事裁判である｡第二に､国際裁判終了後のナショナルなニュルンベルク継続
マイナー

裁判である｡第三に､一国で構成する諸国の伝統的な非主要戦犯裁判であり､主要連合国
に加えて､オーストラリア､ベルギー､チェコスロヴァキア､デンマーク､ギリシア､ル

クセンブルグ､オランダ､ノルウェイ､ポーランド､ユーゴスラヴィア､そして旧枢軸国

でもイタリア等が軍事法廷を設置している(l'｡以上のうち最重要な裁判形態として敗戦国

指導者を裁いた国際軍事裁判を選ぶことには､大方が首肯しうるであろう｡東京裁判の首
席検事ジョゼフ･キーナンの次の言葉は､国際軍事裁判の重要な変化をよく表現している｡
この裁判は､戦後になって行なわれる点-- 〔日本の〕政府が変わりつつあるさなか

に行なわれる点でも異例である｡敗戦国が自らの失敗について大きな代価を支払うと
いう慣行は何ら新奇なものではないが､通例､敗北の代価を支払うのは敗戦国の一般
国民だけである｡敗戦国の真の指導者を普通の重罪人として扱い･･････彼らを裁判にか
けるという方法は､確かに新しい｡ ･･-･これは厳密な先例を持たない稀有な訴訟手続
きなのである(2)｡

このようなコンセプトは､いかにして発生したのであろうか｡その問いには､なぜ政軍

の指導者を裁こうとしたのか､なぜ国際裁判という形式をとり､軍事裁判なのに非軍人判
事がいるのか､なぜ伝統的な交戦法違反だけでなく戦争開始の責任を追及したのか､それ
は伝統的な戦犯裁判といかなる関係にあるのか等々の問題が含まれよう｡これらの疑問を
解こうとすれば､先行事例の対独戦犯裁判一一代表的事例はニュルンベルク裁判である一
一の構想と政策がいかに立案､決定されたのかという問題に突き当たらざるをえない｡そ

れというのも､第二次世界大戦中における連合国の戦争犯罪処罰政策は一貫してナチス･
ドイツを主要対象としており､対日問題は周辺的なものに過ぎなかったからである｡あら

かじめ確認しておくと､戦時中､連合国の戦争犯罪処罰計画(以下､当時の合衆国陸軍省
の述語に従って戦犯計画とする)において日本は相対的に極めて低い比重しか占めていな
い｡その事実は､以下の議論で日本要因に関する言及が僅少であることでも理解されよう｡

かくして我々は､東京裁判研究の前提として対独政策の領域に踏み込むことを余儀なくさ
れるわけである｡

ニュルンベルク裁判に至る過程に関しては､すでに米英の一次資料を駆使したブラッド
レイ･スミスやアリエ･コウカヴィの本格的な政治外交史研究､わが国でも大沼保昭によ

る国際法学の立場からの体系的研究等､優れた業績が存在する`3)｡しかし､それでも不十

- 1 -

分な点がないわけではないし､いずれにせよ､この過程における政治力学を日本要因も含

めて本格的に検討した研究は従来存在していない｡そこで本稿では､対日政策との相関関
係という観点をも意識しながら､第一次世界大戦後から国際軍事裁判所設置に至る政治過
程を一次資料に基づき検討する｡それを通じて我々は､対日戦犯裁判を検討する際の有用
な知見や視角を多々得ることになろう｡

しかし､この考察を始める前に､第二次大戦後における｢戦争犯罪｣の基本概念を概観
し､その問題点を簡略に把握しておくことが必要であると思われる`4)｡

さて伝統的に｢戦争犯罪｣ (戦時重罪)といえば､戦闘員または一般住民による一定行

為のことであった｡例えば､戦闘員による戦争の法規および慣例の違反行為､一般住民の
武力による緻対行為､そして戦時反逆等であり､これらは国際条約､慣行､文明諸国に認

められる法の一般原則､判例や学説､占領法規に定められる｡交戦国はその行為者を捕え
た場合､戦闘終了時までに行為者個人を自国法に基づいて処罰することが国際慣習法上､
認められていた｡
このうち戦争の法規および慣例の違反行為､すなわち交戦法(jug in hello)違反が

東京裁判にいう｢通例の戦争犯罪｣である｡第二次大戦以前の代表的な戦争法規としては､
害赦手段を規制する一九〇七年のハーグ諸条約､捕虜を保護する一九二九年のジュネ-ヴ
諸条約等一一これらの条約は行為の違法性を規定するが､処罰規定を含んでいない一一が
あり､例えば､占領地の一般住民の殺傷･虐待･奴隷労働､捕虜の殺傷･虐待､都市町村
の破壊等を違法としている｡

軍事法廷の設置は本来､戦争遂行の-局面である｡しかし交戦法違反が伝統的に各国の
国内法を介して処罰されたことから､その処罰が国際法によるものか､国内法に依存する
ものかに関しては､議論の余地があった｡その点､第二次大戦後の国際軍事裁判が国際法
に直接違反する犯罪として扱ったのは､戦時中の合衆国陸軍省法務総監部(JAGD､以
下､単にJAGとする)が次のような見方をしたことに直接の原因があると考える｡
アメリカ独立戦争中の一七八〇年九月二九日､イギリス軍の若く魅力的な副官ジョン･
アンドレ少佐が民間人の服装で合衆国軍人ベネディクト･アーノルドとウェストポイント

譲渡交渉を行なった帰途､合衆国側に捕獲された｡ジョージ･ワシントン革命軍総司令官
は､国際法上の交戦法に直接基づいて軍事委員会相当の機関を設置し､一〇月二日､アン
ドレは審理の結果､ ｢撤回の間諜｣として絞首刑を宣告されたく3)｡そして一七八七年制定

の合衆国憲法は､国際法上の交戦法を権限の源泉として軍事委員会(6'の設置権を軍司令官
に与え､一八四六一四八年のメキシコ戦争時､ウインフィルド･スコット将軍が合衆国史

上最初の正式な軍事委員会を設けている｡一八六一一六五年の南北戦争中には､エイプラ
ハム･リンカン大統領の軍事顧問で国際法に造詣深い北軍の-ンリ･ハレック将軍が､軍
事委員会システムを完成するとともに､一八六二年､コロンビア大学政治学教授フランシ

ス･リーバーに陸戦法規の作成を依頼した｡リーバーは翌一八六三年､戦時国際法典の基
礎となる一般命令第-00号(いわゆるlieber Code)を起草し､こう述べている｡ ｢制
コモン･ tプー~

定法の範囲内に入らない軍事的な犯罪は､戦争の慣習法によって裁判され処罰されねばな
らない｣｡これは戦犯処罰の権限を国際法に求めることを意味しており､合衆国連邦最高
裁判所が同年末､この一説に言及して軍事委員会の有効性を認めたのである`7'｡

交戦法違反に関する個人の処罰が国際法上､伝統的に認められていたことが､すでに確
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認できたけれども､第二次大戦後の戦犯裁判の場合､勝者が捕捉していない戦犯の引き渡

しを要求した点､国家指導者に交戦法違反の責任を追及する点が､それ以前の戦犯裁判と
は異なっている｡また戦闘終了後に戦犯裁判開始をはかった点もまた､慣行を変更したも
のと判断しうる余地がある｡しかし第二次大戦後の戦争犯罪のはるかに重大な変化は､そ
の範囲自体が著しく拡大したこと､すなわち伝統的な戦争犯罪に加えて､ ｢人道に対する
罪｣と｢平和に対する罪｣という二つの新しい戦争犯罪が定立されたことであった｡

｢人道に対する罪｣とは､戦前の行為を含む一般住民に対する殺人･残減などの非人道
的行為､または政治的･人種的･宗教的理由による迫害である｡第二次大戦以前にも､こ

れらの行為の多くは｢私人または下級の公務員が実行した場合｣国内法で処罰しうるとす
る国際慣行が認められていた模様であるが､ ｢人道に対する罪｣は､指導者をも処罰しう

る国際法上の犯罪とした点で異なる｡それに検察側によれば､第二次大戦の開始以前､つ
まり戦前における一般住民-の組織的な殺害や非人道的虐待(以下では(戦前の行為)と
表現する)は､戦争の準備でもあり､通常の人間の理解を超える｢獣的｣で｢野蛮｣な心
性によるものとされるゆえに､交戦法と区別した処罰対象となる(e)｡そもそも連合国がこ

の犯罪を定立したのは､後の議論でも明らかになるように､ナチによるユダヤ人の迫害や
大量殺害で生じた

く戦前の行為)や

〈自国民-の行為)が既存の交戦法では捕捉できない

からであった｡その意味で｢人道に対する罪｣は伝統的な交戦法の欠故を補うものであり､
自国民を含む｢一般住民｣に対する行為を処罰対象とする点に存在理由があるといえよう｡
｢平和に対する罪｣とは､侵略戦争または条約等に違反する違法戦争の計画､準備､開

始､遂行､これら諸行為のいずれかを達成するための共同謀議-の参加を国際法上の犯罪
とするものである｡国際法上､国家だけが戦争を行ない､侵略者になりうるとするのが一

般的な観念であった｡その立場からすれば､戦争という国家行為の責任は国家に帰属する
が､民主政治の下では､政府･軍の指導者､兵士､労働者､納税者のすべてが戦争の行為
者ということになり､果たして国民全体の集団責任(collective responsibility)が

追及される｡しかし国際軍事裁判の検察の論理によれば､集団責任は｢原始的概念｣であ
るうえ､真の責任者である個人が罰を免れるという弊害がある｡したがって国家行為の責
任は､それを行なう人に追及すべきだと説かれるわけである｡しかし周知の通り､この犯
罪類型は事後法(expost facto law)の遡及的適用であると批判されてきた｡それは特

に次の二つの問題点による｡第-に､第二次大戦当時に侵略戦争が国際法上の犯罪として

認められていたか､第二に､国際法上の個人責任､すなわち国家行為の責任について国家
機関である個人に刑事制裁を加えうるのか､ということである(9)｡

以上のように第二次大戦後の三つの戦争犯罪には､それぞれ創設的な側面がある｡しか
し最も注目すべき変化は､そして両国際軍事裁判で中心的位置を占めるのは｢平和に対す
る罪｣に他ならない｡そこで以下､戦争の犯罪化を中心に叙述を進めよう｡
二

ヴェルサイユ条約の戦犯条項
1

連合国間の対立

侵略戦争の法的責任を追及しようという発想自体は決して目新しいものではない｡紀元
前五世紀のペロボネソス戦争の際､アルキダーモス王が｢先んじて侵したるかれらを懲罰
し､法の裁きをもって報復をとげんと願うわれらの心情を恕したまえ｣と祈ったように､
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｢文明｣的応報願望は古くから人間性に内在している｡しかし近代の戦時国際法は､害敵

手段等の規制による戦争の｢人道化｣を重んじ､戦争を行なう国家主権も一般に忌避され
なかった(10)｡それはなぜだろうか｡

一九世紀にも､国際法や国際道義の進歩に着目した行動原理を唱える勢力がなかったわ
けではない｡イギリス自由党のウイリアム･グラッドストン首相に代表される｢進歩的理
論｣の信奉者たちが､そうである｡グラッドストンは一八七九年の演説で述べた｡新しい

国際法は｢侵略を否定し､武力による紛争解決ではなく平和的解決を選び､一時的な調整
ではなく永続的なそれを目指すものであるし､なによりも至高の権威を持つ法廷として､
文明化された人類の全般的判断を認めるものである｣｡彼は､イギリス自由主義や議会主

義の知的伝統の影響から､世論と国際道義の力で国際紛争を解決し､文明化を促進するこ
とに魅力を感じた｡もちろん彼は一切の戦争を否定するような夢想家ではなかったし､上
記の主張もヨーロッパ列強の協調を目的としたものである｡それでも､グラッドストンの

外交理念は非現実的に響き､列強の支特を得られなかった｡オット･フォン･ビスマルク

に代表されるように､国際関係を権力闘争の場と捉える現実政治の理念が一九世紀後半を
支配していたからである(1')｡こうして､戦争の合法違法を問わない｢無差別戦争観｣と

は､諸国家間の複雑な力と利益の調整を保障する考え方であったことが理解されよう｡
したがって､慣習法を条約化した一八九九年および一九〇七年のハーグ平和会議が､法

的規制の関心を戦争開始の正当性ではなく戦争の実施方法に集中させたのも当然であっ
た｡例えば､一九〇七年ハーグ第三条約は､条件付開戦宣言を含む最後通牒の形式を有す
る明瞭かつ事前の通告なくして敏対行為を開始してほならないと命じるが､仮にそれに違
反しても､その戦争が違法とされるわけではない｡だからカール･シュミットが指摘する
ように､一九一四年夏の第一次世界大戦における｢攻撃｣も､ハーグ第三条約に基づく｢形

式をもった戦争｣の通告以外の意味を有しないはずであった｡しかるに第一次大戦を契機
として､正当ならざる戦争を違法化しようとする動きが生じ､国際法上の戦争観の｢変化
の徴候｣が見られた(12)｡なぜそうなったかば､戦争の被害増大に対する反応というだけ

でなく､背景にある政治力学を抜きにしては語れない｡

神川彦松によれば､近代における大国間の戦争では｢必ず戦争責任の論戦を伴ふ｣｡戦
争責任問題が重要なのは何よりも政治的軍事的意味においてである｡つまり国民を統合し､

同盟国を結束させ､賠償と懲罰の講和条件を正当化する精神的宣伝手段として戦争責任シ
ンボルは動員されるのであって､法的､道義的意味はこれに従属する｡その点､第一次大

戦は開戦以来､交戦諸国が外交戦術として敵方に開戦責任を帰そうとした織烈な宣伝戦で
もあった｡戦争勃発直後､ドイツ､イギリス､ロシア､セルビア､フランス､オーストリ

ア各国が文書を発表し､例えば､イギリスが世界に発表した｢青書｣はドイツ､オースト
リア側が｢戦争を計画的に策謀｣した責任者であるとの印象創造に成功している(13)｡

そして第一次大戦は四年余の戦闘で物理的にも未曾有の惨禍をもたらした｡この状況で
連合国各国の世論が赦国戦犯の処罰を熱烈に欲したことは容易に理解できる｡こうした圧
力を背景に､対独休戦から約三週間後の一九一八年一二月初頭､ロンドンでフランス首相
ジョルジュ･クレマンソー､イギリス首相デイヴィッド･ロイド･ジョージ､イタリア首
カイザ-

相ヴィットリオ･オルランドが､ホ--ンツオレルン家の前ドイツ皇帝ヴィル-ルム二世

とその主要提携者を国際裁判にかける意見を確認し合い､一九一九年一月一八日に始まる

-
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パリ講和会議一一二八カ国が参加一一で検討されることとなった("4'｡

ある政府が他政府に国際法に基づき刑罰を下そうとすること､しかも個人責任を追及し
ょうとすることは､主権国家の平等に基づく国際システムの重大な変更を意味する｡そし
て当時イギリスは､合衆国大統領ウッドロウ･ウイルソンの法秩序志向の戦後構想につい
て国際政治の現実にあまりにもナイーヴだと危惧していた("5'｡ところが皮肉なことに､

国際法廷を設置し､開戦責任のゆえに皇帝を裁いて国際法を革新しだいと最も熱望したの
は､イギリス首相デイヴィッド･ロイド･ジョージであった｡その理由は一九一八年一二

月総選挙にある｡自由党のロイド･ジョージと保守党党首アンドルー･ボナ･ローが一九

一八年一一月二二日に発表した選挙綱領は､軍縮や国際連盟に言及して｢公正で永続的な
平和｣を訴えており､皇帝起訴と巨額の賠償いずれにも触れていなかった(一一月一〇日､
ヴィル-ルム二世と前皇太子はオランダに避難した)｡それに元来ロイド･ジョージは皇
帝起訴を賢明とは思っていなかった｡しかるに､合衆国の国務長官ロバート･ランシング

によれば､特に大法官のバークン-ツド卿がロイド･ジョージに総選挙の公約に皇帝の裁

判を入れるよう吹き込んだ結果､イギリス戦時内閣は同月下旬から皇帝起訴を検討し始め
た｡そして一一月三〇日､戦時内閣閣僚のジョージ･バーンズが｢私はカイゼルの絞首刑

に賛成である｣と演説で叫び､一二月一一日の綱領には､皇帝の裁判､残虐行為の責任者
の処罰､最大限の賠償が加えられるに至ったのである(16)｡選挙戦で皇帝の裁判を訴える
と､それは国民の絶大な人気を博し､もう抑えが効かなくなってしまった｡約九〇万とも

いわれる史上最大の大量戦死者を出したイギリスの悲劇の代償であるが､その公約ゆえに
｢民衆｣政治家ロイド･ジョージは議会と世論を満足させねほならなくなったのである`"7)｡

しかしウイルソン大統領は｢正戦論の信奉者｣でありながら皇帝の裁判に反対であった｡
第一次大戦時の戦犯問題について優れた実証研究を発表したジェイムズ･ウイリスは､ウ
イルソンが懲罰的な対独政策についてアンビヴァレントであったと指摘している｡ウイル

ソンは一方で､ドイツの悪行を悔い改めさせたいとの道義主義的願望を抱き､国際連盟が
国際法を革新することに期待を寄せた｡しかし他方､これに優越したのが､ドイツの民主

主義者を懐柔してドイツ軍国主義の復活とポルシェヴィズム-の傾斜を避ける必要性であ
り､この点で大統領は､国際連盟のあり方をめぐって感情的に対立するランシング国務長
官と一致していた｡もしこの時ウイルソンが将来の戦争抑止に役立つとして英仏の立場を
支持していれば､我々は一義的に理解できるはずなのだが､しかし事実はそう単純ではな
い｡ウイルソンは｢法の原則｣遵守の観点と政治的考慮から､むしろ先例の欠如を問題視
したのである("8)｡こうした合衆国の態度は､大戦に払った犠牲の少なさからヨーロッパ

諸国的憎悪から自由でありえたことと不可分の関係にあるといえよう｡
講和条約は､それ自体｢戦争責任負担の実際規定｣の側面を有するが("9)､パリ講和会
議は､賠償､領土確定だけでなく刑事的処罰をも敗者に強制しようとし､一九一九年一月

二五日､講和準備に関する全権会議の勧告で､戦犯処罰を検討する｢開戦者の責任および
刑罰の執行に関する委員会｣ (いわゆる一五人委員会)を設置した｡委員は､合衆国のラ
ンシング国務長官､イギリスのアーネスト･ポロック法務次官ほか法律家一五名である｡
一五人委員会は､三月二九日まで審議を続けるが､結局､統一的な結論を出せなかった｡
ナシ9ナル

第-に､ヨーロッパ代表の多くが､通常の一

国法廷では対応できない事件のために国際

法廷を設置する案､さらに｢人道の法｣違反を罰し､交戦法違反の防止手段をとらなかっ
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た文官と軍人(｢消極的刑事責任者｣)や国家元首の責任も問うとの案を支持した｡しか
し合衆国が人道法の不確かさを批判､日本が講和後の戦犯裁判に擬義を呈し､そして日米
ともに国家元首と｢消極的刑事責任者｣の処罰に反対した｡第二に､開戦責任に関して､
フランスが｢不正な戦争｣開始の刑事責任を追及するよう提案した｡だが一五人委員会は､
この問題には消極的で､ ｢国際法の基本原則に対するこのように重大な侵害については､
将来､刑事制裁が加えられるべきである｣と勧告するにとどまった｡代表の多くは｢事は
法律上の問題に非ずして寧ろ政治道徳上の問題｣だと考えたのである(20)｡
一五人委員会の対立は､四月初めに始まる米英仏伊首脳の｢四人会議｣に引き継がれ､
合衆国と英仏という図式で､より尖鋭化した｡四月二日､ウイルソンは､皇帝の責任につ

いては是認するものの､その責任の性質が現状では不明確であるし､戦勝国による裁判は
｢危険な先例｣になると反対した｡国際法上の責任とは｢集団責任｣だという保守的意見
を捷出する彼は､世論の｢熱情的雰囲気｣に基づいて処罰するのは最悪だと考え､後世の
歴史家に｢痛罵｣されまいとしたのである｡しかしロイド･ジョージは､国際連盟を｢一

片の紙切れ｣にしないためには｢国際法に対する犯罪｣を処罰する力を与える必要がある
と､ウイルソンの泣き所を刺激し､ことごとく反論を加えた｡四首脳の中で存在感の一際

大きなクレマンソーは､二人の激論を寡黙に聞いていた｡ところが会議の終了間際､持ち
前の押しの強さをもって｢熱情なしには何も出来ない｣とはねつけ､こう断じたのであっ
た｡ ｢人類最初の裁判というのは即決かつ野蛮であったに違いない｡にもかかわらず､そ
れは偉大な営為の始まりであった｣ (2")｡

四月八日の｢四人会議｣でも､なおウイルソンは､先例なき処罰をすれば､かえって皇
帝-の同情が集まってしまうと恐れる｡しかしクレマンソーは､皇帝を裁く姿勢を崩さな
かった｡ベルギー中立侵犯という国際法違反は｢目に余る｣ものであり､ ｢公共の法に対

する犯罪｣以外の方法で扱っても｢大衆の良心｣は満足しない､ ｢厳粛な判決｣以上に強

烈な印象を与えるものはないという彼の率直な発言は､英仏の眼が国内政治に向いていた
ことを示すものである｡このように英仏と合衆国は基本的立脚点を異にしており､したが
ってイタリア首相オルランドの次の発言が実に意味深い｡
ここで現に生じているのは歴史であって､もはや法ではない｡我々が法典を調べると
すれば､そこに我々の求めているものを探し出すのは､まず無理だろう｡我々が国際
道義について話をするのであれば､事情は異なる(22)｡

しかし膠着状態は､ランシングがウイルソンに提出した四月八日付覚書を契機に変化す
る｡ランシングいわく､前皇帝の行為は刑法違反ではなく｢国際道義と条約の神聖｣の違

反である｡このことで前皇帝ほか責任者の有罪を特別法廷で追及するのが｢賢明な政策｣
であって､それは｢政治的｣犯罪と見なされるべきだし､処罰も｢国際政策の最高の動機｣
に基づく｢政治的処置｣として決定されるべきだというのである｡もっとも､四人会議が

この種の政治裁判をせずに公的非難にとどめる決定を下すというのが､ランシングの本懐
であった｡この覚書は､それが駄目な場合､司法的裁判よりも政治的裁判の方がまだまし
と考えるゆえの穏健策なのである(23'｡

このように､先例の欠如という事実の重みから｢国際道義と条約の神聖｣に対する｢犯
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罪｣という曖昧な概念が浮上するや､ウイルソンは方針を一転､ランシング提案を四月九
日の四人会議に諮った｡そして､この方針で問題を解決することが同日中に合意されたの
である｡実はウイルソンは､講和条約調印後の七月六日の時点でも､皇帝を裁くのは｢重

大な誤り｣とする持論を捨てていない｡にもかかわらず､なぜウイルソンが突然転換した

かについては､英仏の背景にある国内政治的要因と世論の力を知るウイルソンが国際連盟
の関連もあって妥協したという説明が最も説得的である｡ドイツの開戦全般を犯罪化する
のではなく､ベルギー中立侵犯という限定的事実について国際道義違反を追及するとした
ことで､ウイルソンは譲歩しえだ(24'｡他方のクレマンソーは､国際関係における道義や

抽象的正義を疑う実際的人物であったが､対英米協調の重要性を熱烈に信じていたし､皇
帝訴追を確保しさえすれば形式にはこだわらなかった｡ロイド･ジョージも､債権国合衆

国にそれ以上の意志の押しつけはできなかったろう｡要するに｢国際道義｣が連合国首脳
の妥協点であった｡翌一〇日ウイルソンは牧野伸顕全権に､この試みは日英等の立憲君主

国には適用されないと安堵させつつ､同意を求めた｡国際協調を重視する西園寺公望全権
と牧野は､将来を拘束しない｢政治上の非常特別手段｣だと判断し､これに賛成した`25'｡

そして四人会議の草案審議を通じて講和条約案の戦犯条項が成立する｡二二七条は､前
ドイツ皇帝ヴィル-ルム二世を｢国際道義と条約の神聖を害する最高度の犯罪｣について
｢特別裁判所｣一一合衆国､イギリス､フランス､イタリア､日本からなる一一に起訴す

るとした｡二二八条は､交戦法違反者を軍事裁判にかける連合国の権限､および容疑者を
引き渡すドイツの義務を定め､二二九条は､被害国による軍事裁判権を明確化する｡二三
〇条は､ドイツ政府に証拠提出義務を課している｡その厳しさは､連合国側においてさえ､
この条項をドイツ側が受講することは｢ほとんどありえない｣ので容疑者数を絞ったリス
トを渡すべきだとの意見があったことでも知られよう`26'｡

二二八一二三〇条は､伝統的な交戦法違反に属するものである｡本来､それは戦闘中に

処罰するのが常態であるから､講和後に容疑者を戦勝国に引き渡させ､本格的な戦犯裁判
を開始しようとするのは､従来の慣行に違背している｡この問題を厳密に考えれば､終戦

で戦犯処罰が終了するといっても､管轄権の時間的限定は敵対行為継続中を意味するのか､
それとも戦争状態継続中ということなのかが問われよう｡この点は第二次大戦中において
も曖昧であって､合衆国陸軍省の場合､講和条約の発効時までという立場をとり､条約に
よる合意でさらなる延長も可能だとさえ考えているが(27)､講和後の戦犯裁判となると､
講和条約に戦争犯罪の｢大赦｣ (amnesty)が合意されるかどうかとの厄介な問題までも
絡んでくる｡シュミットは､ヴェルサイユ条約を｢大赦｣原則の重大な変更と見ているが､
それすら学説上､確定しているわけではなかった`28'｡ここでは､差し当たり第二次大戦

後の戦犯裁判が講和以前の戦争状態継続中に行なわれたことだけは確認されよう｡
他方､二二七条の方は､事後法批判を避けるため国際政策としての処罰に後返した｡し

かし､それは外交の観点から見る時､第二次大戦後の戦犯処罰計画に比べて､国際法を無
理に革新することなく処理しようという比較的穏当な結論であり､より賢明な選択であっ
たと考える｡次の問題は裁かれる側の反応である｡
2

マックス･ヴエーパーと戦争責任論

ドイツの社会学者マックス･ヴェ-バーは､戦勝国が専断的に振舞う嘆かわしい事態が
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いずれ祖国に到来することを恐れていた｡一九一九年一月一七日付『フランクフルター･

ツァイトウング』紙で戦争責任問題を論じる際､諸国の政治や世論にそれぞれ戦争をもた
らす原因があり､少なくともロシアの｢体制としてのツァーリズム｣に対する戦争は不可

避であったとして､ ｢現実的な政治家｣による公正な講和に期待したのも､その危機意識

からである｡第一次大戦の戦争責任の所在に関しては､外交評論家の清沢淵が一九四〇年
の時点で｢なほ必らずしも明瞭でない｣と述べている｡しかるに連合国は､ドイツに｢戦

争責任｣を負わせ､邪悪な勢力として道義的に根拠づけることで､峻厳な講和を性急に強
制するであろう｡ヴェ-バーは､そうした状況で休戦以来､勝者におもねって戦争責任の

詮索に熱中するドイツの平和主義者を卑屈で｢品位｣に欠けた｢政治的･社会的マゾヒズ
ム｣の体現者であると退けた｡ドイツ人の自尊心や名誉が消滅し､救いのない屈辱感だけ
が残ることを何よりも恐れたからである｡,だからといって､ヴェ-バーを皮相なナショナ

リストとして片づけるのは知的怠慢というものであろう｡清沢が指摘するように､知識人

は｢最高最愛｣の祖国を通じて自分の理想を｢良心的｣に追求する努力を傾けるしかない｡
大戦が勃発した時､ヴェ-バーはドイツ外交の大言壮語がこの戦争に至らしめたことを思

い､暗澹たる気持ちに沈んだ｡彼は､領土併合や経済的利益の確保には意義を認めず､強
大国に取り囲まれるドイツの地政学的位置から､啓発された利益を冷徹に追求する政策を
不可欠とした｡ヴェ-バーによれば､ドイツは､世界がロシアの官僚支配とアングロ･サ

クソンの慣習に分割されようという状況で､それに対抗しうる権力国家の地位を守らなけ
ればならなかった｡それこそドイツの｢歴史に対する責任｣であり､そこから卑劣に逃げ
ないことにドイツ国民の名誉がかかっていると決然と言い切ったのである｡
そして｢知識と創意｣あるヴェ-バーは三月､公開公文書の｢非党派的｣な吟味､特別

の｢公平な法廷｣における関係者尋問を通じて､第一次大戦の事実関係を客観的に判断し
なければならないと外務省に力説した｡その際､重要であったのは､法的犯罪の確認では
なく､将来の世代のためにドイツ政治の事実を解明することであった`29'｡

ロイド･ジョージは､一九一四年の状態を回復するだけでは永続的平和は実現できない
として将来の戦争を挑発しない講和条約--ポルシェヴイズムの代案ともなる一一にすべ

きだとする一方､開戦責任がドイツにあることを明確化しなければならないと､矛盾する
二つの要請を三月の時点で訴えている｡そして実際のヴェルサイユ条約第二三一条は｢ド

イツおよびその同盟諸国の侵略によって課された戦争の結果､連合ならびに協同国政府､
およびその国民が蒙ったすべての損失および損害を生じさせた原因が､ドイツおよびその
同盟諸国にあることを--確認し､またドイツはそれを受け入れる｣としてドイツ単独責

任論を明文化した｡それはドイツ国民全体に開戦責任を課し､したがって賠償に関わる規
定であった(30'｡要するに､ヴェルサイユ条約は､ドイツの指導者､戦争犯罪責任者､国

民のいずれに対しても懲罰的であった｡
五月､ヴェ-バーら学者四名がドイツ全権代表団の専門委員としてパリに赴いた｡五月
七日に手交された講和条約案に対して､ドイツ側は五月二九日､二二七一二三〇条の戦犯
条項と二三一条の｢戦争責任war guilt｣条項の受諾を拒否し､中立の国際裁判所が戦

犯を審理すること､連合国側の行為をも対象にすることを提案したが､ヴェ-バーは､併

せて提出された戦争責任に関する意見書の序文を執筆して､ドイツ指導者の征服計画なる
ものを否定し､道義的責任をも退けた｡戦争責任問題は､列強全体を見すえ､どの政府が

-
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戦争でしか実現できない政治経済的目標を追求したのかという観点から究明されねばなら
ないというのが､ヴェ-バーの立場であったからである｡しかし戦争の興奮状況では､こ

うした姿勢はドイツの旧態依然たる傲慢さを連合国側に印象づけるだけであった｡
ヴェ-バーは､連合国の戦犯引き渡し要求に｢偉大な国民の名誉を破壊しようとする悪
辣きわまる意図｣を読みとり､憤慨した｡そして二二七一二三一条が祖国ドイツに及ぼす

無形の精神的影響を深く憂慮し､むしろドイツ戦時指導者が連合国側に自発的に出頭して､
その首を差し出すべきだと考えた｡このような｢騎士的行為｣はドイツの名誉を救い､他
国にも感銘を与えるはずであった｡しかるに､その提案を持ちかけたエーリッヒ･ルーデ
ンドルフ将軍一一パウル･ビンデンブルク元帥の参謀長一一に､にべもなく拒絶された時､
現実政治におけるヴェ-バーの使命は終わったのである(31'｡

ドイツ人は､講和条約が過度に苛酷で報復的だと見なした｡最も反発を呼んだのが二二
七一二三一条であり､ドイツの多くの都市で､講和条約の受諾に反対する大衆デモが起こ
った｡戦犯処罰と戦争責任の強制が一対となったゆえに､ドイツ人の屈辱感がこのうえな
くかき立てられたのである｡このためドイツ全権は､最後通牒を受けても､六月二二日､

皇帝ほかの引き渡し義務を負わず､ドイツに一方的開戦責任を負わせないという二点を要
求した(32)｡しかし一五人委員会が､すでに六月七日､戦犯条項に関する｢いかなる譲歩

もすべきではない｣と勧告しており､連合国側は､今次の戦争は｢故意の犯罪｣であり､

その責任者の処罰は正義の要請と将来-の戒めとして必要だという態度を崩さなかった｡

かくして四人会議が二度目の最後通牒を発し､無条件に受講しない場合は二四時間以内
にドイツに進軍すると通告した結果､一九一九年六月二八日､ヴェルサイユ宮殿において

ドイツは不本意ながら講和条約に署名した｡それはドイツがヴェルサイユ条約における戦
争責任の｢判決｣を受講したことを意味するのであった`33)｡

3

｢ライブツイヒの茶番劇｣と戦争遠法化

ヴェルサイユ条約(一九二〇年一月一〇日発効)の戦犯条項は､ドイツ皇帝起訴の二二

七条､そして交戦法違反の戦犯裁判に関する二二八一二三〇条の二つに分類できる｡
第一の点では､ヴィル-ルム二世の亡命先オランダが一九二〇年一月二一日､連合国の

引き渡し要求に対して､ ｢将来或る戦争の場合に､犯罪行為以前の規則に依て制裁に付せ
il己○

らるべき犯罪事実を裁判する当該国際裁判所が国際連盟に由て構成せられたらは､和開国
は比の新制度に同意するを得べし｣と回答し､連合国の国際政策に与することを拒んだ｡
連合国側は｢和蘭二対シ無能力ヲ示サバ独逸モ犯人引渡ヲ拒ム可シ｣と懸念するが､次に
述べる戦犯引き渡し問題の進展とも相まって､その態度は逐次後退し､結局､起訴は放棄
される(ヴィル-ルム二世は一九四一年､居住地のユトレヒト州ドールンで他界する) (34'｡

第二の点では､条約受講後､ヴェルサイユ条約批准を審議するドイツ国民議会で保守派
が戦犯条項を攻撃し､ヴァイマル共和国の正当性を批判するキャンペーンに発展した｡こ
のため一九一九年夏､ドイツ副首相マタイアス･エルツベルガーが連合国側に､戦犯問題

は危機と混乱の火種になると泣きついた｡軍の大多数が反乱を起こし一一ヴァイマル政権

は陸軍の支持を失えば簡単に崩壊する-､ポルシェヴィズムに帰着するかもしれないと
いうのである｡クレマンソーほか連合国側の多くの人々が､エルツベルガーの説明には確

かに根拠があると認めた｡八月一四日付の合衆国代表団のランシング宛電報によれば､選

-
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択股は三つあった｡第-に､容疑者引き渡しを迅速に要求すること､第二に､クレマンソ

ーが提案したように､ヴァイマル政権支援の観点から､著名な容疑者数名をまず求め､残
りの要求は延期すること､第三に､引き渡しを全面放棄することである｡連合国指導者は

次第に戦犯裁判に対する熱意を失っていくが､なお裁きを熱望する世論の圧力がフランス
政府にのしかかっており､何名起訴するかをフランス､イギリス､ベルギーの代表がパリ
で検討することとなった｡他方､裁かれる側では､一二月一三日､国内の激しい反発を背

景に､国民議会が戦犯裁判の排他的管轄権をライブツイヒの裁判所に与える法案を採択し､
一九二〇年一月二五日にドイツ政府が戦犯を自ら裁きたいと申し出た`35'｡

しかし連合国はドイツ側の願いを聞き入れず､フランスの新首相アレクサンドル･ミル
ランが二月三日､八五四名の戦犯リスト一一イギリス九五名､フランス三三四名､イタリ
ア二九名､ベルギー三三四名､ポーランド五一名､ユーゴスラヴィア四名であり､ヒンデ

ンブルクやルーデンドルフもリストされた一一を講和会議ドイツ代表クルト･フォン･レ

ルスナ-男爵に手交した｡連合国が軍指導者を伝統的な戦犯裁判で裁こうとしていたこと
がこのリストから知られるが､レルスナ-は受領を拒否してパリを去った｡

こうした次第で結局､連合国による裁判を断念せざるをえないと判断された｡引き渡し
を無理強いすれば､戦犯が｢殉教者｣と見なされるうえ､ドイツの内戦ないし連合国とド
イツの再戦を誘発してポルシェヴィキ政権が樹立されかねないと恐れたからである｡そこ
で英仏両政府が中心,となって妥協策を講じ､二月一七日､先のリストをドイツ側に提出し､

ドイツの裁判を監視するという新政策を伝えた｡人間の怒りは時の経過とともに鈍くなる
ものであり､連合国側世論でこの妥協を批判したのはフランスだけであった｡ウイルソン

は英仏の妥協に当惑したが､折しも上院のヴェルサイユ条約批准否決によって抗議する法
的資格を失ってしまった`36'｡前ドイツ皇太子が大正天皇宛親竃で｢引渡ノ要求二因リテ
--怨恨卜復讐心トハ永遠二消エザルベシ･･-･予ハ此ノ殻難ノ時二際シ我国民ノ為二進ミ
テ事二当ルヲ辞セズ--予ヲシテ--九百ノ交戦法規違反者二代ラシメヨ｣と｢騎士的｣
精神を発揮してみせたのは､この間の一九二〇年二月九日のことである(37)｡

ドイツ政府は迅速に行動したが､自主的であっても戦犯裁判は｢国辱｣だと反発する国

民議会の保守派を説得するのは､なお困難であった｡法的問題や政治的障害が災いして､
ドイツの自主裁判開始は甚だしく遅れた｡ようやくライブツイヒの最高裁判所で開廷した
のは､休戦協定から二年半後の一九二一年五月二三日のことである｡そしてそれは､あろ
うことか､ -二名が起訴され､うち六名が無罪という無惨な結果に終わってしまった(二
名が禁錮四年､一名が二年､一名が一〇カ月､二名が六カ月)｡ある無罪判決に対しては

群衆が拍手喝采する有様であったし､審理内容も､無制限潜水艦作戦を間接的に正当化す
るなど連合国側には大いに不満の残るものであった｡

だから一九二二年一月上旬､連合国側の調査委員会がライブツイヒ裁判の続行は無益だ
と宣言し､ヴェルサイユ条約に基づき､ドイツに容疑者を引き渡させるよう勧告した｡こ

れに対してドイツ人はナショナリスティックな感橋を激発させ､諸団体が抗議集会を開き､

ドイツ高級将校たちも二五万の軍人と警察が引き渡しを阻止すると威嚇した｡かくして連
合国は､それ以上の行動を放棄した｡先に有罪になった六名も､ほどなく拘禁場所一一刑
務所ではない一一からの脱走を黙認され､または短期の服役で釈放されてしまった`38'｡

実はイギリスでは､すでに一九二一年中頃から､過度に懲罰的な賠償を課する条約に失
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望して講和会議大蔵省代表を辞任した経済学者ジョン･メイナード･ケインズと同じく､
｢カルタゴの平和｣を難じる意見が流布し始め､戦犯処罰を忘れて対独関係を正常化する
方が賢明だという考えが有力になりつつあった｡ホワイトホールも､フランスが抗議を迫
るのはドイツ占領を延長しようという裏の意図があるのではないかと凝っていた`39'｡か

かるイギリスの観点からすれば､一九二二年一月の連合国側調査委員会の結論こそ面倒を
もたらすものであって､ライブツイヒ裁判の展開は内心歓迎すべきものであったろう｡

しかし､この点に関する記憶は簡単に失われ､次のような歴史の記憶だけが残ったので
ある｡ライブツイヒ裁判は｢茶番劇｣と化し､第一次大戦後の戦犯処罰計画は有耶無耶の
うちに挫折してしまったのだ､と｡この｢歴史の教訓｣こそが､第二次大戦時の戦犯計画
に決定的な影響を与えることとなる｡その時､人々は｢ライブツイヒの茶番劇｣という近
い歴史の類推によって､その轍を踏んではならないと確信するであろう｡ウイルソンが｢独

逸に課する義務､刑罰は重しと艶､決して不能を強ゆるものにあらず｡独逸は速かに之れ
を履行して､国勢恢復を計ることを得べし｣と米国内向けに宣言した通り､近年の研究で
は､ヴェルサイユ条約がドイツを回復不能なほどに破壊する実質を有しておらず､ドイツ

外務省が連合国の悪意を意図的に誇張してドイツ国民の怒りを増幅させる戦争責任キャン
ペーンを展開したことが明らかにされている(40)｡だが我々の問題は､ヴェルサイユ条約

の｢簡略化された歴史｣がいかに第二次大戦時の政策決定に影響したかであり､そこでは
懲罰的な条約に敗戦国が激しく反発したというイメジから種々の｢教訓｣が抽出される｡
ともあれ､交戦法違反の戦犯裁判は､こうして挫折した｡そしてドイツが単独責任論の
｢判決｣を払拭しようと一九二二年から自国の正当性を示す外交文書の発表を開始すると､

連合国側諸政府も文書公開で対抗するなど､戦争責任論争は新たな展開を見せていく｡そ
れと併行して､一九二〇年代のヨーロッパでは､反戦小説が広く読まれたように､厭戦感

精と戦争を非道徳的な悪とする考え方が有力となった｡ドイツとて例外ではなく､ヴェル
サイユ体制を平和的手段で-指しようとするグスターフ･シュトレーゼマンの意見が支持
された｡一九二五年一二月一日のロカルノ条約は｢平和と希望｣の象徴と映った｡

一九二〇年における戦争違法化の趨勢は､こうした心理的雰囲気や思想とパラレルであ
った`41'｡ヴェルサイユ条約の第-編をなす国際連盟規約は､国際紛争の平和的解決と戦

争開始の規制をはかっだが､戦争を原則的に禁じてはいない.それゆえ国際連盟を舞台と
して､一九二四年一〇月二日の国際紛争の平和的解決に関するジュネ-ヴ議定書(四八カ

国が署名したが､未発効に終わる)や一九二五年の国際連盟第六回総会決議等々が､侵略
戦争は国際犯罪であるという命題を提示した｡
そして一九二八年八月二七日のパリ不戦条約(ケロッグ･ブリアン条約)が｢国際紛争

解決ノ為戦争二訴フルコトヲ非トシ､且其ノ相互関係二於テ国家ノ政策ノ手段トシテノ戦
争ヲ放棄スル｣として､戦争を一般的に禁じたのであった｡国際連盟不参加の米ソを含め､
多数の諸国が批准したこの実定国際法が調印された時､ジョン･フォスター･ダレスの詩
的表現を借りれば｢高らかな歓呼の叫びが聞こえ､教会の鐘は鳴り渡った｡多くの人は･･
-永久平和の時代に入ったのだと考えた｣｡なるほど調印当時の横田喜三郎は｢この戦争
の禁止が忠実に守られたならば､戦争は一般的に起こらないであろう｣と言い放った一人

である｡しかし複雑な国際政治がそう簡単に割り切れるはずもない｡不戦条約は､自衛権

の発動を紛争当事国の判断に委ね､条約違反者に対する制裁規定を欠いており､その明文
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上､戦争を｢違法｣化したにしても､個人を処罰しうる｢犯罪｣としたわけではないので

ある｡それでも不戦条約を戦闘期における戦争違法化の到達点と位置づけるのは正しく､
一九二一年から一九三一年にかけて不戦条約との調和をはかる目的で国際連盟規約の改正
が検討されるという動きもあった(42)｡簡単にいえば､以上の戦争違法化の流れをもって､

侵略戦争ないし不正な戦争が犯罪であるとの原則が普遍的に認知されたと解釈するのが､
国際軍事裁判を肯定する側の立場なのである｡
そして時代は旋回する｡大恐慌が国際的安定を揺るがし､一九三〇年代に入るや､戦争
違法化を支えた思想は急速に力を失った｡一九三三年一月三〇日にはナチ党首ア一ドルフ
･ヒトラーがドイツ首相となった｡清沢湖によれば､ナチは｢ヴェルサイユ条約が生んだ
奇形児｣なのである｡ヴェルサイユ条約は絶えざる論争の種となり､情態が日増しに高じ
ていった(43)｡そして一九三九年九月一日の早朝､ヒトラー総統の命令でドイツ国防軍が

ポーランドに侵攻した時､人々は再び世界大戦の渦に呑み込まれるのであった｡

第二節 第二次世界大戦と戦犯処罰措惣
一 連合国首脳の声明と外交当局
1

戦争目的としての戦犯処罰

第二次世界大戦において一際注目されたのが､ナチによる追放や大量殺害という荒業で
ある｡連合国は戦時中､それを非難する声明を頻繁に発した｡ポーランドとチェコスロヴ
アキアが一九四〇年末にナチの行為を非難したのが､この種の声明の囁矢である｡そして
ナチがフランスで人質を大量殺害するや､一九四一年一〇月二五日､米英首脳が初めてナ
チ非難声明を同時発表した｡その際､合衆国大統領フランクリン･ローズヴェルト(FD

R)の声明がナチの恐怖支配の無益を説くにとどまったのに対して､イギリス戦時内閣首
相ウインストン･チャーチルはダウニング街一〇番から次のように声明し､ナチ戦犯の処
罰を主要な戦争目的の一つとするよう訴えた｡

こうした無事の人々の冷酷な殺害は､それを命じたり実行したりした野蛮人に跳ね返
るだけであろう｡フランスにおける殺薮は､ナチのくびきをかけられた他の諸国でナ
チが何をしているかの一例である｡ポーランド､ユーゴスラヴィア､ノルウェイ∴オ

ランダ､ベルギー､そして特にロシアの前線の背後で行なわれている残虐行為は､人

類の最も暗愚かつ獣的な時代以来の何ものをも凌ぐものである｡これらの犯罪に対す
る応報は､今後､この戦争の主要な目的の一つに据えられなければならない｡

このチャーチル声明は､戦犯に対する｢応報｣を連合国の課題として意識させ､とりわ
けロンドンの亡命諸政府を鼓舞することとなった｡すなわち一九四二年一月一三日､占領
されたベルギー､チェコスロヴァキア､自由フランス国民委員会､ギリシア､ルクセンブ
ルグ､オランダ､ノルウェイ､ポーランド､ユーゴスラヴィアの九亡命政府が､ロンドン

のセント･ジェイムズ宮殿で､犯罪責任者の司法的処罰を｢主要な戦争目的｣にすると声
明した`44)｡いわゆるセント･ジェイムズ宣言である｡加えて､この時､シャルル･ド･

ゴール将軍は､第二次大戦の開戦責任を有するのはドイツだけだと糾弾し､パリ講和会議
時のクレマンソーによる単独責任論を廻らせている｡
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亡命九政府は七月下旬に諸国に通牒を発し､さらなる圧力をかけた｡これに対して､ F
DRは一九四二年八月二一日､ ｢勝利が達成された暁には､ヨーロッパとテシテにおける

侵入者のこうした野蛮な犯罪に関する情報と証拠を適切に使用するというのが､合衆国政
府の目的である｡ -･･･いずれ彼らは自分たちが現在抑圧している諸国の法廷に立ち､自

らの行為に対する責任を負わねばならない時がやってくる〔傍点日暮〕｣と支持回答を寄
せ､合衆国の第一歩を踏み出させた`45'｡

この声明は､ヨーロッパのみならず日本に対する各国の戦犯裁判をも示唆した点で注目
されるが､その字面を見る限り､ FDRが一九三九年､孤立主義に固まる合衆国国民に｢今
や人類は､たゞ-･･･自身の家庭を護るために備ふべきであるばかりでなく､かれ等の教会

と政府と､また実にその文明の基礎をなす信念と人道を護らねばならない時代が来た｣と
訴えかけたのと､何と一貫性のあることか｡

九月八日の庶民院でチャーチルは､ FDR声明をもちろん支持した｡しかし米英の外交

官たちの見方は違った｡国務省は連合国が軍事的優勢になるまで大統領は待つべきであっ
たと考え､事前に相談を受けなかったイギリス外務省も不快になったのである`46'｡

こうした外交当局の思いを無視して､英米首脳の戦犯処罰声明が以後も頻発するのは､
なぜだろうか｡第-に､ ｢残虐行為｣ ｢邪悪｣という言葉に表現される戦争責任シンボル

の操作によって国民や亡命政府の憤慨と圧力を宥和し､士気を奮い立たせるのが､最も直
接的な目的であった｡特にアメリカ人は参戦以前から戦争に巻き込まれるのを恐れる一方
で､独自の正義感や倫理感に燃えて｢独裁政治｣ ｢侵略国｣ ｢ナチのユダヤ人排斥｣を心

底嫌悪していた｡世論の国である合衆国は､ただでさえ｢悪漢｣に国際関係の失敗の原因
を一元化する感覚的判断をしがちである｡彼らの欲する制裁は､赦国の軍事的打倒だけで
は不十分であり､ ｢犯罪者｣を懲罰することで初めて完結する｡だから戦犯処罰の声明が
極めて有効なのである｡第二に､チャーチルの場合､枢軸国に警告を与えることで戦争犯
罪の抑止を狙う意味をも込めていた｡第三に､より根本的な要因として､戦犯処罰声明は､

米英首脳が一九四一年八月一四日に発表した大西洋憲章と合致していた｡米英の戦後政策
に関する原則を述べた大西洋憲章は､普遍的原則だけでなく､国際安全保障のためにナチ
の暴政を｢破壊｣ L r武装解除｣するという実際的目標をも打ち出した｡一八世紀までの

国際対立は｢栄光､富､力の増減｣を賭けるものであったけれども､いまや米英は｢信条
と倫理的確信の体系｣ - ｢生活様式｣を賭けており､戦犯の除去はそれと軌を一にする仕

事として位置づけられる｡こうして英米指導者の感傷的な戦犯処罰声明は､連合国の｢国
際世論｣を形成し､士気を高めるであろう｡しかし声明は利点ばかりではない｡声明の繰

り返しは他面で､大衆に幻想を抱かせ､彼らの期待を過度に増幅してしまう｡いきおい政
府の立場は自ずと制約され､妥協を著しく困難にしていくのである`47)｡

米英のうち特に強い圧力がかかったのは､イギリス政府の方であった｡ロンドンの亡命

諸政府はもとより､イギリス議会の関連質間数の急増に示される通り､戦犯問題に対する
イギリス国民の関心も高まっていた(例えば､日本軍の香港占領後における対英行動はイ
ギリス世論を著しく刺激した)｡この状況でアンソニー･イ-テン外相は､第一次大戦の

経験に照らして戦後に世論が手に負えなくなることを危惧したし､自国に無関係な裁判に
巻き込まれることを嫌った｡それを避けるには､戦時中に基本原則を確立しておく必要が
ある｡だからイ-デンは一九四二年六月､交戦法違反の軍事裁判を行ない､国際法廷や特
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別法廷は不要であり､教団指導者については｢政治問題｣として処理する一一つまり裁判
はしない一一という方法を戦時内閣に提案した｡イ-デンは､停戦後に素早く終了する処
罰を望んだ｡だらだらと裁判を引きずると､ヨーロッパの平和回復が遅れるからである`48)｡

2 連合国戦争犯罪委員会の設置
一九四二年六月､訪米中のチャーチルが残虐行為に関する連合国調査委員会の設置をF
DRに提案したのも､声明だけでは満足しない亡命政府や世論に対して眼に見える行動を
とる必要があったからである｡ FDRの好意的反応を得たチャーチルは帰国後､純粋な事

実認定機関として戦争犯罪調査委員会を設置する考えを戦時内閣に諮った｡イ-テンは､

委員会を作れば圧力が軽減すると支持したが､同時に委員会を政府の政策に従属させる必
要を指摘した｡そして戦時内閣は大法官兼貴族院議長ジョン.･サイモン子爵を担当者に任
じる｡だがサイモン卿は､イ-デンや外務省と違って､世論の願望や正義重視の観点から
イギリスが調査委員会設置を主導すべきだと考えた点で､早くも食い違いがあった(49)｡
かくしてロンドンが中心的な推進力となり､一九四二年一〇月七日､サイモン卿とFD

Rがそれぞれ貴族院とワシントンで調査委員会設置構想を同時声明する｡サイモン卿は､
あらかじめ調査機関を設けて戦闘終了後に迅速に処罰すべきだと提案したが､この強い処
罰姿勢は､かつて外務省時代に満洲事変の処理をめぐって｢侵略者にあまりにも宥和的｣
だと世論の非難を受けた経験から教訓を得たものであったろう｡また無国籍者に対する犯
罪や集団殺害を裁く国際刑事法廷の設置を提起するモーム卿に対しては､判事､法､手続
き等の障害を指摘しながらも､その可能性を排除しなかった｡イギリスに限らず､連合国

が一般に戦闘終結直後の裁判を企図するのは､第一次大戦時の失敗の主たる原因を休戦か
ら七ヶ月も経ってから戦犯処罰を決めた点に求めた結果であり､すなわち｢ライブツイヒ
の茶番劇｣の教訓の一つである(50)｡

他方FDRは､調査委員会設置の支持とともに､次のような興味深い言明をしている｡

最終的に有罪を認定される者の数が敵国住民全体からみて極めて少数となるのは疑い
ない｡わが政府または連合諸政府は､大量報復に訴えようなどとは考えていない｡我
々の意図は､何千という無事の人々を組織的に殺害し､キリスト教信仰のあらゆる教

義を犯した残虐行為に責任を有する首謀者に公正かつ確実な処罰を加えることだ｡
つまり､散国全体を罰しようというのではなく､一部の責任者だけを処罰するというの
である｡この寛大かつ明快な道義的態度は､ FDRの真意を反映するものか疑わしいが､
いずれにせよ｢理念の共和国｣の指導者に相応しく､合衆国の｢正義｣とモラル･リーダ

ーシップを高めるに違いない｡しかし他方で､その言葉は彼自身の行動を制約する条件と
なり､やがてドイツ全体を懲罰する政策との緊張をもたらすであろう(sl)｡
ソ連もまた､一九四二年一〇月一四日､亡命九政府に通牒を送っている｡ソ連は､ナチ

戦犯処罰に関するFDR声明を支持し､ ｢諸国が戦時中に捕えたファシスト･ドイツ指導

者については､遅滞なく特別国際裁判所の法廷に引き渡し､あらゆる厳格な刑法典によっ
て処罰することが不可欠だ｣と述べた｡つまり､米英が｢勝利｣後の処罰を考えていたの

に対して､ソ連は､ナチ指導者を｢戦時中｣に｢特別国際裁判所｣で処罰しようと訴えた
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のである｡コウカヴィによると､ソ連は､第二戦線をいつになっても立ち上げないイギリ
スについて､ルードルフ･-スを懐に抱えて裁判しないと弾劾し､早くも一一月二日､ナ

チの犯罪を捜査する特別国家委員会を独自に設置するというデモンストレーションを見せ
た｡慎重な英米と異なるのは､ソ連が現実に多数の犠牲者を出していたという事情ゆえで
ある｡その受難の情念すなわちパトスがソ連をまず現実の行動に駆り立てたのであった｡
一九四三年三月､イギリス外務省は､調査委員会設置に関する会議開催を米ソ中三政府

に打診した｡外務省は､合衆国が委員長を出すことを望み､委員会のメンバーシップは四
大国とドミニオン諸政府､そして最大限でも亡命諸政府に制限する意向であった｡イギリ
ス代表には元常設国際司法裁判所判事セシル･ハーストがすでに内定していた(52'｡
しかし他政府は迅速に反応しなかった｡一つの明白な理由は｢ライブツイヒの茶番劇｣

の繰り返しになりかねない事業に手を出すのを官僚たちが躊躇したためである｡合衆国で
さえ､一九四三年三月一八日に連邦議会上下両院が占領地住民の虐待責任者を処罰する協
同決議を可決したが､ポルトガルとハンガリーの藍節公使を勤めたハーバート･ベル元議
員を代表に任じたのは､なぜか六月末になってからであった｡ベルはハ-ヴァ-ド時代か
らの旧友FDRを偶々訪問し､タイミングよく調査委員会代表のポストを手に入れた｡国

務長官コ-デル･ハルは､この政治的任命に従ったものの､委員長を合衆国から出して必

要以上の責任を負うことには否定的であった｡中国は合衆国の出方を窺い､七月六日に顧
維均睦美大使の代表任命を通告した`se'｡そしてイギリス外務省自身､こうした他政府の

緩慢な動きを刺激しようとはしなかったのである｡
この間もナチのデモーニッシュな行動は衰えなかった｡ポーランド住民の追放は一九四

三年七月にルプリン全体に拡大され､殺害ないし強制収容所送りの犠牲者は数十万に及ん
だ｡この絶滅政策に関するポーランド亡命政府外相タデウ-シュ･ロメルの報告を受けて､

米英は一九四三年八月末の同時声明で､教唆者と実行者を処罰する決意を再確認する｡ま
たオランダのウイル-ルミナ女王は一九四三年八月頃､ドイツの占領地破壊に対する警告
の必要をFDRやチャーチルらに訴え､オランダ外交当局に宣言案を作成させている｡こ
の宣言案は､激しい言葉で､枢軸国国民全体を処罰する｢最も峻厳な報復｣を唱えた｡ 『ニ
ューヨーク･タイムズ』も一九四三年八月､二百万余のユダヤ人が死亡していることを報

じて､全米に衝撃を与えた｡しかし数千のユダヤ人を救済するのでさえ合衆国政府諸機関､
中立国､諸団体等の際限ない調整を要し､手に負えない厄介事というのが現実であった(34)｡

こうした閉塞状況の一九四三年八月三〇日､イギリスは戦争犯罪調査委員会設置の外交

会議開催を正式に招請した｡他政府の緩慢な対応に苛立ったサイモン卿が戦犯問題を議会
で扱うとイ-テンを威嚇するに及び､ようやく外務省も重い腰を上げたのである(55)｡そ

して一〇月二〇日のイギリス外務省における会議で連合国戦争犯罪委員会(UNWCC)
-当初は戦争犯罪調査委員会と呼ばれた一一の設置が合意される｡参加したのは､オー
ストラリア､ベルギー､カナダ､中国､チェコスロヴァキア､ギリシア､インド､ルクセ

ンブルグ､オランダ､ニュージーランド､ノルウェイ､ポーランド､南アフリカ連邦､イ

ギリス､合衆国､ユーゴスラヴィア､国民解放フランス委員会の一七政府であった｡

誰しもすぐ気づくのは､ソ連の不在であろう｡議長のサイモン卿は外交会議で､ソ連は
若干の疑問点があるせいで参加していないとだけ説明した｡だが､イギリス外務省の極認
情報によると､真相は､英ソ間で代表問題がこじれていたからであった｡イギリスがドミ
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ニオン諸国とインドをUNWCCに参加させたのに対して､ソ連は七月末以来､ウクライ

ナ､リトアニア等の七共和国にも代表権を与えるよう要求し､この問題が決着しない限り
ソ連代表を出さないと主張した｡クレムリンの頑強な態度の背景には､西側にエストニア､
リトアニア､ラトヴィアのバルト三国併合を公的に承認させたいとの願望､イギリスの軍

事協力不足や一九四三年八月の第一次ケベック会談のソ連排除に対する怒りと猪疑心があ
った｡折しも米英は､ソ連が政治･軍事上の自立的行動をとろうとしているのではと不安

を感じていた頃であるが､太平洋戦争でイギリスと別個に対日宣戦する等､国際法主体性
を有したコモンウェルスのエリート･メンバーとソ連の共和国を同列に扱うことには土台

無理があるし､イギリスとしてはソ連の勢力圏拡大を好まず､戦後フランスとポーランド
を強力化してヨーロッパの均衡を保とうと考えていたから､譲歩は容易ではなかった(56'｡

UNWCCの職務は､連合国に対する戦争犯罪の調査一一証拠の調査収集と責任者の確
認(容嬢者リストの作成)一一であり､これを関係政府に報告することであった｡したが

って検察や裁判等の執行権はないし､諸政府を拘束する決定権も有しない.しかも付託さ
れた｢戦争犯罪｣は連合国に対する交戦法違反に限られるから､反逆者やナチのユダヤ系
自国民に対する行為は管轄外となる｡なお一〇月二〇日会議では､犯罪の定義､裁判所の
種類､訴訟手続といった技術的問題については､法律専門家からなる｢専門委員会｣をい
ずれ別個に設置するのが望ましいとされ､他方UNWCCの職務範囲の拡大については将
来の検討に委ねるというサイモン提案も合意された｡ UNWCC本部は犯行地のヨーロッ

パに近いロンドンに置かれたが､遠隔地で証拠収集する支部を設置する権限も認められた｡
UNWCCは､一〇月二六日からストランド街の王立裁判所で非公式会議を開き､委員

会の目的や活動範囲について議論した｡この準備作業の過程で､専門委員会の設置を望ま
ない立場が優勢となった｡イギリスが提案した専門委員会というのは､ UNWCCの小委

員会ではなく､別個の併設機関である｡この専門委員会が対等の地位を得れば､ UNWC
Cの権限を奪い､必然的に衝突するであろう｡こうした判断から､ UNWCC諸国代表た
ちは専門委員会構想の放棄を英米に迫ったのである(57'｡

3

モスクワからカイロ.テヘランへ

ソ連は､英ソ関係の文脈から戦略的に行動し､ UNWCC参加問題で決して妥協しなか
った｡ソ連首相ヨシフ･スターリンは一九四三年一一月六日の革命記念日の演説で､第一

次大戦時のドイツに対する開戦責任論を念頭に置いたのか､ ｢この戦争に責任ある一切の
ファシスト犯罪者｣の｢厳重な処罰｣を訴え(se)､しかも年末にはウクライナのキエフと

ハリコフで戦犯裁判を開始した(59)｡とはいえ､ソ連が戦犯問題における西側同盟国との

協調を放棄したわけではない｡
すなわちソ連は､ UNWCC設置から間もない一九四三年一一月一日､米英ソのモスク
ワ三国外相会議(一〇月一八日一一一月一日)による合意文書｢ドイツの残虐行為に関す
る宣言｣に参加したのである｡このモスクワ宣言は､チャーチルの一〇月一二日付草案を
基礎としており､ FDR､チャーチル､スターリンの承認を得るが､第-に､伝統的な交

戦法違反について責任者を犯行地に送還して裁判､処罰する方針を示した｡より重要なの
は､第二に､ ｢特定の地理的限定を有しない犯罪｣を犯した｢主要犯罪人｣を連合国諸政
府の｢共同決定｣で処罰する方針を示したことである｡これ以後､連合国側で用いられる
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ようになる｢主要犯罪人｣ないし｢主要戦争犯罪人major war criminals｣という用語

は､実は戦後に至るも明確に定義されない概念であるが､元来この概念は､通常の戦犯
(minor war criminals)と区別する点で存在理由を有するものであって､ -国単位で処

理しきれないハイ･ポリシーに関わる高次の政府･軍指導者を意味し､しかも特定の犯罪
に限定されない｡その点､もっぱら日本の指導者に用いられる｢A級戦犯｣という概念は
｢平和に対する罪｣で起訴された者のことであり､主要戦犯よりも範囲が狭いわけである｡

ともあれ､モスクワ宣言は､米英ソ三大国が初めて合意した連合国の戦犯処理方針であ
り､その後の戦犯計画の引照基準ともなった｡しかし主要戦犯の処理については諸国の思
惑が錯綜していたから､モスクワ宣言は､その具体的方法を事実上の白紙とした｡その方
法は種々の媒介変数で容易に変わりうるので､ ｢共同決定｣による処罰が国際裁判だけを

意味すると短絡してはならない｡各国単位の処罰や即決処刑を｢共同決定｣するという選
択肢も十分ありうるからである｡むしろ三大国が一九四三年秋にモスクワ宣言を残せたの
は

それが主要戦犯について一般的用語で実に曖昧な方針を述べたからこそであった(eo)｡

それゆえ､モスクワ宣言の最大の意義は米英ソ三大国の協調を示したことにあったとい
えよう｡そもそも戦時同盟は､ドイツに対抗する便宜上､成立しているに過ぎない｡しか

し当時の戦局は米英ソの相互協力をなお必須としていたのである｡連合軍の空爆はドイツ
の制空権､工業力を粉砕しつつあったにもかかわらず､一九四三年一一月一日付の合衆国

陸軍の分析では､ドイツの力はなお侮れなかった｡ドイツは希望のある限り抵抗を続け､

交渉による和平を追求すると予測された｡他方､太平洋戦線についても次のように分析さ
れた｡いわく､日本の基本目標は東南アジアと西太平洋の支配である｡帝国内部では繊維
以外の自給がかなっているが､スマトラとボルネオを失えば石油に困り､フィリピンを失

えば合金鉄に困る｡日本本土と満洲の製造業は空爆にもろく､船舶と兢空機は減少する｡
にもかかわらず､日本人はタフで家族的団結心が強く､世界新秩序構築に向かっていると
教え込まれ､天皇のために死ぬことを名誉だと考える｡こうして日本人の士気は依然高い
と合衆国陸軍は結論し､ソ連と中国の意思と能力を重んじたのである｡しかも当時､日本
軍によるアメリカ人捕虜虐待の情報が種々ワシントンに入っていた｡一九四三年一〇月八
日､ -ンリ･ステイムソン陸軍長官は､その扱いにくさ､デリケートさに当惑している｡

この日本人の所業を発表したい､しかし､それは合衆国国民を刺激して､かえって日本の
さらなる残虐行為を誘発しかねないと恐れたのであった`61'｡

米英中首脳が一一月二七日のカイロ宣言で｢日本国ノ侵略ヲ制止シ且之ヲ罰スル為､今

次ノ戦争ヲ為シツツアリ｣と声明したのは､こうした状況においてであった｡東条英機内
閣の重光葵外相は一二月二二日､枢密院に｢日本の侵略を処罰すと揚言せり｡ --奪った
領土は凡て返さしむ--朝鮮を独立せしむ｡無条件降服を求む等の廉あり｡ --東亜に於
て日本と支那を置き代-んとする如き口吻なり｣と､ありていに報告している(62'｡カイ

ロ宣言は､ FDRが一九三七年一〇月五日のシカゴにおける｢隔離演説｣で宣戦布告なし

に｢婦女子を含む一般市民｣を空爆で｢殺薮｣していると暗に日本を厳しく非難し､翌日､

国務省が｢日本の支那における行動を以て､国際諸原則に矛盾し､かつ九国条約並に不戦
条約の条項に違反する｣と声明して以来の対日批判の自然な流れの中にあり､後日､東京
裁判の判決は裁判の根拠の一つにカイロ宣言を挙げている`63)｡しかし宣言の漠然たる言

葉は､戦犯処罰と無関係とは言えないものの､それを自ずと直接意味するわけでもなく､

-
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領土の剥奪等自体が｢処罰｣であるという解釈も十分成り立つ｡むしろ多様な解釈の余地
を残す曖昧さにこそ､カイロ宣言の意味が感じられるのである｡
例えば､会談中の一一月二四日､中国が提出した覚書は､米英中の極東委員会設置､朝

鮮独立､中国領土返還と並んで､日本指導者と残虐行為の責任者の処罰についてモスクワ
宣言の適用を説いていた｡しかし､この年初めに合衆国が治外法権を撤廃したばかりの実
力を欠く｢大国｣で､しかも戦闘回避姿勢をとるような中国が提案したところで､自国捕

虜-の報復を深刻に恐れる英米を動かせないのは当然である｡英米両国は精々のところ上
記宣言の文言を将来､戦犯処罰の根拠としても解釈できると考えたのかもしれないが､そ
れ以上では決してなかった｡かくして､一九四五年までモスクワ宣言が日本に公式適用さ
れることはなく､対日戦犯処罰は周辺的に検討されるにとどまることとなる｡このように

対日戦犯問題が容易に表面化しないのは､ヨーロッパ第-主義というだけでなく､米英が

日本の報復を強く恐れた事実ゆえであった｡ある統計によると､ドイツ軍管下の米英捕虜
の死亡率は四%だが､日本軍管下のそれは二七%である｡特に合衆国がナチから受けた残
虐行為の被害はヨーロッパ諸国に比べて僅少で､現実の脅威は日本の報復に置かれた｡だ
から特に合衆国がモスクワ宣言の対日適用を渋ったものと考えられる`64'｡
カイロ会談に引き続く米英ソ三国のテ-ラン会談(一九四三年一一月二八日一一二月一

冒)は､対独軍事行動を検討する｢非公式｣会談ながら､ FDR､チャーチル､スターリ

ン三者が一同に会する最初の機会であった｡しかも､ドイツ外務次官が連合国側の諸声明
を読んで｢ドイツ政府はテ-ラン会談の決定に関心を寄せており､それが新しい交戦法を
導入しようとするものか否か判断するため調査している｣と宣言したように､戦犯問題に
関してドイツを警戒させていた(eS)｡

一一月二九日のソ連大使館における夕食中､ホスト役のスターリンは､危険なドイツの

復活を抑止する管理方法を案出するには二つの条件が必要だと論じた｡一つは､連合国の
戦略的地位確立で､もう一つが｢少なくとも五万､おそらく一〇万のドイツ司令部将校を
物理的に除去｣することである｡しかしチャーチルは､イギリスの議会と国民はそのよう
な大量処刑を許さないし､ ｢祖国のために戦った軍人｣を政治目的で｢冷血に処刑｣すべ

きではないといきり立って反論し､モスクワ宣言に基づき戦犯は犯行地で裁判されねばな
らないと応じた(もちろん指導者以外の戦犯のことである)｡ FDRが処刑者数は四万九

千にすればよいと冗談めかした｢妥協案｣を示すと､チャーチルは憤然と席を立った｡

チャーチルの発言自体は､五万という非常識な数字に異議を唱え､モスクワ宣言の固守
を訴えているに過ぎない｡だがスターリンの発言は､この前後のソ連の裁判論を踏まえる
と位置づけにくいにもかかわらず､ソ連の方針として度々言及されてきた｡答えは簡単で
あり､テヘランでの発言はスターリンの真意とは見なし難く一一チャーチルの受けとり方
は別であったが一一､額面通りには受けとれない｡というのも､第-に､疑惑と緊張に満

ちた英ソ関係が背景にあった｡スターリンは､一九四三年後半におけるソ連軍の対独勝利
で自信を待ち､西側に対して強気になっていた｡こうした経緯から一一月二九日夜も､国
務省のソ連専門家チャールズ･ボーレンの観察によると､ホスト役スターリンがチャーチ
ルにやたらと角のある態度をとり､夕食の間中｢チャーチル氏の密かなドイツ好み｣を当
てこすりした(66)｡第二に､夕食の雰囲気は真剣な議論の場とは言い難かった｡ボーレン
が一九七三年にこう振り返っている｡ ｢今日に至るも､スターリンが真剣に約五万､おそ
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らく一〇万のドイツ軍将校を一掃すべきだと提案したと信じる人がいる｡現実にはスター
リンは､おどけた感じで､せせら笑い､手を波打たせながら､そう言った｡つまり､これ
はチャーチルを愚弄するものであった｡ -･･･不幸にしてチャーチルは､スターリンの冗談

を真に受けた｣ `67'｡会談当時にボーレンが作成した記録はそのことに触れていないから､

スターリンの印象的発言に関して観察者をミスリードしてきたわけであるが､実のところ､

チ-ラン会談は従来の見方とは異なり､英ソの緊張関係を表面化させただけであった｡
以上､モスクワからテ-ランに至る連合国会談が意味するのは､戦犯処罰に関する連合
国の協調を維持する一方､指導者処罰の内容の合憲はなきに等しかったことである｡連合
国側でもドイツ側でも､戦犯という言葉は､もっぱら残虐行為の責任者を意味していた｡

4

米英両政府の危惧

米英には､戦犯処罰を求める二つの重圧がのしかかっていた｡一つは､亡命諸政府とユ

ダヤ人団体という被害者側の圧力であり､もう一つが世論である｡後者の世論に関しては､
一九四四年夏､ uNWCCが準備しているリストにヒトラーやハインリヒ･ヒムラーの名

前がないと報じられ､大騒動になったことがある｡リストの件自体はUNWCCの作業事

情によるものに過ぎなかった｡一九四四年八月初頭現在､ UNWCCに立証事件を提出し
たのは七カ国､暫定リストの容疑者も二四八名(うち一三九名はポーランドが提出)と少

数であるうえ､ヨーロッパの残虐行為の下級実行者がまず最優先されただけのことである｡
だが､その事鯖を知らない世論の反発は凄まじく､国務長官が弁明発表を行ない､イギリ
ス庶民院でもチャーチルがヒトラーの亡命可能性について追及される始末となった｡大衆

は､地位の低い残虐行為実行者を懲罰するだけでは満足しない｡著名な指導者にいわば天
罰が下る様を夢想し､その願望に取りつかれていたのである｡この状況では､国際間題に

経験豊富なイギリスの政治家ハンキー卿が一九四三年九月以降､戦犯裁判を脅迫的に宣伝
すれば､無条件降伏政策と同様､敵を自暴自棄に追いやり､戦争が長引くと警告したとこ
ろで､ほとんど耳を貸してもらえないのは当然であろう(68)｡

こうした圧力を受けて米英両政府は､ UNWCCの設置と処罰意思の再確認をもって対
応したのである｡換言すれば､一九四四年前半まで､それが世論の圧力の限界であった｡
FDRの一九四四年三月二四日と六月一二日の声明(特にFDRにとって一九四四年は大

統領選挙の年であった)､イ-テンの三月三〇日庶民院における発言等､声明の例は枚挙
に暇がない｡さらに四月一七日､ハルが戦争難民委員会(WRB)一一一九四四年一月二

二日設置､財務長官､国務長官､陸軍長官､常任委員長で構成一一の意を受けて､ソ連に
も同様の態度表明をするよう働きかけよとアヴェレル･ハリマン駐ソ大使に命じ､クレム
リンは､ルーマニアとハンガリーに対して効果的だと見込んで､これを実行した(69'｡

しかし､こうした表面上の断乎たる声明とは裏腹に､米英の実際の行動は至って僕重で
あった｡例えば､米英合同参謀本部(ccs)が一九四三年一〇月二八日､地中海戦域連

合軍総司令官と北アフリカ戦域米軍司令官を兼ねるドワイト･アイゼンハウア大将宛指令

で､枢軸国戦犯の最終処理方法が決まるまでは容疑者を拘禁するにとどめ､証拠と情報を
ccsに送付するよう命じた通り､従来の慣行である戦闘継続中の戦犯裁判を実行しない
というのが連合国の基本姿勢であった｡この慎重さは､連合国の共同決定を待つためとい
うよりも､連合国捕虜-の報復を恐れた結果なのである｡
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そのことを明示する資料は豊富にあり､例えば､一九四三年一一月､アルジェの連合軍

司令部が戦犯関係の情報は一切公表しないとの決定を下したのも､情報公開がアメリカ人
捕虜､特に｢日本に捕まった米軍人｣ -の報復につながることを懸念したゆえである｡ア

ルジェの心理戦担当者は､こうした慎重策には反対であり､戦犯捕獲状況を発表すること
の｢宣伝価値｣をアイゼンハウアに具申したが､陸軍省､国務省､そしてイギリスは､戦

後まで極秘裡に戦争犯罪の証拠を収集するのが望ましいとの立場を打ち出した｡特に国務
省のケースを見てみると､捕虜の縁者や援護団体から絶えず｢最大限の救済と保護｣が求
められたため､敏国を刺激して自国民捕虜に危害が及ぶのを恐れたのである｡この圧力は､

戦時中の自重を求めるものだから､先の戦犯処罰要求の圧力と矛盾するわけではない｡い
ずれにせよ最善の解決策は､当面､表立った行動をとらないことであった(70'｡

米英当局の懸念には確かに根拠があった｡ドイツが､既述のようにラ-ラン会談に関心
を示しただけでなく､一九四三年一二月二二日にも､まもなくドイツ軍事裁判所が戦争犯

罪について米英両国人捕虜を審理すると声明していたからである｡ジュネ-ヴ条約下では､
ドイツの戦犯裁判をやめさせることはできない｡イギリス外務省は一九四四年一月一一日､

在米大使館宛竃報で､連合国が何か言えば､ドイツ人を取り返しのつかない立場に追いや
りかねないとの結論に至ったと述べている`71'｡このような報復の脅威から第二次大戦時

の戦犯裁判は戦闘終結後に展開されることとなる｡それは取りも直さず戦犯裁判が占領政
策体系に組み込まれることを意味したのである｡

以上の分析から､連合国指導者の戦犯処罰声明が実際の政策決定を反映するものではな
いことが判明した｡ことに官僚機構の当局者たちは､声明のような単純な思考をしておら

ず､種々の拘束要因や圧力が絡む戦犯問題に頭を抱えていたのである｡
いま一つ､米英が懸念した問題がある｡一九四三年七月二八日､ FDRはイタリアの無

条件降伏を求めるとともに､ムソリーニらを｢人道に対する罪｣で処罰すると声明したが
(イタリアは九月八日に無条件降伏する)､その当時､米英が最も心配したのは､一般に

犯罪人引き渡し条約は政治犯を除外しているから､イタリア指導者が中立国に逃亡する事
態であった｡もちろん､この間題は中立諸国の態度によって決まるが､一九四三年夏以来､
米英ソ諸政府は､スイス､スウェーデン､スペイン､ポルトガル､アイルランド､トルコ､

ヴァテイカン､アルゼンチン､ハイチ等の中立国に､戦犯を亡命させない保証をとりつ'け

るべく交渉した｡スイスが内外の反響を念頭に置いて女性と子供以外は保護しないと約し
たように､中立国の回答はおおむね好意的であった('2)｡

二

連合国戦争犯罪委員会の思想と行動
1

詩趣的法革新輸

摸重な米英両政府とは対照的に､大胆な方針を打ち出していったのがUNWCCである｡
一九四三年末になると､イギリス外務省もソ連の参加を諦めるようになった｡国務省は､

ソ連邦の諸共和国代表要求を認めればUNWCCが扱いにくい機関になると考えたもの
の､ソ連を無下に扱って戦争努力全般や戦後計画に関する｢緊密な対ソ協調｣を損なうこ
との方を深刻に恐れ､各共和国にソ連代表の顧問を派遣させるよう提案してはどうかとイ
ギリスに勧めた｡しかしソ連は､この案も拒否し､結局UNWCCには参加しなかった`73'｡
一九四四年一月一八日､ UNWCCは第-回の正式会議を開いた｡専門委員会に関して､
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大勢は､事実認定の調査業務に限定せず､戦犯問題全般をUNWCCに集中させることで
自らのプレゼンス増大を望んだ｡国務省はUNWCCが法律問題の検討をリードすること

を望んでいなかったが､イ-テン外相が専門委員会案の撤回に同意しているとの情報が決
定的に影響し､二月一五日のUNWCC会議で専門委員会の不設置が正式承認される(74'｡

uNWCCの主要な小委員会としては､証拠の収集検討とリスト作成を担当する第-香
員会(委員長はベルギー代表マルセル･ド･ベア博士)､逮捕や裁判等の技術的問題を担

当する第二委員会(委員長は合衆国代表ベル)､法律問題を検討する第三委員会が設置さ
れ､それぞれの所属委員はかなり重複している｡かくしてUNWCCの付託条項は拡大し､

法律問題や戦犯の逮捕･引き渡し方法等について諸政府に助言･勧告をも行なうこととな
った｡ここで注意すべきは､ UNWCCの性格をめぐって解釈の組鰭が生じたことである｡

米英両政府は､勧告権を得たUNWCCを純然たる諮問機関としか考えておらず､その勧
告に縛られる気はなかった｡しかるにUNWCC自身は事実上の政策決定機関を自任し､
厄介な政策決定の領域に自ら踏み込んでいったのである`75)｡

それではUNWCCの議論は､いかなるものであったのか｡以下では問題を戦争犯罪概
念と裁判所の二つに分けて検討しよう｡まず戦争犯罪に関しては､元来UNWCCの付託

条項は連合国に対する伝統的な交戦法違反に限定されていた｡だが､そうした制限枠を取
り払おうというのがUNWCCの基本的立場であり､戦争犯罪概念とは何かを検討するこ
とを通じて､ UNWCCの対象は事実上膨張していった｡初期のUNWCCは､何よりも
ヒトラーが権力を掌握した一九三三年一月以降の(戦前の行為)､ドイツ国内での政治的､

人種的､宗教的理由による(自国民や無国籍者-の行為)など､ ｢人道に対する罪｣に直
結する人道法の領域を重視した｡こうした行為を裁くよう一九四四年三月の第三(法律)

委員会第-回会議で提案したのはベルであるが､それは伝統的な｢戦争犯罪｣には該当し
ないから､あえて処罰すれば国家主権の侵害にもなりかねない(イギリス､ギリシア､ノ
ルウェイ代表は､この観点から反対した)｡にもかかわらず､ UNWCC委員たちが処罰
の必要に同意していったのは､ナチのデンマーク､ハンガリー､ルーマニアやドイツ本国

における追放や人質銃殺から受けた衝撃があまりにも大きかったからである`76'｡

侵略戦争の問題については､同じ第三委員会第-回会議でチェコ代表ボフスラフ･エチ
ェル博士が侵略の犯罪化を捷起した｡このような提案が出ること自体は､パリ講和会議や
一九二〇年代の戦争違法化に照らして何ら不思議ではない｡しかし高度の政策的判断に関
わる開戦の責任問題は一般に遠い存在に感じられるうえ､政治的厄介さもあって､ UNW

ccでは相対的に軽視された｡これに対して､衝撃的な残虐行為は人間の感情に最も強く
訴えかけるから､人々は凄惨な残虐行為にデモーニッシュな力を見て､その懲罰を熱烈に
欲する｡このことをUNWCCの初期の論議は例証していよう｡

人道法に関する類似の事態は第一次大戦時にもあった｡トルコ帝国における少数派アル
メニア人の虐殺について､一九一五年五月一四日､英仏露三国が｢人道と文明に対するト

ルコの罪｣のかどで責任者を非難する同時声明を発した｡パリ講和会議の一五人委員会は
二〇万余のアルメニア人が虐殺されたことを全会一致で認定し､ギリシア外相ニコラス･

ポリーテイスが同委員会で｢文明を侮辱する｣ ｢人道法または道徳法｣違反について新し

い戦争犯罪を採択するよう迫った｡しかし合衆国代表の二名､ランシングと全権団法律顧
問のジェイムズ･ブラウン･スコット博士が､その事後法的性質､そして善悪観念や状況
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に依存する犯罪内容の不明瞭さを理由に反対した｡結局､人種的理由による大量殺害がヴ
ェルサイユ条約に加えられなかったのは､法的先例の欠如ゆえであった(77)｡

しかしUNWCCにとっては､先例の欠如以前に､上記の諸行為が委員会の付託条項を
越えているという権限の制約が当面の問題であった｡そのため､ベルギー代表ド･ベア将

軍が一九四四年四月二一日､委員会の対象範囲を拡大するよう捷案し､ UNWCC委員長
ハーストは五月三一日のイ-テン宛書簡で､政治的理由等による(自国民等-の行為)は
厳密な意味での戦争犯罪ではないが､しかし大衆はその応報を求めていると訴えた('8'｡
このようにUNWCCが独り歩きを始めたのは､諸委員の意見だけでなく､ UNWCC
が種々の圧力にさらされていたからでもあった｡一つは､ユダヤ団体の圧力である｡七月
二五日のUNWCC会議で､ハーストは､世界ユダヤ人評議会(world Jewish Congress)

イギリス支部代表から書簡を受領したと述べた｡その書簡は(自国民-の行為)の処罰が
法的に難しいことを認識する一方､ユダヤ受難の噂はかなり誇張されていると疑う一般の
傾向に反発し､ UNWCCが犯罪の｢歴史的記録｣を作るよう希望していた｡この間題を
ハーストが委員会に諮ると､チェコのエチェルは､歴史的記録を残して恐怖を伝えるだけ
では不十分であって､ UNWCCが戦争犯罪の｢古い考え｣にこだわらず､貌実的方策と

して新しい戦争犯罪の定立を勧告するよう訴えた｡ベルも､まるで合衆国政府が許してい
るかの印象を意図的に与えつつ､件の行為は｢最大の戦争犯罪の一つ｣で､それを担当で
きる機関はUNWCCLかないと支持している｡しかし反対論もあった｡ニュージーラン

ド代表C ･バーデキンは､元来の戦争犯罪に関係ない仕事を抱え込み過ぎて身動きできな
くなる危険性を警告した｡中国代表の頼経均も､その試みに失敗した時の批判を恐れた(79'｡
いま一つの圧力はマス･メディアである｡ UNWCCの審議内容は非公表であるが､そ

の結果､ロンドンの新聞がUNWCCを批判した｡この委員会は何もしておらず､第一次

大戦後と同様､今回の戦犯政策も｢茶番劇｣に終わるだろうという効果的な批判であった｡
そこでベルはハーストにこう提案する｡自分たちは究極的に一般大衆に責任を負っている
が､大衆はUNWCCが広範な権限を有していると思い込み､ UNWCCを不誠実だと見

なしつつある､彼らに委員会の権限と仕事を知らせるために｢広報委員会｣を設置された
し､と｡そして七月一一日会議で､ハースト､ベル､ド･ベアの三名が広報委員会に任命

された｡広報委員会は､新聞発表用の説明文書を検討し､批判記事に対抗する意味から八
月三日に記者会見を開こうと計画した｡ UNWCCの仕事を説明するだけでなく､メディ

アの批判を逆手にとって､現在の権能のままでは大衆の願望がかなえられないと発表しよ
うとしたのである(80'｡このようにUNWCCの主要委員たちは､世論の動向に敏感であ

ると同時に､世論の喚起を通じて自らの権限拡大をはかろうとした｡彼らは諸政府の憤重
な姿勢をもどかしく感じ､積極的法革新論を唱え､行動を欲したのである｡

その中でも特に急進的な人物がベルであった.彼は､ハンガリー在勤時にユダヤ人に対
するナチの行為を目の当たりにして､義憤にかられた｡それを裁けないのは国際法の歪み
だとして､法の限界を無視した｡ベルは一九四四年五月八日のハースト宛書簡に｢我々二

人は新しい状況に適した新しい法律を準備しているのです〔傍点日暮〕｣と述べている｡
UNWCC代表の中で唯一法律の専門知識を持たなかったベルは､明らかに法的吟味を政
策的要請に従属させており､こうした思考様式は､パリ講和会議の首脳会談と同様､新し
い戦争犯罪の定立における(港)と(政治)の相互関係を示唆してくれる｡さらにベルは､
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ニューヨークの民主党員であることから民族要因に敏感であり､かつ国務省との折り合い
が悪かった｡それゆえ彼は､しばしば自分の判断を先行させ､他国代表たちをリードし､
ユダヤ人諸団体にもキャンペーンを張るよう促した(81)｡

しかし国務省は､ UNWCCの独走に狼狽した｡例えば､ハルが一九四四年七月一五日､

国務省･陸海軍省の見解一一大統領は､さしたる検討もなく承認した一一を通告している｡
第-に､ (戦前の行為)と(自国民-の行為)はともに管轄外だと警告した｡実際､一九

四四年一月に連合国派遣軍最高司令官に転任したアイゼンハウアの司令部(SHAEF)

が六月に作成した文書も､戦犯を赦国領土における交戦法違反者に限定している｡第二に､
戦争の始期は､ヨーロッパの場合､ドイツのポーランド侵攻の｢一九三九年九月一日｣､

極東の場合は塵溝橋事件の｢一九三七年七月七日｣とするのが正確だろうと述べた｡他方､
UNWcc声明問題に関しては､ウォール街出身のエドワード･ステティニアス国務次官
が七月三一日､戦犯問題は重大な軍事的関係一枢軸国側の報復の脅威一一を有するので､

政軍当局が承認しない声明は不都合だとして､ベルに自重を命じた｡国務省は､ドイツに
｢法と秩序の尊重｣を確立することを望み､何もしないと｢失望｣が生じると恐れる二重
の理由から､ユダヤ人-の行為について何らかの措置を講じる必要は認めていたが､だか
らといって､ベルのような性急な姿勢はとらなかった｡イギリスもUNWCCの対象拡大
に反対であり､要するに､米英にとってのUNWCCは､戦犯問題を実際に処理している

との印象を与える点で政治的に有用だが､調査と助言の枠内にとどまるべきであった｡
したがって八月一日のUNWCC定例会議では､ベルは意に反して記者会見の延期を提
案しなければならなかった｡しかし､その後もベルは九月二七日のハル宛電報で､ユダヤ

人の反発を憂慮し､常任上訴貴族でオーストラリア代表のライト卿が(自国民-の行為)

は戦争犯罪の合理的範囲内に入ると語ったことを報告する｡ベルは､ライト卿の重要性を
語ることを通じて､積極的法革新論を間接的に主張したのである`82'｡

2

連合国戦争犯罪法廷と混合軍事法廷

裁判所の問題に関しては､ UNWCCは､通常のナショナル法廷以外に二つの新しい法
廷案を提出した｡第-に､国際法廷である｡実はこの間題については基礎があった｡国際

連盟の後援で準公式機関として設置されたロンドン国際議会が一九四一年から､連合国諸
政府に勧告するため戦犯問題を検討しており､ベルギー代表ド･ベア指揮下の委員会の答
申に基づいて国際刑事法廷を設置する協定案を承認していたのである｡このロンドン国際
議会の代表の多くがUNWCCに流れ込んでおり､両機関には人的継続性があった(83'｡

UNWCC内部で国際法廷の検討をしたのは､ベルの第二委員会である｡一九四四年二

月二五日の会議では､重要人物は行政処分で処罰すべきだとするチェコ代表エチェルの意
見もあったが､国務省特別政治局国際安全保障･組織課から出向したベルの補佐官ロレン
ス･プレウスは､処罰感鯖が戦後に急速に軟化する国もあろうし､ナショナル法廷で排他
的に裁判すれば茶番劇か不統一に陥ると警告したうえ､ ｢合衆国の一般世論は国際法廷に
よる裁判に賛成しており､単なる政治的処分に反対している｣と合衆国の立場を代弁した｡
フランス代表アンドレ･グロは､自分たちに関係するのは常設の国際刑事法廷ではなく､

戦争犯罪を裁く特別国際法廷なのだと発言した｡陪審に対しては反対論が強かった｡この
ように裁判の必要性は概して認識され､国際法廷という言葉が頻繁に登場している｡ただ
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し､ベルも指摘するように､多くの委員は都合のいい言葉として｢国際法廷｣を使ってい

るに過ぎず､判事が職業法律家なのか軍人なのか､その混合なのかも等閑に付されていた｡
ただしプレウス一一彼自身は戦争犯罪の拡大は事後法になるから､政治的処罰の方がよ
いと考え､ベルに批判的であった一一の発言は､ステティニアス国務次官の一九四四年二

月一五日付ベル宛電報に基づいている｡国務省は迅速な裁判方法を好んだ｡戦後､短期の
うちに裁判を終えないと､時の経過とともにインパクトを失い､ ｢ライブツイヒの茶番劇｣
の繰り返しになると恐れたからであり､ステティニアスは､このことを｢つねに念頭に置

かねばならない｣と強調している｡そして複数国に対する犯罪一一この場合モスクワ宣言

の｢特定の地理的限定を有しない犯罪｣をも含む一一を審理する裁判所の選択肢として､
複数国からなる混合軍事法廷(Mixed Military Court)､文民判事の国際法廷
(工ntemational Court)の二つを挙げた｡この国務省の構想で注目されるのは､すで

に国際法廷の得失を明確に指摘していることである｡国際法廷は､注目度や尊重度におい
て高官の裁判に向いているが､他方で､設置､構成､手続き､権限等の解決に時間がかか
り､法廷の動きの鈍さと被告の遷延戦術で一般の関心が失せる危険性があるというのであ
る`84'｡この指摘は､戦後の東京裁判の軌跡を踏まえる時､実に示唆に富むものとなろう｡
さて､ UNWCCは一九四四年九月二六日､第二委員会の最終協定案を一部修正のうえ

採択した｡この国際法廷は｢連合国戦争犯罪法廷｣ないし｢条約法廷｣と呼ばれ､連合国
間の協定でロンドンに設置される(状況次第でロンドン以外にも置ける)｡管轄権を交戦

法違反の事件に限定するのは､ UNWCCの付託条項が伝統的戦争犯罪にしか及ばないか
らである｡ ｢条約法廷｣の特徴は､第-に､戦後の国際軍事裁判のように裁判所構成国を
一部の関係国に限るのではなく､多数の連合国､少なくともUNWCC全構成国に国際法
シヴイリアン

廷の参加権を与えることである｡第二に､それは文民判事からなる｢非軍事法廷｣であっ
た｡第三に､審理対象は主要戦犯だけでなく非主要戦犯をも含む｡ベルが一九四四年四月､
モスクワ宣言の｢主要犯罪人｣と非主要戦犯の線をどこで引くかに悩み､国務省に請訓し
た時､ハルは明快な回訓を与えなかった｡そこでベルの第二委員会は､国際裁判にかける
べき多数の非主要戦犯を処理しうる装置として｢条約法廷｣を考案したのである`85'｡
ナシ富ナ/レ

第二に､混合軍事法廷である｡この法廷は､一

国ではなく複数国の判事混成(五名以

上)であり､一九四四年九月一九日にUNWCCの承認を得た｡まず､前記の｢条約法廷｣

設置には時間がかかると予想されたため､当面の暫定措置として混合軍事法廷を活用する
のであり､国際協定を要する国際法廷とは異なる｡さらにいえば､複数国民に対する事件
および国内法の関係で自ら戦犯を裁判できない国家の事件は､ナショナル法廷では対応で
きない｡この欠陥を繍うのが､いま一つの意図である｡なお混合軍事法廷は､すでにパリ

講和会議時に検討され､一九四四年二月のステティニアス電報でも示唆された周知の形態
であり､ UNWCC独白の提案であったわけではない`86)｡

以上二つの法廷設置勧告は一〇月六日､ハースト委員長からイ-デン外相に送付された｡
しかし自国関係の事件を自国軍事法廷で裁判する方針のイギリスにとって､ ｢条約法廷｣
設置勧告は不本意であった｡そこで外務省は一九四五年一月四日､混合軍事法廷の設置に
は同意する一方､ ｢条約法廷｣案には断乎反対した｡ UNWCCに不参加のソ連を説得す
る手間も生じるうえ､協定交渉に長期間を要するし､ ｢条約法廷｣は主要国限定論に立つ
モスクワ宣言を逸脱する不要な提案だというのである(87)｡
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以上のUNWCCの活動は､いかに位置づけるべきであろうか｡ UNWCCの正史は自

らの活動について､原則や手続き問題を議論した第一段階(一九四五年春まで)､裁判当

局と情報等で連携した第二段階(一九四六年一〇月まで)､関係資料を収集整理する第三
段階(一九四七年半ばまで)､業務整理の第四段階(一九四八年春まで)に区分するが､

やはり戦争犯罪に関する戦時中の国際的枠組みであった第一段階が最も重要であろう｡ U
NWCCは､情報面で三万六千名余を検討し､八〇のリストを発したとはいえ､第二段階

の山下奉文裁判の記録さえ円滑に入手できない有様であった｡法律問題に関しては､決定
権がないことを度外視すると､確かに｢人道に対する罪｣の成立においては諸政府に圧力
を加える役目を果たしたが､それは残虐行為の性質ゆえに煽動力を持ったと考えた方がよ
い｡他方の侵略戦争の処罰に至っては､ほとんど影響力がなかったし､ UNWCCの｢条

約法廷｣構想にしても､多数国を介入させる構想のゆえに米英の支持を得られなかった｡
UNWCCの役割は､ ｢国際的議論のフォーラム｣として｢間接的｣影響力を及ぼしたと
するUNWCCの正史白身の抑制的評価を越えるものでは決してないのである`88'｡

このようにUNWCCが法廷に関する勧告を最終検討していた頃､ワシントンの政府内
政治によって戦犯計画は急展開しつつあった｡ハーストは一九四四年一一月頃､いずれU

NWCCが諸政府の決定に従う運命にあることを予期していたが(89'､実際､合衆国が動

き出した時､ UNWCCは証拠やリスト提供以外の面での存在意義を一層縮小する｡
3

ソ連の独行

ところで､この間､ソ連はどうしていたかといえば､ UNWCCを批判する一方､一九

四四年夏以降に独自の動きを活発化させていた｡八月中旬､ソ連はルプリン近郊のマイダ
ネック強制収容所事件一一捕虜約六〇万名が死亡したと見られた一一を捜査する｢ポーラ
ンド･ソ連特別委員会｣を設置した｡大量の被害を出したソ連と国民解放ポーランド委員
会(一九四四年七月二一日成立)がナチ戦犯を裁く行動を開始したのである｡クレムリン

は､東欧諸国が解放され始めると､バルカンやフィンランドでドイツ軍将校や外交官を次
々と逮捕し､枢軸国に協力した旧指導者や芸術家の｢人民裁判｣や｢追放chistka｣に
も強い関心を示した｡一九四四年夏にモスクワの大使館に戻ったジョージ･ケナンは｢ソ

連の主要関心事の一つは､あらゆる種類の協力主義者を完全に絶滅させることである｡こ
れらの分子は時々､反ソ勢力と同一視される｣と分析する｡ハリマン駐ソ大使も九月下旬､

ソ連の新聞がドイツ人戦犯の厳重な処罰をかなり強調していることに気づいた｡ハリマン
は｢ロシアの戦争犯罪概念は法的なものというよりも政治的なもの｣で｢基本的に戦争法

を認識していない｣と指摘し､その判断基準はソ連が国民の有罪無罪を政治的方便によっ
て解釈するのと同様のものになるだろうと予想している`90'｡
一九四四年一一月末､ルプリンのポーランド特別法廷でマイダネック収容所事件のナチ

戦犯六名が裁判にかけられた｡ケナンは報告する｡ ｢開廷時には一五〇〇名が傍聴し､法

廷周辺の街路に人々が溢れ返った｡新聞記事によると憎悪と憤慨の叫びが犯罪人たちに浴
びせられた｣｡そして五名に絞首刑が宣告された｡こうした情景をケナンは強い嫌悪感を
もって眺めた｡彼の戦犯裁判批判は､それから三年余り後に重要な意味を持ってくる`9')｡

第三節

合衆国の政策決定
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一

一九四四年秋の論争
1

｢カルタゴの平和｣をめぐって一一ステイムソンとモーゲンソ-

以上の考察を通じて､一九四三年から一九四四年前半までの戦犯処罰論議は､独自の行

動を見せたソ連を除けば､米英両当局の消極的な議論先送り論とUNWCCの積極的な法
革新論という二つの立場があったことが判明した｡その溝を埋める転機となったのが､一
九四四年秋のワシントンで生じた｢モーゲンソ-事件｣である｡
一九四四年六月六日のノルマンディ上陸を迎えると､国務省以外の官庁やSHAEFも､

ようやく連合国の勝利を想定できるようになり､降伏後の対独政策を検討し始めた｡そう
した二カ月が過ぎ､パリ解放目前の八月二三日､ステイムソン陸軍長官は､ドイツ問題に
ついて話し合いたいと申し出ていた財務長官-ンリ･モーゲンソ-二世と会った｡まだ戦

後ドイツ処理を突きつめていないステイムソンは､財務長官のドイツ工業解体論を聞くと､
それではドイツから国民がいなくなると語った｡モーゲンソ-応じていわく｢それでも､
ガス室送りには到底及びませんよ｣と(92)｡

モーゲンソ-は､対独通貨政策の関係で訪欧した際､握手するのも嫌うほどナチを憎悪
していたアイゼンハウアとの八月七日会談や出向財務省官僚の情報を通じて､陸軍省､国
務省の対独政策が｢寛大｣だと感じた｡モーゲンソ-は､対ソ協調と戦後国際機構を重視

する一方､ユダヤ人迫害に憤慨する強烈な反独態度であった｡第一次大戦後の対独政策は
負の教訓でしかなく､ドイツ人の自発的民主化にも期待していなかった｡だから彼は､徹

底的なドイツ無力化のため懲罰的な政策を合衆国の対独政策に据えようと画策していた.

しかしそれは､威信の低い国務省を戦時対外政策決定で圧倒していた陸軍省の領域侵犯を
意味する｡こうして経済問題と戦犯問題を二大争点に､七七歳の共和党長老ステイムソン
が生涯で最も織烈な省間闘争において論轍モーゲンソ一に対抗することとなった(93'｡
当時の言葉にいう｢モーゲンソ一･プラン｣をめぐる一九四四年秋の論争は､あまりに

も有名である｡しかし､それをあえて再論するのは､この論争を契機としてステイムソン

ひいては合衆国の裁判方針が急速に固まるにもかかわらず､たいていの先行研究が経済問
題に比重を置くため､戦犯問題の内実と推移が判然としない恨みがあるからである｡そこ

で本節では､戦犯論争の展開を軸にして論争の政治過程を検討する｡その際､経済問題と
戦犯問題の相違をあえて等閑に付すこともあるが､この異なる二つの問題はドイツの徹底

的懲罰の是非という点で共通性があり､有効と判断する限りで戦犯問題に援用しても､あ
ながち的外れな議論になるわけではなかろう｡なお合衆国の戦後政策に関して､しばしば
(峻厳)と(寛大)の対立軸が用いられるが､それらは時として相対的なものであり､使
う者によって意味のズレが生じる｡それゆえ､モーゲンソ一･プランの過度に峻厳な方針
を(超峻厳)路線(即決処刑とドイツ｢田園｣化)としたうえ､以下に叙述しよう｡
さて八月二五日､ FDRがモーゲンソ一､ステイムソンと昼食を共にした｡この時(超

峻厳)な戦後対独政策を説くモーゲンソ一に対して､ステイムソンは､ドイツ経済機構の

破壊方針に反対し､処罰はナチ個人に科するべきであるし､それも法に即したプロセス一
一つまり裁判一一を用いるべきだと反論し､併せて､喫緊の高度な対独政策を検討する閣
僚委員会を設置するよう進言した｡ FDRは､後者については快諾し､同日の閣議でハル､
ステイムソン､モーゲンソ-の三名を閣僚委員会に任じている(94)｡

それでは､二つの対立する政策提言を大統領はどう受けとめたのか｡同日の昼食を終え
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たFDRは､モーゲンソ-の前で､ジェイムズ･フォレスタル海軍長官にこう語っている｡

陸軍省の方針は｢峻厳さ｣が全然足りない｡ドイツ人の生活は占領地住民の最低水準に落
ス-ブ･キッチン

とすべきであり､給食施設だけあれば十分なのだ､と｡また翌二六日のステイムソン宛覚
書で､陸軍省の｢対独軍政ハンドブック｣草案一一ナチ高級党員二五万名の逮捕拘禁やド
イツ経済自立の促進を定める一一の甘さを批判し､米英両国人の多くがドイツ国民全体で
なくナチ指導者にしか責任を追及しないのは事実を見誤っていると難じたのも､ドイツ国

民全体が｢近代史朗の秩序に対する無法な兵向謀議〔傍点日暮〕｣に従事してきたという
理解からであった｡当時､戦時動員局長(CWM)であったジェイムズ･バーンズの述懐

によると､ FDRはこの頃､国務省の対独政策にも不快感を露わにし､ドイツ国民に戦争

責任を教え込むべきだと異様に憤慨していたという｡複雑な国際関係を単純明快に理解す
る向きのあったFDRは､細部はともかく､厳しい対独方針では一貫しており､一九四四

年夏､陸軍省､国務省の政策に対する不満から財務省の(超峻厳)な政策に傾斜していた`93'｡
九月四日午後､ステイムソンはジョージ･マーシャル参謀総長と長時間会談し､ゲシュ

タポの処罰方法にも話が及んだ｡冷給で自制心が強く､超然たる雰囲気のあるマーシャル
は､ステイムソンの裁判方式を強く支持して､文民はすぐ即決で首を刻ねたがるけれども､
陸軍将校の方が軍事裁判の法を尊重すると語った｡なお､この時ステイムソンは､国際裁
判となった時には軍人よりも文民判事を用いたいという意向であることを匂わせている｡

先の一九四四年二月の国務省の方針も文民判事を前露としていたが､通常の軍事法廷であ
れば､軍人判事で事足りるはずであるし､実際､ FDRは国務･陸軍両省と対照的に､慎
重な行動をとりそうな文民判事の法廷よりも迅速な軍事法廷を好んだ(96)｡しかるに､ス

テイムソンらが文民判事を好んだのは､被告個人だけでなく｢歴史｣と｢戦争責任｣を審

理するという国際軍事裁判所の特殊な使命ゆえである｡交戦法には詳しいが､法律一般の
深い知識や裁判経験を欠く軍人は､その点で不適格であった｡そのこと自体は理にかなっ
ている｡しかし文民判事を使えば､いかに名称が軍事裁判所であっても､実際の性質が通

常の裁判所に近づくであろう｡そして文民判事は､反枢軸国感情を内に抱えながらも裁判
権力の独立を求めるのが必至ではあるまいか｡だとすれば､裁判所が独り歩きしたり､ F
DRが懸念するような事態が生じる可能性は極めて高く､ステイムソンが望むような結果
が得られるか､心許ない｡そうした矛盾が文民判事構想には元来､内在していたのである｡
さて､ドイツに関する閣僚委員会が召集されたのは､九月五日朝のことである(前記の

国務長官､陸軍長官､財務長官以外に大統領特別補佐官ハリー･ホプキンズが後日追加さ
れた)｡ステイムソンは会議の様子を眺めているうちに､モーゲンソ-が財務省の方針を
売り込もうと陰で動きまわっていることに気づいた｡そのうえ､ハルまでが｢ドイツ住民

の生活水準を最低限の生存レヴェルに抑制する｣などとFDRそっくりの態度をとったこ
とに衝撃を受けた｡ハルが｢南北戦争後､南部ではすべてが破壊され､漸進的な復旧には
七五年を要した｣と例を引いたのは､ドイツでもそうすべきだという意味であった｡ホプ

キンズも大統領支持であり､果たしてステイムソンが孤立した｡この陸軍長官在職四年間
で最も｢不快な会議｣の結果､ハルの覚書を大統領に提出し､陸軍長官と財務長官も個々
に覚書を大統領に提出することとなった(97)｡

モーゲンソ-の立場は､大統領宛覚書｢ドイツに関する降伏後の計画案｣に詳述されて
いる(98)｡このモーゲンソ一･プランは経済的領域と政治的領域からなり､前者は､非軍
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事化と賠償のために重工業地帯を割譲分割し､ドイツ全体の軍事関連産業を破壊し尽くし､
特に枢要なルール地方から工業施設と鉱山を撤去することで､ドイツを｢田園｣化しよう
という計画であった｡そして後者は､非ナチ化と戦犯処理である｡ ｢非ナチ化｣とは何か

といえば､広義には､ナチの影響力を一掃する米英仏ソ共通の政策のことであり､その意
味では戦犯裁判も非ナチ化の一環に他ならない｡狭義には､ナチの党･組織を解体し､そ

の法律を廃止し､資産を差し押さえ､名目上ならざるナチ党員を公職および重要地位から

追放することを指す｡追放や組織解散は日本占領における公職追放に相当するが､完全に
等しいわけではない｡非ナチ化の場合､ナチの指導者､支持者､占領に有害な人物を逮捕､
拘禁する点で､むしろ戦犯裁判との近似性が強かったからである(99)｡
モーゲンソ-の非ナチ化政策は､突撃隊(SA)､親衛隊(S S)､ゲシュタポの構成

員全員､政府とナチ党の高官全員を拘禁し､ナチ党員､大土地所有のユンカー､陸海軍人
の全員を追放し､ナチ組織を解散させることで､ナチズムを根絶するという内容である｡
程度の差はあれ､その大筋は陸軍､国務両省と､さほど異なるものではなかった｡

しかし戦犯処理の方は極めて印象的である｡すなわち､主要戦犯リストを早急に現地軍
当局に通達し､その人物を確認後､連合国将校の分隊が即座に銃殺する｡通常の戦犯につ
いては､連合国の設置する軍事委員会が｢文明に対する罪｣で裁判し､有罪の戦犯は基本
的に処刑するというのである｡ ｢文明に対する罪｣としては､交戦法違反だけでなく､報

復的殺害､人種･信条等の理由による殺害等が例示されるが､要するに(自国民-の行為)

等でも世界が犯罪的と認知すれば処刑は可能だということであった｡
このような内容を見ると､一般に過激さにばかり眼を奪われがちであるが､なぜモーゲ

ンソ-と財務省が即決処刑方針を打ち出したのかを内在的に理解することが重要であろ
う｡第-に､実は財務省の方針の淵源はチャーチルに求められる｡モーゲンソ-は､合衆

国滞在中のチャーチルから戦犯リスト該当者を見つけ次第､銃殺するという方法を直接聞
き､魅了された｡そして財務省の審議過程で､軍当局が戦犯を｢確認｣するという手続き
が加えられたのである｡第二に､モーゲンソ一･プランにおいて戦犯処罰はデリケートな

位置にあった｡というのも､それを強調し過ぎれば､戦犯だけが責任者と解され､ドイツ

人全体を非難する財務省の図式自体が崩れかねないからである｡その意味で､責任の所在
が論じられる指導者の裁判は不都合であった｡第三に､財務省官僚は､ライブツイヒの先
例に言語道断な｢忌まわしさ｣を感じ､処罰を確実にすべきだと考えた｡第四に､だから
といって報復願望一点張りとしか見ないのは単純であり､財務省は即決処刑による迅速か

つ徹底的な戦犯処罰がドイツの無力化に有効だと信じたのである｡
以上を要するに､財務省の政策は完全無欠なドイツ無力化を確保するものであった｡将
来的にドイツが復興するにせよ､それはかなり長期の過程を経るべきであり､少なくとも
今後四半世紀は政治経済的復活を抑えようとしたのである(100)｡
2

ステイムソンの反撃

九月五日の閣僚委員会を終え､執務室に戻ったステイムソンは､殺気立つ合衆国政府の
中にも｢節度ある｣政策を訴える閣僚が存在したことを歴史に残そうと意識しながら､九
月五日付覚書にこう書いている｡ ｢我々は､ナチ指馨者全員､そしてゲシュタポのような
ナチのテロ･システムの手先を徹底的に逮捕､捜査､裁判し､できるだけ即座､迅速に､

-28

-

かつ厳重に処罰する｣｡注意を払わないとモーゲンソ-との相違が判別しにくいけれども､
ステイムソンは､政治的即決処刑という行政処分ではなく､ナチ指導者の司法的｢裁判｣
を主張することで､自らの｢節度｣を示したのである｡また経済問題については､工業経

済に依存するドイツを農業経済に回帰させるのは現実的に不可能であろうし､ルールの鉄
鋼を中心とするドイツの生産力は戦後ヨーロッパにとって有用だと考えていた〈"o"'｡

ナチの懲罰を不可欠とする点で､ステイムソンはモーゲンソ-と共通している｡しかし

彼は

ヨーロッパ再建を妨げる過度の懲罰的政策に反対したのである｡この異議申し立て

は政府内政治だけで理由づけられるものではない｡もちろん彼の反ユダヤ主義による個人
的反感もあって､モーゲンソ--の対抗意識は強烈であった｡だが次に見るように､ステ

イムソンは一九四四年秋の論争以前から一貫した持論を唱えていたのである｡一九四四年
四月四日､ハル国務長官､ステイムソン陸軍長官､フランク･ノックス海軍長官の会合の

席上､ステイムソンは､ヴェルサイユ条約がヨーロッパの関税障壁拡大を防げなかったこ

とを批判し､過酷な対独処遇がいかに誤っていたかを論じた｡そのうちノックスが怒り出
し､貴兄もドイツを許そうという輩の一人なのかと詰めよった｡ステイムソンは｢私の話

が終わるまで待て｣と制止して､こう指摘する｡ドイツは｢軍閥､プロイセン軍国主義｣

の支配下で何度も侵略戦争の責任者となってきたから､ドイツは普通の国とは別ものだと
されるし､今もまた｢軍閥-の何らかの防衛手段｣が必要となっている｡同じ事情は日本

にも当てはまる｡日本では議会政治を尊重する｢平和的党派｣が陸軍に屈している｡陸軍
を中心とする日本の｢軍国主義的党派｣はドイツのそれよりも大きく歴史も古い､と`102'｡

以上からステイムソンの考えについて二点指摘できる｡第-に､ヴェルサイユ条約の理
解がモーゲンソ-とは全く逆であった｡モーゲンソ-がヴェルサイユQ).不徹底の誤りを嘆

いたのに対して､ステイムソンは､その破壊性に誤りを見た｡すなわち破壊的な政策は決
して国際秩序を安定化させず､むしろ将来の戦争の種子を蒔くことになるとの立場である｡

ただし危険な敗者をそのまま国際システムに復帰させるのは適当ではないことを彼は知っ
ていた｡そこで第二の点が意味を持ってくる｡
第二は､日独の政治構造に関する理解である｡フランク･ブシヤーが指摘するように､

モーゲンソ-が第二次大戦の原因をドイツ社会の根本的欠陥に求めるゆえに完全な再編の
必要を感じたのに対して､ステイムソンにおいては､この戦争は｢純粋なパワー･ポリテ
ィクスの結果｣であった(103'｡そしてステイムソンの理解では､日独の政治構造は｢軍国

主義的党派｣と｢平和的党派｣に二元化され､前者の勢力が両国の支配権を掌握している｡
しかし例えば､日本の長い歴史には振幅があり､満洲事変以降の横柄一点張りではないし､
一九二一年に合衆国が慎重な対日行動をとった際には日本が申し分ない行動をとる｢模範
的な国｣でありえたと彼は記憶していた｡こうした歴史的思考は､膨張主義の温床である

日独の｢軍閥｣を除去すれば､将来の反逆の危険性は避けられるとの結論を導くわけであ
る｡ステイムソンが､モーゲンソ一･プランの不賢明さの原因をモーゲンソ-が歴史に精

通していないことに求めた所以である｡以上のように､ステイムソンは､ヴェルサイユの

教訓と日独政治の二元論的解釈を包括して対日･対独政策を考えていたのであった｡
とはいえ､ステイムソンにしても､戦犯処理に関する具体的準備があったわけではない｡

緻国の報復を恐れるワシントンで戦犯問題は危急の課題でなかったし､ナチの残虐行為の
大半が合衆国ではなくヨーロッパ諸国に向けられたため､合衆国はバランス感覚を維持す
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る傍観者でいられた〈104)｡とにかくステイムソンが戦犯処理をおぼろげに考え出したのは
一九四四年夏頃であり､真剣に検討するようになったのはモーゲンソ一･プランに直面し
てからのことであって､それも当初は単に裁判するという漠然たる主張にとどまった｡従

前の陸軍省部内の方針はといえば､民事部(CAD)部長ジョン･ヒルドリング少将の指

揮下で作成された一九四三年一〇月八日付の対日占領政策は､天皇から各県知事までの広
範な指導者を｢戦犯として｣拘禁するにとどまる｡この民事部の方針は､第一に､非ナチ
化との判別が困難であり､第二に､処罰方法には踏み込めていなかった(105)｡こうした状

態をステイムソンの裁判論は大きく変え､戦犯計画に急激な進展をもたらすわけである｡
ステイムソンは八月二八日､腹心のジョン･マクロイ陸軍次官補に電話で次のような構
想を語っている｡ドイツを占領するや､ゲシュタポを逮捕､拘禁し､ドイツ国民による告

発も奨励する､そして戦争犯罪についてナチ指導者を迅速に処罰し､ゲシュタポの指導者
から下位責任者をも捜査､処罰するという雑駁な方法であり､なお非ナチ化と未分離であ
った｡しかし注目されるのは｢この処罰の目的が報復ではなく予防であることを忘れては
ならない｣というステイムソンの特徴的立場がすでに示されていることである｡ ｢予防｣

とは､ドイツ国民の名において悪をなしたことをドイツ国民に痛感させ一一ただし彼らか
らドイツ再生の希望を奪わない一一将来の反逆を抑止するという意味であった`"oe)｡
デュ-ブロセス

ステイムソンの裁判論は､公平な裁判､適正手続き-と戦犯裁判に｢文明｣的方法を適
用する方向にエスカレートしていった｡九月七日､陸軍省広報局長アレグザンダ･サール
ズ将軍とマーシャルはステイムソンの立場を全面支持している｡特にマーシャルは､怨恨

感情から厳しい処遇を求める声が戦後に生じるのはあらゆる戦争に共通する現象だが､こ
の大戦でそれが極端化するのは間違いないと冷静に指摘した｡ステイムソンは､マーシャ

ルらの態度に､合衆国憲法の基本原則､自由と法の尊重によって教育された最良のアメリ
カ人の姿を見て､大いに勇気づけられた｡この間にも､アイゼンハウア宛指令について財

務省とマクロイが度々協議しているが､両者の立場の相違は､モーゲンソ-が特に宣言案
の次の文言に抗議したことに明瞭であろう｡ ｢我々は征服者として〔ドイツに一一日暮註〕
来たが､圧制者として来たわけではない｡ --ナチ党指導者､ゲシュタポ､その他の犯罪
･残虐行為容疑者は裁判され､もし有罪であれば処罰されるだろう｣｡モーゲンソ-は財
務省の総力を挙げてステイムソンの九月五日付草案を粉砕しようとしていたのである`"01)｡

3

国務省の立場

次に国務省の動静を整理しよう｡当時の国務省は一九世紀の作業手続きを引きずり､省

内各部局の自立性が強いうえ､戦時下の諸問題について諮問的役割を果たすにとどまる向
きが強かったといわれる｡上院議員出身の長老国務長官ハルにしても､省の立場を代弁す
るのが下手で､ FDRの個人外交をほとんど抑制できずにいたく108)｡以上から戦時中の国

務省が必ずしも対外政策決定の中心でなかったことがまず確認されよう｡
経済的領域に関していえば､よく知られる通り､ハルが多角的自由通商による戦後世界
の安定化と市場の確保を望み､折しも一九四四年七月には国際通貨基金(IMF)と国際
復興開発銀行(I BRD)創設に関するブレトン･ウッズ協定を実現していた｡同様の観

点から､戦争遂行能力は破壊しつつも民主化のうえドイツを世界経済に復帰させるという
(寛大)路線が一九四三年以来､国務省の基調であったといえよう(109'｡
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しかし戦犯問題に関していえば､ハル個人は即決の処理を望んでいた｡モスクワ三国外
相会議の際､ハルは｢私の思うままにできるのだったら･･･-ヒトラー､ムッソリーニ､東

條､及び彼らの主だった同類をつかまえて薗時軍法会議に引張り出したい｡そして翌日の
明け方には歴史的な事件が起るだろう〔傍点日暮〕｣と発言したという｡枢軸国指導者を
迅速に｢絞首刑｣にするよう閣議等で一貫して主張し､それは自分の国務長官時代に否定
されなかったというのが､ハルの言い分である｡確かに八月下旬の閣議でもハルの本意が
即決処刑であることを言明しているし､それは別段､彼の理想主義的思考と矛盾しない｡
理想主義は､しばしば妥協の余地ない強硬姿勢になりがちなのだから｡こうして見ると､

九月五日閣僚委員会でハルが財務省に接近したのは一一財務省が対外政策の分野に口出し
することを不快に思っているにもかかわらず一一､国務省を軽んじる大統領にすり寄るだ
けでなく､ハル自身の志向も根底にあったろう｡しかもハルは､ステイムソンの影響力を

あなどっていた｡とはいえ厳密にいえば､主要戦犯の｢臨時軍法会議｣の必要まで否定し
てはいない点で､モーゲンソ-の政治的即決処刑との差異が認められ､ハルが裁判論に接
近するのも困難ではない("10)｡実際､ステイムソンから｢気まぐれ｣な人物と評されるハ

ルは､対独政策全般に関して､ほどなくステイムソン側にまわる｡彼の即決処刑論は決し
て確固たるものではなく､ハルが述懐するような一貫性も事実として存在しないのである｡

それでは､国務省としての立場は､どうであったのか｡ハルを委員長とする｢戦後対外

政策に関する諮問委員会｣下における若干の予備的検討を経て､ ｢極東に関する部局間地
域委員会｣が一九四四年三月二四日付｢CAC一〇五｣をまとめている｡しかし､それは

対日戦犯問題を論じても､裁判や犯罪の中身には触れず､もっぱら逮捕の方法に関心を注
ぐものであった(lil)｡戦後計画委員会(pwc)一一一九四四年一月一五日設置の国務省

高官の合議体(ハル委員長)一一のドイツに関する一九四四年八月五日付文書にしても､

戦犯処罰をナチ重要人物の除去に有用だとするが､やはり具体的内容には言及していない｡
同じくPWCの一九四四年五月三一日付政策勧告の場合､ ｢『戦争責任(war-quilt)』条

項は降伏文書または講和条件に書くべきではない｣と言うにとどまるが､ヴェルサイユ条
約二三一条から類推した結果であることは明瞭であり､少なくとも(超峻厳)路線とは違
う国務省の慎重姿勢を示唆している`1°2'｡

先に見たように､国務省はUNWCCの独走を抑える必要性から戦犯裁判の検討を進め
ていたし､ステティニアスの一九四四年二月一五日付ベル宛電報における法廷の形態論は
陸軍省よりも検討が進んでいたことを示している｡こうして見ると､一九四四年当時の国

務省は､ハルが願った即決処刑を省の立場としていたわけではなく､むしろ戦犯裁判を前

提にしていたと考えられる｡以上から､政治的領域の非ナチ化については財務省､陸軍省､
国務省は一致して(峻厳)路線をとり､戦犯処罰に関しては財務省の(超峻厳)策に対し
て陸軍省と国務省がともに裁判による(峻厳)路線であったことがわかる.
しかしモーゲンソ一･プランに勢いがあった頃､それが一時的に変化したのである｡ド

イツ高等弁務官就任を打診されていたバーンズは､大統領と同じく｢寛大な平和｣には反
対であった.しかし国務省中央ヨーロッパ部長ジェイムズ･リドルバーガーの持参した文

を見た時､不必要に過酷だと感じた｡特にバーンズの眼にとまったのは､主要戦犯の処
を示唆する部分であった｡無罪の可能性を考えたのかと尋ねると､リドルバーガーは｢そ
文言には問題がある｣と認め､その文書の大半は財務省が準備したものだと語った(1"3'｡
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4

第二次ケベック会議とイギリスの立場

九月九日､ FDRは第二次ケベック会談に赴く直前に閣僚委員会と会談した｡その際､

大統領に提出されたステイムソン覚書は､第-に､戦犯処理には人権を保障する手続きが
必要で､証拠聴取と弁護側証人喚問の権利を被告に与えるよう進言する｡ ｢文明の進歩と
一致する威厳ある方法｣で戦犯を処罰した方が､より大きな影響力を｢後代｣に与えると
いうのである｡第二に､主要戦犯の国際裁判に参加することで､合衆国の｢道義的立場｣
を高めることを望んだ｡第三に､非主要戦犯については､モスクワ宣言通り､犯行地に送
還して軍事裁判にかける｡第四に､ UNWCCが主張する(戦前の行為)や(自国民-の

行為)の追及には否定的であった(この方針を転換するのは翌月である)｡以上から､侵
略戦争の追及をまだ想定していないことが確認されるが､総じて｢文明｣と合衆国の｢道

義的立場｣を強調する姿勢が目立ち､その根底には､第二次大戦における合衆国の行動の
正当性を｢後代｣に伝える義務感があった(114)｡

さて等事行動に関する米英首脳の第二次ケベック会談は九月一一日に始まった｡その翌
日､ FDRがモーゲンソ-だけをケベックに至急呼び寄せたことに､当時の大統領の志向
性は明瞭である｡戦後ドイツ処理に関するモーゲンソ-の説明に対して､チャーチルは一

度は敵意むき出しで反発したものの､翌一三日になると態度を逆転させて一部修正のうえ
承認し､遅れて到着したイ-デンを驚かせた｡イ-デンによれば､財務省構想がイギリス
の輸出拡大一一ルール地方をイギリスの新市場とする一一を提案している点にチャーチル

はそそられた｡こうしてチャーチルの指揮で作成された英米首脳の九月一五日付合意文書
は､ルールとザール両地方の工業力を解体してドイツ｢田園｣化をはかるものとなった(i"5)｡

さらに同じ九月一五日､戦犯問題についても米英首脳はナチ指導者の即決処刑方針で合
意した｡この点は､むしろイギリス側のイニシアテイヴによるものであった(モーゲンソ
-が九月一九日､自分は戦犯問題については何も言わなかったと財務省で語っている)｡

イギリス戦時内閣は一九四四年夏､大法官サイモン卿が即決処刑の提案文書を起草するこ
とを閣議決定した｡そうしてサイモン卿が作成した九月四日付覚書を､イギリスはFDR
に提示したのである｡この覚書は､裁判方式はヒトラー､ハインリヒ･ヒムラー､ -ルマ

ン･ゲーリングといった｢悪名高い首謀者には全く不適当｣だと力説する｡なぜなら彼ら

の運命は､判事ではなく連合国諸政府が決定すべき｢政治問題｣だからというのである｡

モスクワ宣言をそう解釈するサイモン卿は､残虐行為を許した少数の指導者を裁判なしに
処刑するのが｢正しい｣と結論した｡そしてFDRは､後日マクロイが軽米イギリス外交
官に聞いたところによれば､即決処刑方針を｢決然と｣支持したのであった`116'｡

こうして米英首脳は九月一五日､即決処刑論のイギリス起草文書をスターリンに送り､

戦犯リスト作成でスターリンと提携することを合意した｡特にチャーチルは､前年末のテ
ヘラン会談でスターリンが多数のナチ将校の処刑を語っていたこともあり､スターリンが
自分たちの申し出を容認するものと決めつけていたに違いない｡チャーチルが一〇月四日

の庶民院で､ナチ高官が正式な裁判にかけられると仮定すべきではないと答弁したのも､
即決処刑方針を想定していたからである｡しかるにチャーチルは一〇月二二日､英ソ首脳
のモスクワ会談の結果についてFDRにこう報告しなければならなくなる｡ rUJ 〔スタ

ーリン一一日暮註〕は思いがけずも大変立派な方針を示しました｡裁判なしで〔主要戦犯
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を〕処刑してはならない､さもなくば彼らを裁判することを我々が恐れていると世界から
言われるだろうというのです｡私は国際法上の困難を指摘しましたが､スターリンは､裁
判をしないのなら､処刑してはならず､長期の禁錮刑のみを科するべきだと答えました｡
ソ連がこういう見解を出したとなっては､私は貴兄に提出した覚書･･-･を力説したいと望
むものではありません｣｡二年前の一九四二年一一月､イギリスの駐ソ大使がクレムリン

に即決処刑方針を打診した時､弁護士出身のヴィアチェスラフ･モロトフ外務人民委員は､

これを拒んだ｡裁判をしないと､米英ソ首脳が復讐のためにナチ高官を殺したとの誇りを
受けるとスターリンが恐れていたためである(117)｡この点でもテ-ランのスターリン発言

には確かな根拠がないことが改めて確認され､ソ連は裁判論で一貫していたわけである｡
そして次に見るように､チャーチルがケベックの即決処刑合意の撤回を余儀なくされる以
前に､実はワシントンの状況自体が急転回していた｡
この間ワシントンでは､九月一六ないし一七日の週末､マクロイがステイムソンに､大

統領がステイムソンの対独政策を退ける決定を下したと電話で伝えた｡ステイムソンは事
態の深刻さを悟った｡ケベックの大統領周辺には｢イエス-マン｣しかいない､そして二

人の首脳が体系的研究もせずして衝動的にかくも重大な決定を下すのは｢恐ろしいことだ｣
と洩らさずにはいられなかった｡ステイムソンにしてみれば､財務省の｢カルタゴの平和｣

的方針は､報復熱に狂乱する｢親ユダヤ政策｣に他ならず､ ｢次の世代におけるもう一つ
の戦争の種子｣を蒔く､あまりにも危険な政策であった｡いまやステイムソンの支詩者に
変身したハルもまた､ケベックでの合意を聞くや､激昂して辞意をちらつかせた｡
しかし何者かが一一国務省またはマクロイが関与したとの憶測もある一一マス･メディ

アにモーゲンソ一･プランと財務長官のやり方に関する情報をリークした｡アーサー･ク

ロックを中心に､諸新聞は九月下旬以降､モーゲンソ-を箔烈に攻撃し始めた｡そして大
統領選挙戦の只中にあるFDRは､この轟々たる非難に直面するや､態度を豹変させる(118'｡
一〇月三日､ステイムソンの見た大統領は､風邪で体調を崩し､擾労困鰻している様子
であった｡ステイムソンがドイツ問題について切り出すと､ FDRは､自分はドイツを農

業国にするつもりなどなかったと釈明に躍起となった｡そこで陸軍長官は､念押しの苦言
を呈している｡ ｢我々の問題は癌手術に似ていると思います｡癌手術では､悪性組織を取
り除くため､手術の過程で正常組織の多くを犠牲にしても深く切ることが必要です｡しか
し生命に関わる器官を切除するほどであってはなりません｡そんなことをしたら手術は失
敗します｡ --我々が追求しているのは予防的処罰､さらにいえば教育的処罰であって､
報復ではないのです｣｡そして､この戦争を通じた大統領の(モラル･リーダーシップ)

を報復的政策によって汚してほならないと諭したのである｡
一方､閣内でもどこか白い眼で見られ､気まずいモーゲンソ-は､自分が対独政策で動
いたのは大統領に指示されたからだと弁明し､今の扱いは不当だとステティニアス国務次
官に愚痴をこぼしている｡この挿話もまたFDRがモーゲンソ一･プランを支持していた

ことの証左であろう｡しかしFDRは､一〇月二〇日のハル宛覚書で詳細な対独政策決定
を先送りする意思を伝え､年末には｢モーゲンソ-は大きな間違いを犯したのだ｣､田園
化など馬鹿げていると吐き捨ててさえいる｡ FDRにとって｢モーゲンソ-事件｣は苦く
不快な記憶となったのである`1°9'｡
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5

モーケンソ一章件の意義

以上の過程において注目されるのは､第一に､ FDRの姿勢である｡たいていの観察者
が同意するように､ FDRは自分の意図を語らず､その思考過程がわかりにくい`120'｡そ

の特徴は戦犯問題にも該当する｡しかし一九四四年秋のつかの間の一瞬､それが変化した｡

経済的｢田園｣化と指導者の即決処刑は､集団責任と個人責任として捉えれば､本来､
別物のはずである｡しかし既述のように､モーゲンソ一･プランにおける戦犯処罰のデリ

ケートな位置ゆえに､その二つは｢報復｣的な集団責任論のもとに同一化していた｡
戦時中､ドイツをめぐる二つの｢極論｣があった｡一つは､強制収容所に｢良いドイツ

人｣が多数いるので､彼らに権力を与えれば万事好転するとの見方であり､いま一つは､
ドイツ人は本質的に｢悪｣だから､即刻､滅ぼすべしという見方である｡しかし､ナチに

だけ責任があるのか､それを支持し追随した国民にも責任があるのか､という問題に置き
換えると､確かな答えを出すのは難しい｡近代国家の民主政治を考える時､国民に何の責
任もないというのは理論的に維持しにくいにもかかわらず､現実の対処は至って技術的で
あった｡例えば､開戦前のフランスにも､ヒトラー個人が問題の本質ではないから､ドイ

ツ自体を無力化しない限り永続的な安全保障はありえないとする見方があったが､そうな
ると､ドイツを隔離して｢永遠に圧迫｣するしかないから､英仏はナチだけを指弾してド
イツ国民には責任なしと解釈してきたのである(121)｡そしてFDR自身もまた､前述一九

四二年一〇月七日の声明以来､ナチとドイツ国民を区別する授術的観点を繰り返し公にし
ており､例えば､一九四四年三月二四日のラジオ声明でも､ナチに将来｢有罪を宣告する｣
ため｢人道に対する罪｣の｢証拠を記録する｣ようドイツ人に呼びかけていた｡しかる
に､ステイムソンが憂慮したように､モーゲンソ一･プランを支持すれば過去の声明との

矛盾を来すということに大統領は気づかなかったのか､確かに迂闊であった｡
コウカヴィの近年の研究は｢ローズヴェルトは戦犯処遇について確固たる考えを明示
しなかったし､戦犯問題を注意深く検討することも決してなかった｣と指摘する｡これと
は別に､大統領がモーゲンソ一･プラン全体を支持したのは､ソ連にドイツ復活や米英の
対ソ協調方針について不安を持たせないためであったという指摘もある`"22)｡しかし､こ

と戦犯問題に関する限り､ FDRは状況志向的にナチ指導者の即決処刑に傾斜したといっ
てよいのではなかろうか｡八月二五日にFDR自身がフォレスタルに洩らした懲罰志向:
モーゲンソ-が介在しないイギリス提案の積極的支持は､そのことを示している｡それに

合衆国政府内には､即決処刑に理解を示した者もいた｡弱者に対する蛮行を耳にした時､
その責任者に報いが訪れるのを見たいと反射的に感じるのは人間の性である｡さもなくば､
その人の感情は満たされることがない｡そしてFDRのリベラル思想は､確実な即決処刑
-の衝動ともなりえた｡しかしそれは､ ｢理念の共和国｣の最高指導者の公的立場とする
には､やはり配慮に欠ける乱暴な意見であった｡しかも､それを前面に押し出せば､ナチ
の報復ないし宣伝を刺激しかねないことは当時のワシントンの常識であった｡しかるに親
しい旧知の友人モーゲンソ-がそれなりの理論武装をして攻勢をかけた時､ FDRはその
誘惑に乗ってしまい､そして失態を演じたのである｡ FDRは､とかく決定を先延ばしに

し､自分の行動を事前に拘束することを嫌ったけれども､彼がモーゲンソ-事件後､戦犯

問題について意志表明するのを厳に差し控えるようになるのは､多くの論者が指摘するよ
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うに､特にこの失敗の教訓を強く意識したためである`123'｡

第二に､モーゲンソ-的即決処刑論の敗退である｡ジョン･パッカーは､モーゲンソ一

･プランに関する議論が経済面と政治面の相違を見逃している点を批判し､経済政策につ
いては短期のうちに放棄されたが､政治的側面では実行されたと論じている("2a)｡確かに

モーゲンソ-とその部下たちの影響力は､この事件後､政策決定の舞台から姿を消したわ
けではなく､それどころか彼らは新たな巻き返しをはかった｡

論争最中の一九四四年九月下旬､元来は戦時機構の統合参謀本部(∫ CS)がドイツに
厳しい基本政策｢J CS一〇六七｣をアイゼンハウアに指令した｡だが､それは暫定指令

だから､直後から財務省はマクロイらと修正協議を重ね､例えば､非ナチ化の徹底に関す
る両省の一致によって一九四五年一月六日に最初の修正が加えられる(財務省は拘禁対象
の拡大を主張した)｡そしてヤルタ会談後､ FDRの求めに応じて国務省が三月一〇日､

比較的穏健な政策案を提出するや､陸軍省が占領軍司令官の権限を不当に制約するものだ
と反対し､再び事態は紛糾してしまう｡果たしてモーゲンソ-がFDRに働きかけ､国務
･陸軍･海軍･財務四省と対外経済局(PEA)の代表一一ウイリアム･クレイトン国務
次官鶴､マクロイ陸軍次官補､ラルフ･バード海軍次官､モーゲンソ-財務長官､レオ･

クラウリ対外経済局長官ら一一で構成する対独非公式政策委員会(I PCOG)が新設さ
れ､その三月二一日会議で国務省の主張は粉砕されたく125)｡そしてI PCOGは一九四五
年四月二六日､改訂版｢J CS一〇六七/六｣を承認し､二八日､ SHAEFに内報した｡

｢J CS一〇六七｣は､ドイツが｢再び世界平和の脅威になるのを阻止する｣ことを連

合国の主要目標とし､ナチズムと軍国主義の除去､迅速な戦犯逮捕と非ナチ化､経済的非
軍事化､ドイツ民主化の準備を定めている｡そして軍司令官の自立的権限を確保する一方､
重工業の破壊については､ある程度限定的であり､狭義の非ナチ化と陸軍省構想に沿った
戦犯逮捕をも併記する｡しかし現地のドイツ軍政長官代理ルシアス･クレイ中将や元投資
銀行家のウイリアム･ドレイバー准将らは､ドイツの生産を禁じる経済的非軍事化が厳し
過ぎ､ヨーロッパの現状にそぐわないと当惑した｡クレイの述懐によれば､現地の政策執
行者には｢J CS一〇六七はカルタゴの平和を企図していた｣と思われた｡だが､それは

ドイツの戦争遂行能力破壊という各省が妥協しうる範囲内であって､少なくともモーゲン
ソ一･プランの本質である｢田園｣化と即決処刑論が含まれていないことは明白であるし､
そうした｢一〇六七｣の妥協的性格が現地における解釈の幅を許すことにもなる(126)｡

したがって､パッカーの指摘は重要な貢献だけれども､戦犯裁判には該当しない｡モー

ゲンソ-は国際裁判に反感を抱き続けたし､ドイツ降伏後の大統領宛覚書(未提出)でも､
陸軍省路線の戦犯裁判のやり方を抜本的に変えないとライブツイヒ以上の｢茶番劇｣に見
舞われると述べている｡彼は､処罰の遅れや戦犯の逃亡が生じて世論が憤慨する事態を恐
れ一一その項､彼は非ナチ化実施の不徹底を苦々しく感じていた一一､英米法の笈術性に
拘らない｢最も簡素で迅速な裁判｣にすべきだと考えた(127)｡すなわち､モーゲンソ-自

身でさえ､もはや戦犯裁判そのものは否定しえず､したがって即決処刑論が合衆国内部で
力を取り戻すことはなかったのである｡もっとも､その一方､モーゲンソ-が閣僚の座に

り､それに共感する勢力が存在する限り､ステイムソンの警戒心は解けないであろう｡
三に､そのステイムソンの役割である｡一九四四年秋の論争を通じて､戦犯処罰の現

9方法が政治化した｡ステイムソンは､財務省に対抗するため戦犯裁判を正面から捉え

-35-

直し､マクロイと陸軍省参謀第-部(Gl)スタッフの力を得て､当初の粗雑な考えを急

速に洗練させていった｡仮にステイムソンが陸軍長官のポストを占めていなかったとすれ

ば､国際軍事裁判が我々の知る形で実行されたか大いに疑問であるし､一九四四年秋の論
争がなければ､連合国の準備は相当遅れ､果たして複雑かつ厄介きわまりない戦犯問題は
異なる展開を見せたに違いない｡このようにステイムソンの影響力がいかに大きかったか
を指摘するのが､さほど誇張でないことは､ 『ワシントン･ポスト』一九四九年一月一三

日付が､自分たちはステイムソンの説得的な議論の結果､ニュルンベルク裁判を支詩した
のだと述懐していることでも知られよう(128)｡

かくして､モーゲンソ-事件は､ワシントンの即決処刑論をはるか後景に追いやり､陸

軍省の裁判計画が合衆国の基本方針を基礎づけていく契機となったのである｡
ニ

陸軍省の計画策定
1

バーネイズ緒憩の影響力

いまや陸軍省による具体的政策の立案過程が重要な検討課題となった｡モーゲンソ一に
対抗する必要から､ステイムソンはマクロイに陸軍省の戦犯政策立案を命じた｡省内の諸
事に多忙なうえ､モーゲンソ一･プランに直面するまでUNWCCの進捗状況も知らなか
ったマクロイは､その仕事を下部機関に委ねたく12')｡担当部局は､法務総監部(JAG)､

民事部(CAD)､参謀第-部(Gl)だけれども､結局Glが立案の中心となった｡

Glの政策を創案したのは､ JAGからGlの特別計画課長に転出したマリイ･バーネ
イズ大佐である｡五一歳の彼は､ハ-ヴァ-ド大学､コロンビア･ロー･スクール出身､

戦時勤務の弁護士であり､その検討成果を九月一五日付覚書｢ヨーロッパ戦争犯罪人の裁
判｣にまとめた｡バーネイズは､まず周辺の厄介な諸要因に注目する｡すなわち戦犯の多

きと広範さ､証人獲得や証拠収集の困難､そして連合国指導者の声明が(戦前の行為)や
(自国民-の行為)の起訴を意味するものと一般に解釈されていたことである｡
ユダヤ系リトアニア移民の両親を持つ五一歳のバーネイズは､ UNWCCが受けている

批判に鑑み､ (戦前の行為)等を処罰しない場合､多くの人々が幻滅し､ユダヤ人の圧力
も日増しに強まるだろうと､ベルを彷彿させるような警告を発した｡バーネイズは､ヒト

ラー以下の主要戦犯を即決処刑しても､何千という非主要戦犯を処罰する問題は解決しな
いし､むしろ連合国の正義が損われ､ヒトラーを殉教者にしてしまうと論じた｡重要なの

は､ドイツ人に自国政府の野蛮さや世界の非難を知らせ､戦後の潜在的ファシストを解体
することであった｡かくして彼は､合衆国の正義と利益に即して多数の戦犯を処理しうる

方途を模索する｡
バーネイズは着想力に長けていた｡彼が自信をもって打ち出した解決策が｢流線型
streamlined｣裁判である｡この方法は二段階に分かれ､第一段階では､残虐行為や交
つンスビラシ-

戦法違反の共同謀議についてドイツ政府､ SA､ SS､ゲシュタポ等の組織とその代表者

を国際法廷に起訴し､犯罪行為だけでなくナチの教義や政策の犯罪意図も追及する｡国際
法廷は､組織の犯罪性を認定し､同じコンスピラシーの犯罪についてナチ指導者にも判決
を下す｡第二段階では､犯罪的組織のメンバーを各国のナショナル法廷で裁判するが､こ
の場合､コンスピラシー-の参加率実一一メンバーシップ一一を立証しさえすれば､当該

被告は有罪となる｡組織の起訴の利点は､この第二段階で生きてくるわけである｡バーネ
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イズは､この方法で､コンスピラシー開始時の少数派-の国内的残虐行為をも処罰できる
と説いた｡ただし第-に､この時点におけるバーネイズの関心が､もっぱら残虐行為のコ

ンスピラシーに集中していたことには注意したい｡第二に､組織員の裁判をするとすれば､

それは何十万単位という途方もない数字になってしまう欠陥があった｡組織員の裁判はバ
ーネイズの｢弥縫策｣であったとテルフォード･テイラーが推測する所以である(leo)｡

ところで､コンスピラシーとは何かといえば､英米法特有の犯罪概念である｡違法な目
的を一一またはそれ自体は違法でない目的を違法な手段で一一達成しようとする二名以上

の違法な意思の結合によって独立犯罪が成立する｡合衆国連邦最高裁判所が判定してきた
ように､合意の存在は間接的状況から推定して証明されればよいから､証拠要件は緩和さ
れ､例えば､会合出席等で合意形成に参加した事実があれば足りる｡被告はコンスピラシ
ーの終了時ないし脱退時までの全行為と他の共謀者の言動に責任を負わなければならな
い｡したがって､いったん立証が認定されれば､計画の一部にしか関与していない者をも
一網打尽にできるわけである｡東京裁判のオランダ判事B ･Ⅴ･A･レ-リンクは､コン
スピラシーは｢アングロ-サクソン刑事制度の醜悪な側面の一つ｣だと酷評している(131'｡

バーネイズの捷案は九月二七日､ G l構想として陸軍次官補室の会議で紹介された｡陸

軍省内にはナチ指導者の政治的処理を主張する者もいたし､マクロイの本来の希望は伝統
的な交戦法違反に限ることであった｡しかし彼らはバーネイズ案をしのぐ代案を出すこと
ができず､最終判断はステイムソン個人に委ねられた.そこで一〇月二四日､マクロイが
戦犯問題関係者を伴い､ステイムソンのもとを訪れている｡関係者とは､ Gl部長ステフ
ァン･-ンリ少将､法務総監マイロン･クレイマ-少将､ JAGのジョン･ウェア准将､

アーチボルド･キング大佐､エイブ･ゴフ大佐､フレデリク･ウィーナー中佐､バーネイ

ズ大佐､ Gl執行官ハワード･ケッシンジャー大佐､陸軍次官補室の執行補佐官アミ･カ
ッター大佐､そしてUNWCC代表代理ジョゼフ･ホジソン中佐らである`132)｡ここで彼

らは国際軍事法廷ないし混合軍事法廷設置の可能性を確認した｡それ以外に重要なのは､
第-に､ステイムソンがバーネイズ案に完全に魅了されたことである｡第二に､この時点

におけるコンスピラシー理論は､ナチが｢全体主義戦争｣を計画し､その目的を進めるた
めに交戦法に違反したことを起訴できるという内容に変わっていた｡漠然とではあれ､コ
ンスピラシーが｢全体主義戦争｣計画の告発にも拡大している点が注目されねばならない｡
ステイムソンは､一九〇六一〇九年のニューヨーク南地区首席検事の経験一一この生涯

最初の公職で成功したことが彼の華麗な経歴の出発点となっている一一を引き合いに出
し､自分たちはコンスピラシーを使わなければ､シュガー･トラスト事件等の｢悪｣に対
坑できなかったと一同に語った｡コンスピラシーは､ナチのテロ計画を扱うのに､いかに

も適合的だと思われたのである｡ついでにいえば､当時ステイムソンは真珠湾問題の調査

報告業務に連日忙殺され､その要点を理解し始めていた｡この時点で対日戦犯問題はステ
イムソンの切迫した課題ではないが､いずれコンスピラシーを日本にも適用しようとする
のも自然な流れであろう｡ともあれ､ステイムソンがコンスピラシーの使用に躊躇しない
のは戦犯問題に限らない｡例えば､一九四五年九月一一日､フォレスタルに対して､合衆
国の｢労働者の状態｣は｢公共の利益に対する･-･･ 『コンスピラシー』｣であり､ ｢わが

国の法にもイギリスの伝統的コモン･ローにも､このようなコンスピラシーに対処する十
分な先例があるのだ｣と語ったように(133)｡実際､コンスピラシー裁判は､ステイムソン
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の心を捕えて離さなかった｡彼は､大統領選挙で頭が一杯のFDRに知らせるのは控えた
ものの､折に触れて他者にコンスピラシー･アナロジーの有用性を熱心に説いている(134'｡

ステイムソンは､既述のように九月九日の時点で(自国民-の行為)の処罰に否定的で
あった｡しかし一〇月二七日のハル宛書簡では､そのスタンスを変える｡ステイムソンは

｢ナチの広範な計画｣を英米法のコンスピラシーで起訴する有効性を強調したうえ､その
利点として､第-に､組織の裁判によって全体主義を告発できること､第二に､ ｢犯罪的

な侵略行為｣と敏国領土内での少数派迫害を同時に追及できることを挙げている｡このよ
うに､一〇月下旬の時点でステイムソンは侵略戦争の起訴を明言すると同時に､ 〈自国民

-の行為)の起訴をも肯定するに至ったが､後者の転換は､バーネイズが警告する大衆の
幻滅を危惧したこと､そして何よりもコンスピラシーを得たせいで慎重さを失ったことの
結果だといってよい｡スミスの指摘を借りれば､イギリス人はコンスピラシーを法的概念

としてのみ考えるのに対して､アメリカ人は政治的･社会的プロセスを陰謀思考で理解し
がちである`"35'｡こうして一一月初頭のペンタゴンの雰囲気はバーネイズ案に傾斜した｡

さて陸軍省の実務を統括するのは､マクロイの役割である｡彼は一九四一年四月以来､

陸軍次官補を勤め､元法律家のロバート･パターソン陸軍次官が管轄する調達部門､マク
ロイと同時に陸軍省入りしたロバート･ロヴェットの陸軍航空隊の二つを除いて､参謀部

の業務､武器貸与法､民事部設置､占領地計画といった陸軍省の多岐にわたる問題全般に
関わっている｡調停能力と推進力に傑出し､機知に富むマクロイは､いまや陸軍省の戦犯
計画を合衆国の政策として受け容れさせる使命を与えられた("36'｡
そして一一月九日､マクロイを長とする省間の特別戦争犯罪委員会が設置された｡マク
ロイは同日の陸軍･海軍･国務三省の会合で､ステイムソンの意向に沿って､合衆国は｢人
道に対する罪｣と｢組織｣をコンスピラシーで裁くべきだと述べている｡続いて､意気込

むバーネイズが､不戦条約に反する戦争開始という｢国際的戦争犯罪｣のコンスピラシー
起訴構想を強調しても､ FDRの友人ワイナント駐英大使がヨーロッパ人は不戦条約をさ
ほど尊重してこなかったと指摘した以外､特に反対はなかった｡既述の通り､侵略戦争を
コンスピラシーで追及する考えは一〇月下旬から言及されているが､これがバーネイズの
発案なのか､ステイムソンの示唆によるのかは判然としない｡いずれにせよ､スミスも言

うように､侵略戦争というポレミ-クな争点は残虐行為を追及する提案の中から浮上した
のであった｡マクロイが広範な起訴計画を政策文書化するよう提案し､その結果､陸軍省

が起草責任を負うことが合意された｡なお陸軍省提案はドイツ人戦犯に限定されており､
これを日本､イタリアほかにも採用するかどうかは未定であった(137)｡
かくして､ Glのバーネイズとカッター起草による一一月-一日付覚書が､国務･陸軍

･海軍三長官の名で大統領に提出された｡この覚書は､第-に､バーネイズ案の具体策と
ステイムソンの裁判理念を混合したもので､ナチの指導者･組織による犯罪は｢個々の散

発的非道行為からなるのではなく､世界支配を達成するために考案した意図的で組織的な
パタンの結果である｣とする｡後のニュルンベルク･東京両裁判に共通する告発論理が､

ここに見てとれよう｡第二に､国際条約によって単一の国際法廷を設置し､同条約中で法

廷の管轄権と犯罪の定義を規定し､法技術性の緩和で裁判の迅速化をはかるよう主張する｡
スミスは､一一月-一日付大統領宛覚書が出るや､すべてが変わったと､その画期的意味

を強調している｡-確かに合衆国は新しい立場をとり始め､イギリスは依然､政治的処理読
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にこだわった｡米英の方向は明らかに分離しつつあり､その結果､皮肉なことに､米英の
立場は第一次大戦時とは全く逆転することとなったのである("38)｡
一一月一八日､マクロイは改訂中の｢J CS一〇六七｣の戦犯逮捕規定に､コンスピラ

シーと

〈戦前の行為)等を組み込もうとしている｡その翌日､ステイムソン自身も､合衆

国の戦後対英援助交渉で訪米中のイギリス代表団長ジョン･メイナード･ケインズ卿､枢

密院議長や外相を歴任したハリファクス駐米大使と協議した際､コンスピラシーの戦犯裁
判ならば､証拠の柔軟性が確保でき､ ｢ナチズムの邪悪なシステム全体の完全かつ公式な
記録｣を作れると熱烈に語った｡これに対して､ケインズは｢強度の悪についてこのよう

な記録を作るのが死活的に重要であり､指導者を個々に処刑することによっては､それは
不可能だろう｣と同調している｡確かに｢記録｣が残る利点は実在するが､法律家嫌いの
ケインズの発言が本心なのかは注意を要する｡というのも､第二次ケベック会談の際､ F

DRがチャーチルに武器貸与法第二段階(ドイツ降伏から日本降伏まで) -年目の軍需品
三五億ドル､非軍需品三〇億ドルの供与､そして供与品の再輸出を認めたことに対して､
陸軍省と国務省は対英援助とモーゲンソ一･プラン受諾の取り引きだと反発していたから
である｡ケインズが､この事情をステティニアス国務次官から聞き､ステイムソンの機嫌

を損ねないよう調子を合わせた可能性は低くない｡そもそもステイムソンの日記による限
り､ステイムソンが裁判の構想を語る相手は､ことごとく諸手を挙げて賛同している｡い
ずれも､この長老政治家-一時ステイムソンは年齢を気にして辞任を考えていた-一に

反論する勇気や意思がなかっただけなのかもしれない｡だとしても､彼らの同調を得るた
びに､ステイムソンの自信だけは確実に深まっていった`139'｡

とはいえ､合衆国の裁判政策立案は緒に就いたばかりであり､そのうち最も厄介なのが
侵略戦争の犯罪性である｡この点､ uNWCCでも､前述した一九四四年三月のチェコの
エチェル博士の提案後､第三委員会が特別小委員会一一イギリス､チェコ､オランダ､合

衆国代表からなる一一を設けて審議を重ねたが､二つの見解が対立していた｡ ｢多数報告

書｣は､侵略戦争の開始は現行法上｢戦争犯罪｣ではないけれども｢将来には｣処罰可能
なものになるのが望ましいとし､他方､エチェル自身が起草した｢少数報告書｣は､一般

論としての戦争でなく､第二次大戦が犯罪であるか否かに着目し､処罰の必要を説いてい
る｡この間題を解決するため､投票が年末に予定された｡合衆国の場合､ベルの請訓に対
して､国務省は投票を禁じた｡ステイムソンが一一月二七日､ UNWCC ｢多数報告書｣

の消極論に疑義を呈しながらも､ Glの助言に基づき､現時点で態度を鮮明にするのは｢時
期尚早｣だと勧告したためである｡一九四四年一二月六日のUNWCC会議では､ユーゴ
スラヴィア､ニュージーランド一一後にオーストラリアも一一が戦争の犯罪化を支持した

が､激論のすえ採決は中止となり､議論もそのまま停止した｡結局のところ､政治的に弱

体な法律家集団UNWCCの力では､戦争の犯罪化をなしえず､パリ講和会議の一五人委
員会と同じ結果に終わったのである`"40㌧

ステイムソン自身は戦争の犯罪化をおそらく最も重視していた｡そのことは､陸軍省民
事部長代理ウイリアム･チャンラー大佐一一ステイムソンのロー･ファームに所属する友

人であった一一の一一月三〇日付覚書を過去二〇年間の思慮深い国際法学者の態度に沿っ

ていると高く評価し､マクロイにその検討を命じたことに示される｡

チャンラーは､侵略を犯罪化するという合衆国の政治家の念願をかなえる好機が今こそ

-39-

到来していると述べ､ステイムソンの立論に依拠しながら不戦条約の革新的意味を強調す
る｡ステイムソン陸軍長官は一九四一年一月一六日の下院外交委員会で､武器貸与法案(一

九四一年三月に成立)を擁護すべく､不戦条約は国際法を大きく変えたと述べていた｡そ

の法的効果として､不戦条約に違反した国は中立国に対する交戦国の伝統的権利を失うわ
けである｡チャンラーは､そうだとすれば､違反国は披侵略国に対する法的権利も喪失す
るから､枢軸国の侵略を戦争犯罪として処罰するのは可能だと論じる｡彼は､この方法が
現時点では｢ドラスティック過ぎる｣こと､英仏の対独宣戦布告に関して混乱が生じうる
こと､ ｢侵略｣定義が難しいことを知りつつも､違法な侵略の訴因をコンスピラシーの起
訴状に加えるよう主張したのである(141)｡

ステイムソンは､戦争違法化の進展が起訴を正当化するほどの認知を受けていないこと

を認識していたにもかかわらず､チャンラーの議論を発条にして国際法の革新をもたらす
ことを望んだ｡第-に､清洲事変の際､不戦条約や九国条約に基礎づけて日本を難ずる硬
直的なステイムソン･ドクトリンを発したことから類推すれば､それは容易に理解される｡
あの時もステイムソンは事実上の｢新しい法｣を創造しようとしていたからである｡第二
に､スミスによれば､ステイムソンがチャンラー覚書を好んだのは､一九二〇年代の共和

党支配を象徴するケロッグ-プリアン条約に｢新たな生命と解釈｣を吹き込むからであっ
た｡この指摘は極めて重要である｡それは戦時中のワシントンで侵略戦争を犯罪化すると

いう新たな使命が不戦条約に加わり､したがって不戦条約は､そのようなものとして再解
決されねほならなくなったことを意味する｡だとすればいずれ機が熟し､勝者と敗者の

権力関係が確立した時､もはや不戦条約締結時の解釈が勝者の再解釈に従属するのも必至
であろう｡かくしてGlの計画は一二月初旬までに､侵略戦争の追及に傾き､単一のコン
スピラシーによって侵略戦争と残虐行為を包括することとなる("42)｡

2

陸軍省法務総監と戦争犯罪局

しかし､この立場を陸軍省部内で批判する集団があった｡ JAGである｡モーゲンソ-

事件の頃､ハル国務長官は戦犯問題を陸軍省が中心的に担うことを欲した｡これを歓迎し
たステイムソンは､一九四四年九月二五日付覚書で､戦争犯罪の証拠収集､逮捕と裁判の
取り決め､ UNWCCとの連絡を担当する機関の設置を陸軍省法務総監クレイマ一に命"じ
た｡クレイマ-は同日､ JAG戦争計画部の中に｢戦争犯罪室warcrimes Office｣ (室

員三名)をさしあたり設置してから､一〇月七日､ JAG内部に｢戦争犯罪部warcrimes

Division｣を改めて正式に設置し､ジョン･ウェア准将を国際問題担当法務総監補およ
び戦争犯罪部長に任じた(143'｡ UNWCCが一九四四年末､諸政府にナショナル戦争犯罪

オフィスを設置させ､ UNWCCに情報を提供させることを決定すると､国務､陸軍､海

軍三長官の合意で､戦争犯罪部が合衆国のナショナル戦争犯罪オフィスをも兼ねる｡
しかるに､ステイムソンは一九四四年一一月三〇日付覚書で､九月二五日の指令を修正

し､陸軍長官の代理として戦犯計画全般を監督する任務を腹心のマクロイ次官補に委ね､
具体的な政策立案の責任を参謀第-部長ステファン･ -ンリ少将に与えた｡つまり主要戦
犯処罰の基本政策問題がマクロイとGlに委ねられたわけである｡他方のJAGは､合衆

国に対する｢蛮行､残虐行為､抑圧行為｣､すなわち伝統的な交戦法違反に権限を限定さ
れ､法律問題に関してステイムソンやマクロイ-の直接面会権を認められるのみとなった｡

-
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JAGは､法律問題と証拠収集の面で主要戦犯問題に関与しうるが､戦犯計画の排他的管
理権と政策立案権を奪われたのである｡この管轄再編がなされた理由は､ JAGがしばし
ば回答に慎重であろうとする余り､迅速な対応ができなかったこと､そして後述のように
回答自体もGlの革新志向と距離があったことだと見られる｡.かくして戦争犯罪部は､容
疑者･証人･証拠の確認入手一一主要戦犯裁判をも含む一一を主に担当するが､逮捕､裁
判の法的根拠に関する研究と勧告を通じて何とか影響力を及ぼそうとはかっていく("44)｡
なお一九四五年三月二二日､ ∫ AGの戦争犯罪部は｢戦争犯罪局warcrimes Office｣

に改組されるが､規模の拡大以外は実質的に大差ない｡その人員規模は一九四五年四月四
日現在､陸軍が将校二九名､文民四五名､海軍が将校玉名､下士官三名､文民一名である
(業務の性質上､国際法､軍法､裁判､赦国事情に清通した専門家が必要とされた)｡機

構は､他の政府機関やUNWCCと連絡する計画政策課､大西洋海軍課､太平洋海軍課､
東洋課､西洋課､技術情報課､経済課を置いた｡このうち東洋課は､犯行地によって､日
本係､フィリピン係､中国係､蘭印･インド係に分かれ､西洋課は､ドイツ係とイタリア
･非主要枢軸国係に分かれている(145)｡これまで我々は､このような陸軍省の官僚制を知

らず､混乱する向きもあったが､以上の説明で､ JAGと戦争犯罪局､ナショナル戦争犯
罪オフィスの関係について正確な概要を明らかにしえたであろう｡
それではJAGは､いかなる態度であったのか｡法務総監クレイマ-がJAGの立場を
初めて示したのは､ようやく一九四四年一一月二二日になってからである｡クレイマ-少
将は､一八八八年一一月コネティカット州ポートランドに生まれ､ハ-ヴァ-ド･ロー･

スクール卒業後､弁護士となった｡第一次大戦で軍務に服し､以後は正規将校となり､ウ
ェストポイント教授等を経て､一九四一年一二月から法務総監に就任した｡その彼は､ヴ

ェルサイユ条約二三一条のように敗戦国に｢戦争責任｣を強制するわけにはいかないとの
理由で､犯罪の証拠を伴う国際裁判を行なうことの方を好んだ｡すなわち､クレイマ一に

限らず､国際裁判の立証と判決は､ヴェルサイユ条約の単独責任論の代替物なのである｡
この時の関心は､コンスピラシー裁判の方法に向けられたが､第一段階の裁判の判決は､

決定的な拘束力を持たない限り､第二段階のメンバーシップ裁判で無意味なものとなると
して､ G l構想に既判事項(res judicata)を加えるよう提案するにとどまっている(146'｡

陸軍省内部のGlとJAGの争いについては､すでにスミスが詳らかにしているが､ス

ミスによれば､陸軍省の政策立案者の大部分が法律家の訓練を受けていた｡しかしJAG
という組織は､従来の慣行から逸脱しない厳格な法解釈と運用を志向する保守性が際立っ
て強く､そのうえ一一月三〇日の措置で官僚機構上の縄張りを狭められたことに憤慨した
ことも手伝って､ G lの進める国際法の革新路線に対する批判を尖鋭化させていく`147)｡

既述のようにUNWCCで戦争の犯罪性をめぐる投票問題が生じた時､ Gl部長-ンリ
が一一月二四日､ JAGに諮問した｡ JAGは､またもや迅速に回答せず､一二月中旬に

なって､戦争の犯罪性に関する立場を表明する｡すなわち､不戦条約をもって侵略戦争が
国際法上の犯罪となったとの見方を完全に否定し､世界支配は違法ではなく､その日的達
成を違法な手段で共謀することを禁じる国際法も存在しないことを指摘したうえ､戦争が
犯罪でない一一一九二八年以前は違法でさえなかった一一とすれば､侵略戦争と(戦前の
行為) (自国民-の行為)を同時に処罰しようとするコンスピラシー理論も成り立たなく
なると､その内在的矛盾を批判した｡
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それでは陸軍省以外は､いかなる立場であったのか｡司法省は､ (戦前の行為)の追及
とコンスピラシー理論に反対したほか､日本とイタリアの戦犯処罰も含めて検討すべきだ
と提案した｡海軍省は個別の残虐行為にしか関心がなく､存在感が希薄であった｡そして
国務省では､この間の一九四四年一二月一日､ハル国務長官が病気で辞任し､指導力に欠
けるステティニアス次官が長官に昇任していたが､同月下旬､法律顧問グリーン･ハクワ
ースが新長官の諮問に答え､ (戦前の行為)については陸軍省と国務省の合意があるが､

侵略戦争の問題には努めて関与せず､陸海軍省と司法省が支持した場合には同調すべきだ
と具申した｡このような受け身の態度は､一九四四年初頭まで戦犯問題を担当する合衆国
政府の主要機関であった国務省が､一九四四年秋以降､対外交渉よりもワシントン内部の
政策決定の比重が増したことから､陸軍省の追随者となっていたことを示している(148'｡
さらにホワイトハウスも行動を起こした｡ FDRが一九四四年一二月､ベル任命に引き

続き､旧友の大統領顧問サミュエル･ローゼンマン判事に戦犯問題の検討を委ねたのであ
る｡判事はGl構想の支詩者となるであろう`149'｡

ベルはといえば､陸軍省の立場が彼の主張に接近するという好条件に恵まれるはずであ
った｡しかし陸軍省の立場が政府内部の支持を得たわけではなかったし､そもそもワシン
トンはベルに協力的ではなかった｡ベルは､あるいはワシントンの状況をよく知らなかっ

たのかもしれないが､自ら帰国して政策調整する必要があると感じた.そして一二月七日､
ワシントンでハクワースと会談し､合衆国が戦犯問題を迅速にリードしないと､ギリシア､

ユーゴ､チェコ等がソ連に引きつけられると語った｡また｢条約法廷｣設置勧告を国務省
が無視していることに不満をぶつけた｡ハクワースは､強権的な方法をとったと非難され

ないよう関係各省は慎重に検討しているのだと述べ､戦犯問題が機密事項であることをベ
ルの心に銘記させようとした(150)｡だが国務省にとって幸いなことに､まもなくベルは任

期延長の特別予算支出を議会に拒否され､翌年初頭､辞任を余餞なくされる`"il'｡ベルの

後任には代表代理ホジソン中佐が就任した(以前の代表代理プレウスが一九四四年四月末
に召喚された際､国務省は後任に陸軍省官僚を任じるようステイムソンに要望し､ハワイ
州司法長官を勤めた非正規軍人ホジソンが六月頃ロンドンに赴任していた)0
3

合衆国の政策的一致

合衆国政府は陸軍省提案について容易に一致しそうもなかった｡しかし偶然が幸いした｡
一九四四年末のヨーロッパ戦線で起こった一つの事件が合衆国の戦犯政策に決定的影響を
及ぼすのであった｡それは､こういうごとである｡パルジの戦いの最中､ベルギーのマル

メディでナチ親衛隊(S S)が多数の非武装アメリカ人捕虜を銃殺した｡いわゆるマルメ

ディ事件である｡誰しも､他人の不幸には冷静さを保つが､それが自分の身に降りかかれ
ば嘆き悲しみ､怒り狂うものである｡アメリカ人は､これまで東欧や西欧で起こった同様

の事件を実感できなかったのと異なり､この事件には､まことに強烈な衝撃を受け､バラ
ンス感覚を一瞬にして失った｡そして政策決定者たちは､世論の憤激と相まって､マルメ
ディ事件は偶発的な残虐行為ではなくして｢組織的な共同謀議｣の一部だと即断した(152'｡
こうした状況で､ FDRが一九四五年一月三日､ステティニアス宛覚書に署名した｡そ

の覚書には｢この告発は､不戦条約に違反した侵略戦争および正当事由のない戦争の遂行
を含むべきである｡ --コンスピラシーの起訴も加えることができよう｣とある｡スミス
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は､なぜ大統領がこの覚書に署名したのか､その不可解さを強調するが､ FDRはヤルタ
会談の準備に追われ､戦犯問題にかまっていられなかった("53'｡そこにマルメティ事件の

衝撃が手伝って､熟慮せずにローゼンマンの支持するメモに署名したものと見られる｡ロ
ーゼンマンの回想によれば､ FDRはヤルタに向かう前､自分は第一次大戦の記録が繰り
返されるのを見たくない､ ｢今度は裁判を急いで始め､訴訟手続きすべてをあらかじめ仕
上げておこう｣と語ったという｡確かにFDRは歴史にしばしば言及しがちであったが(lらd)､

この回想の真偽は定かでない｡それでも我々が一つだけ確認できるのは､政府の関係者た
ちが､この覚書をもって大統領が陸軍省の政策を認めたと見なしたことである｡
バーネイズは一月四日に覚書を作成している｡それは､戦争開始自体が法的意味におけ
る戦争犯罪でないことは一般に合意されていると認める｡しかし戦間期の戦争違法化に関
する｢公的行為｣一一ジュネ-ヴ議定書､国際連盟総会決議､不戦条約等一一による変化､

そしてソ連の法学者A ･トライニン教授が侵略を国際犯罪と見なしていることに注意を引
いたうえ､ステイムソンが一九三二年､ハーバート･フ-ヴァ-政権の国務長官時代に発

した次の声明を引用する｡
諸国家間の戦争はケロッグ-ブリアン条約によって放棄された｡このことは現実に世

界全体で戦争が違法となったことを意味している｡戦争はもはや権利の対象や源泉で
はありえない｡ --今後､二つの国が交戦すれば､その一方ないし双方は不法行為者
･-･･とならざるをえない｡ ･･････我々は､彼らを法律違反者として糾弾する｡まさにそ

うすることによって､我々は多くの先例を時代遅れのものにしてきたのである｡

Glは､法律的解釈よりもむしろ政治的声明の威力を重んじた結果､パリ講和会議の時
とは異なり､ ｢今日の法｣は侵略戦争を国際犯罪としていると強引に結論したのである("55)｡

これに対して､ JAGが抵抗を続ける｡クレイマ-が一月四日付覚書で､ハーグ第三条

約の当事国が事前通告なしに敵対行為を開始した場合､その責任者個人を戦争犯罪につい
て有罪にできるという代案を提出した｡それはつまり､ハーグ第三条約の違反を根拠とす

ることで､軍人を含む指導者を戦犯処罰すること､および､その散対行為自体を侵略戦争
と見なすことの二つを合意するものと考えられる｡しかしカリフォルニア大学政治学講師
で国務省特別補佐官を勤めていたハンス･ケルゼンがすでに一九四四年､ ∫ AGに対して､

政府の背信行為の責任を軍人に負わせることはできないとして､ JAGの構想に冷水を浴
びせていた｡それでも､ JAGはハーグ第三条約にこだわったのである(156)｡

結局､侵略戦争と組織を起訴するという陸軍省G l路線は､一月八日の各省合同会議に
おいて､マルメディ事件とヤルタ会談を念頭に置くローゼンマン､ハクワース国務省法律
顧問､ハーバート･ウェクスラー司法次官補の支持を得た｡ JAGがなお主張したハーグ

第三条約援用論は退けられた`157'｡要するに､マルメディ事件の劇的な光景が､合衆国政

府内の遽巡を一気に消滅させたのであった｡
こうして､バーネイズの一月一三日付大統領宛勧告文書草案は､ナチの犯罪は他国支配
を目的とする｢組織的企図｣の結果だとして､一九三三年に始まる侵略戦争の準備と開始､

交戦法違反､大量殺害を追及する｡その論理構成は次の通り｡ヒトラーの首相就任以来｢侵
略戦争の広範な犯罪的計画｣の一部として国内の反対分子､少数派を粛清し始めたという
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のが｢計画｣の第一段階である｡第二段階は､オーストリア､チェコ､ポーランド､ノル

ウェイ､デンマーク等の侵攻であり､戦時中の残虐行為は｢より大きな計画の一部に過ぎ
ない｣と位置づける｡さらに犯罪の決定や裁判所の設置については､ "条約の締結､ "行

政協定ないし軍事協定の二方式を示したうえ､ Glは〃の条約方式を好んだ｡条約方式で

ないと国際裁判の判決がその後の第二次裁判を拘束できるか疑わしいというJAGの批判
を考慮したからである｡また､いまやバーネイズ案のコンスピラシー理論の重心が残虐行
為から侵略戦争にシフトしていることにも注目すべきであろう`158)｡

財務省は､陸軍省の政策に対して､念入りな裁判や条約方式では際限ない遅れが生じる
と不満を抱き､一月一八日､ローゼンマンにその考えを伝えている｡しかし､ローゼンマ

ンが主要戦犯の即決処刑には｢誰もが反対している｣と財務省のジョサイア･デュボイス
に釘を指したように､もはや裁判自体には反対できない形勢であった(159)｡

そして一月二二日､バーネイズが再起草した大統領宛勧告文書にステイムソン陸軍長官､
ステティニアス国務長官､フランシス･ビドル司法長官の三名が署名する｡この一月二二

日付覚書｢ナチ戦争犯罪人の裁判および処罰｣は､一月一三日付草案を基礎とするが､第
-に､連合国の戦犯処罰の目的が｢正義｣のみならず｢戦後安全保障｣と｢ドイツ国民の
再復帰｣でもあることを踏まえ､即決処刑は｢確実で迅速｣だが､正義に反し､むしろ殉
教者にしてしまうと反対する｡したがって､大衆の支持と歴史の尊敬を獲得でき､ナチの
犯罪性の記録を残せるという裁判方式が選択されたのであった.第二に､一月一三日付草

案との相違として､合衆国憲法に明文規定のない｢行政協定｣で国際法廷を設置すること
とし､上院の介入を避けた｡財務省の抗議の影響とも見られるが､ JAGの意見はこの点

でも退けられたわけである｡第三に､国際法廷は｢短期間｣でその使命を終え､その後は
犯罪的組織のメンバーを非主要戦犯裁判に引き継ぐ点は変わっていない`160'｡

なおビドル司法長官は､この年九月にニュルンベルク裁判の合衆国代表判事に就任する
が､それ以後は一九四四年末の司法省の立場に回帰し､組織の犯罪性という概念を厳しく
批判するようになる｡そのことで､合衆国首席検事ロバート･ジャクソンから組織の犯罪

性は貴兄も署名した一月二二日付覚書の要諦の一つではないかと非難された時､ビドルは､
当時自分たちはマルメティ事件に左右されたが､その後の研究の結果､組織の裁判が誤り
であることを確信したと語っている(161)｡このやりとりは､一九四五年初頭の政策決定者

たち一一確信的な陸軍省主流派は除いて一一の雰囲気を如実に物語っている｡
ヤルタ会談直前の一月一八日午前中､ホワイトハウスに立ち寄ったステイムソンは､巨

大な裁判で侵略戦争のコンスピラシー､その過程で生じる残虐行為を立証するという合衆
国の新しい政策が合意された一一大統領の承認は得ていない一一とローゼンマンから教え
られ､手放しで喜んだ｡マクロイ指揮下の委員会が｢腕利きの仕事をなしとげた｣ことを

称賛するステイムソンには､国際軍事裁判は｢我々の伝統的な司法原則｣に即して難問を
解決し､ナチの｢邪悪｣に関する｢永遠の記録｣を残すだろうと思われた｡一月一九日午
後の閣議後､ステイムソンはクリミア半島に赴く直前のFDRに､この件を詳しく説明し､

イギリスの主張する政治的処理一一即決処刑ないしナポレオン的処理一一よりもコンスピ
ラシー裁判がいかに優れているかを説いた.ステイムソンは日記に書いている｡ ｢大統領

は私の言ったことに同意した｡しかし急いでいる様子であったから､彼の心に銘記された
かどうかは確信できない｣｡後の五月一八日､賠償問題に関する省間の会議でマクロイが

-
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モーゲンソ一に､一月二二日付覚書をFDRは｢ヤルタに持っていき､そして､それを承

認した｣と説明しているが､ FDRが正式な承認を与えたわけではない｡それでも一月二
二日付覚書によって合衆国の新しい立場は一段と明瞭となったのである`162)｡

第四節 国際軍事裁判の成立
-

国際交渉の局面
1

ヤルタ会報とローゼンマン･ミッション

最後のロシア皇帝ニコライ二世が愛したリヴァディア宮殿におけるヤルタ会談は､ドイ
ツ降伏後の政策を協議するロンドンのヨーロッパ諮問委員会(EAC) ("63)の検討成果を

踏まえ､ドイツを非軍事化する武装解除､戦犯処罰､非ナチ化等､ドイツ占領の諸原則を
確認した｡だが､その内容まで決定されたわけではなく､戦犯問題も二月九日午後の第六
回全権会議で一度論議されただけであった｡その時､まずチャーチルが自分の書いたモス
クワ宣言に触れ､この会談中に主要戦犯リストを作成するよう捷案し､主要戦犯は｢確認
がすみ次第､すぐに射殺すべきだと思う｣と語った｡しかるに､スターリンは裁判方針を
明確にした｡ FDRはといえば､ボーレンらの公的記録には発言が見られないが､コウカ

ヴイによると､戦犯裁判は｢あまり司法的になり過ぎる必要はなく､新聞記者や写真家は
戦犯が死ぬまで一切の審理に近づけるべきでない｣との微妙な発言をしたという｡つまり､
イギリスが即決処刑論､米ソが裁判論である｡しかしスターリンがなぜか突然､ヤルタで
は戦犯リストを作らず､意見交換にとどめたいと発言した｡それで結局､ヤルタ会談は､

主要戦犯問題を三国外相の検討に委ねることを合意しただけとなった｡このように､なお
裁判をするか否か､したがって米英関係が最大の問題であった(164'｡

ヤルタの時点で確認されるべきは､イギリスの考えである｡ロンドンは､法や歴史が論

じられて長期化し､ナチに宣伝の機会を与えるとして国際裁判に強く反対し､少数名のナ

チ主要戦犯を裁判なしに即決処刑してすませることを望み､その他の伝統的な戦犯裁判は
各国が迅速に処理すればよいと考えた(165)｡ステイムソンに言わせれば､イギリスの方法

は｢私刑の嬢曲な呼称｣ということになるし､従来もその角度から乱暴な方法として扱わ
れるばかりで､イギリスの満神や意図に関する内在的説明はほとんど試みられていない｡
イギリス的即決処刑は､もちろん報復願望と無関係ではないが､それに尽きるものでもな
く､結論的にいえば､ホワイトホールは､上記の方法の方が平和回復も早まるし､将来に

怨恨を残さない文明の知恵だと考えたのであった｡法とは｢社会化された｣応報手段であ
るが､組織化程度の低い国際社会では､その応報が権力間の｢相互価値を調整するような
型ともなれば､すこぶる困難且つ危険なものとならざるをえない｣ことは､かつてハロル
ド･ラズウェルが指摘したところである｡その危険をイギリスは案じた｡その意味で､単

なる暴論と切り捨てられないものがあり､理想主義的原則を振りかざさない点で､イギリ
ス戦時内閣の外交感覚には｢堅実さ｣があったと思われる｡こうして見ると､ドイツの完

全破壊を望むモーゲンソ-の即決処刑とも性質が違うものであったことがわかる｡しかる
に､それを合衆国に呑ませる力がもはやなかったことが､イギリスの不幸であった｡ヤル
タ直前にマルタ島で開かれた米英会談中の二月一日､イ-デン外相がチャーチル首相はイ

ギリスの態度をどうするか検討していると述べたのは､即決処刑方針が受け容れられる可
能性の低さをイギリスが理解し始めていることを示すものかもしれなかった`166'｡
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ヤルタに参加できなかったフランスも処罰圧力を加えている｡すなわち一九四五年二月

二一日に提出した文書で､ナチの組織的な残虐行為は第一次大戦時をはるかに凌ぎ､従来
の法律ではもはや対応できないと強い語調で訴え､ UNWCCがEACに送った諸捷案を
検討し､連合国の共同決定を実現するよう迫った｡つまりフランスもまた､弱い発言力な

がら､伝統的交戦法に縛られない残虐行為の処罰を望み､しかも､その責任を直接の実行
者だけでなく｢ナチ高官全員｣と高級将校にも追及しようと考えていたのである(167)｡

ワシントンではJAGという火種が依然くすぶっていたものの､一月二二日付覚書の大

勢は結果的には変わらない｡一九四五年一月二九日､ベルの意図的な宣伝活動の影響もあ
って､ジョゼフ･グルー国務次官は報道陣から厳しい追及を受け､言葉を濁さざるをえな
かった｡グルーは仕方なく二月一日に公式声明を発するが､それは一月二二日付大統領宛
覚書に即して､ドイツ指導者とその一派を｢広範な犯罪的企図｣､ユダヤ人ほか｢少数派
に対する犯罪｣で処罰する意思を確認するものであった｡後日グルーは､エマニュエル･

セラー下院議員との会談で｢少数派に対する犯罪｣の意味を尋ねられると､ ｢貴兄が念頭
に置いてきた残虐行為の犯罪人を罰する｣ということだと答えた｡無権限の声明や様々な

委員の個人的見解で混乱や誤報が渦巻くUNWCCに対しては､国務省は二月､ナチ指導
者らを交戦法違反と(自国民-の行為)一一侵略戦争の件は伏せている一一について処罰
する計画が合衆国政府内で進展中だと知らせ､政策決定の邪魔をさせないよう努めた("ee'｡

以上から一九四五年春以降の最重要課題は､米英ソ三国間､とりわけ袋小路に入った米
英間の合意形成であったといってよい｡イギリス外務省は在米大使館の報告で､合衆国の
政策はなお流動的だから急進派と保守派の間につけ込む余地があると判断していた｡そし
て三月六日､英米が戦犯問題を技術レヴェルで議論すべき時が来たとして合衆国代表をロ
ンドンに招いて会談したいとグルー国務次官に申し入れる｡ソ連とフランス臨時政府につ
いては現段階で招請の必要なしという立場であった(169)｡

そして四月七日､ロンドンで米英代表の予備交渉が行なわれる｡大統領特別顧問ローゼ
ンマン代表がウェア准将とカッター大佐を同伴し､イギリス側の大法官サイモン卿や政府
の最高法律顧問である法務総裁ドナルド･サマヴェルらと交渉に当たった｡まず米英は､
UNWCCの｢条約法廷｣案に対して､条約を要しない法廷をUNWCCに反対提案する
ことを暫定合意した｡合衆国側が主張するコンスピラシーの国際裁判方式に関しては､サ
イモン卿が､それを容認する姿勢を示す一方､ ｢六､七名のナチ主要指導者｣の｢政治的
処置｣をも提案し､これら両構想の取り引きを持ちかけた｡ローゼンマンは､イギリスと

の取り引きに前向きであった｡
この｢政治的処置｣案は内容上､即決処刑とは異なるものである｡サイモンの構想一一

戦時内閣は承認していない一一によれば､一方で裁判なしの即決処刑を避け､他方で退屈

な裁判を避けることを意図するものであり､証人尋問等をせずして裁判所が被告の罪状認
否の真偽を報告し､刑罰については連合国諸政府の判断に委ねるという方法であった｡サ
イモン卿は､仮にヒトラーらが管轄権を忌避しても､彼らは世界周知の事実に基づいて告
発されるだろうと言う｡こうして見ると､ ｢政治的処置｣案は､その精神は即決処刑に込

めたものと同一であるけれども､国際政策としての政治的裁判によって厄介な法律問題を
回避しようという点で､ヴェルサイユ条約二二七条の皇帝訴追条項との共通性を有してお
り､司法的裁判と即決処刑の中間に位置するものであった(170'｡
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その後､チャーチルがローゼンマンをチェッカーズ首相別邸に招き､四月九日の朝食会

議で､長期の裁判は誤りだとして即決処刑論を繰り返した｡ローゼンマンは､大統領はそ
れに絶対同意しないと､やや誇張した回答を示した｡四月上旬のローゼンマン･ミッショ
ンは､こうして成果なく終わったのである("71)｡

ステイムソン的立場からすれば､即決処刑は断じて認められないし､サイモン堤案でさ
え｢正義｣からの逸脱ということになろう｡そこで四月一六日､マクロイが代表権のない

まま渡英し､ステイムソンの黒子の役割を見事に演じながら､国際法の発展論を大法官ら
に訴えた｡いわく､現在はナチの｢人類の法に対する犯罪｣を｢世界と歴史の判決｣に委
ねる史上稀に見る好機であり､ ｢前進｣すべきである｡裁判なしの処理は正義に反するか
ら大方に承認されないし､ナポレオン的処理の先例にならうのは｢後退｣だ､とく"72'｡マ

クロイは､条約違反等も追及して戦争犯罪を拡大させたいと率直に語り､この国際裁判は
準備中の国際連合よりも戦後の国際安全保障にとって重要かもしれないとさえ述べた｡
他方のイギリス戦時内閣は､この直前の四月一二日に｢政治的処置｣案を却下し､改め

て即決処刑に固執した｡そうした次第でサイモン卿は苦しい立場に立たされ､非主要戦犯

に死刑を科すには指導者を確実に処刑しなければならないと即決処刑方針を復活させる一
方､ ｢組織｣の裁判に同意するという戦時内閣の意思を伝えたのである(173)｡

2

合衆国の方針確定とイギリス

しかし､このイギリスの主張は､ワシントンの異変で一層実現困難になる運命にあった｡
四月一二日､ FDRがジョージア州の保養地ウオーム･スプリングスで急逝し､同日中に

ハリー･トルーマンが大統領に就任したのである｡閣僚たちは新大統領トルーマンの考え

がわからず､従来の行動様式を踏襲するしかないと感じた｡トルーマン自身は就任五日目
の四月一六日､ ｢たとえ地の果てまで戦犯を追跡しなければならないとしても､戦犯処罰
に関する我々の決意を揺るがすものは何もない｣と気負って声明するが､ ｢処罰｣という
目的だけならFDRも繰り返し声明してきたところであって､いまや手段こそが問われる｡
FDRは､この目的と手段をついに連結できないまま他界した｡そこで四月一七日､マ

クロイが裁判方式の有効性を新大統領に説くようステイムソンに具申しているが､陸軍省
にとって幸いなことに､トルーマンは当初からステイムソンの対独政策を共有し､裁判方

針についても四月下旬に｢強く支持した｣｡もちろん準備のない新大統領にとって官僚機

構内部で蓄積されてきた政策を採用するのが最も容易な選択肢であり､その意味ではトル
ーマンは戦犯処罰に関して陸軍省の主流に与しようとしたといえる｡しかし裁判方針それ
自体が彼の志向に適合したことを軽視するのも適当ではない｡トルーマンは､五月上旬モ
ーゲンソ一に｢チャーチル､スターリンと私は〔対独-日暮註〕計画について合意しな
ければならない｡ --それは私の責務なのだ｣､ ｢私は､あらゆるバーゲニング･パワー､

つまり自分の手にすべてのカードが欲しい｡ドイツに関する計画もその一つだ｡ --私は､

これを自ら研究している｣と語ったように､自分の最終判断を大切にしていた｡そして彼
は五月二三日､モーゲンソ-がジャクソンの方針は精巧な法手続きを採用し過ぎて迅速さ
に欠けると批判した時､ ｢ジャクソンはうまくやるだろう｣と言下に否定し､イギリスの

政治的処理方針にも反対した｡トルーマンはモーゲンソ一･プランを新聞で知った時､こ
れを好まなかったし､モーゲンソ-のポツダム会談参加を許さず､辞任に至らしめたく174)｡
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かくしてトルーマン政権になるや､個人外交を好んで戦犯問題を先送りしたFDR政権
時代とは一変して､にわかに事態が進展する｡その明白な契機は､ヒトラー自殺の報がワ
シントンに入った翌日の五月二日､陸軍省リスト筆頭のロバート･ジャクソン連邦最高裁

判事を､ヨーロッパ主要戦犯裁判の合衆国首席検事一一先例なき裁判の技術的取り決めの
重責をも負う一一に任命したことである``'5)｡さらにトルーマンが五月一一日に承認した

｢JCS一〇六七/八｣一一四月二六日付｢一〇六七/六｣を一部修正したもので､五月

一四日にSHAEFに指令される一一の第八項は｢貴官は､戦犯容凝者の処分に関するさ
らなる指令を受けるまで､ア一ドルフ･ヒトラー､その主要なナチ提携者､その他の戦犯､

そして残虐行為ないし戦争犯罪を含む､またはそれらを結果したナチゐ企図の立案または
実行に参加した者全員を､捜索し､逮捕し､拘禁するものとする〔傍点日暮〕｣と命じて
いる(176)｡傍点部分に示される通り､大統領が陸軍省構想に沿った政策を正式に承認した

この時点で､合衆国の裁判政策は確立した｡戦犯裁判それ自体が懲罰的政策ではあるもの
の､モーゲンソ-的な即決処刑はワシントンにおいて完全に消滅し､いずれトルーマンが

ビドルに､国際軍事裁判で四大国が協調し､世界が裁判の公正さに感銘を受けることを切
望するように､ステイムソン的政策が不動のものとなったのである(177)｡

ところで､最高裁の現況にうんざりしていた五三歳のジャクソンにとって､この仕事は

目先を変える好機であるばかりか､侵略戦争の抑止という国際法-の貢献において自らの
経歴の頂点を極めることになると思われた｡ジャクソンは陸軍省の政策を支持したが､し

かし､それを無批判に受容する人物ではなく､早くも任命前日､陸軍省の行政協定案に注
文をつけている｡第-に､この文書は｢国際法の基本文書｣となるべきものなのに､初め
に有罪ありきという印象を与えるとして､より冷静な語調に変えるよう求める｡第二に､

基本方針を越える手続事項は裁判所の判断に委ねるべきだとして､不要な部分を削るよう
捷案した(170'｡対独賠償政策の検討に際しても､既決戦犯を強制労働に用いる一一ヤルタ

の議論から発した構想一一のは､組織の裁判を茶番化し､ ｢今次大戦における合衆国の道
義的地位をぶち壊しにする｣と口出ししたことに､ジャクソンの基本的スタンスがよく出
ている｡ジャクソンは検事就任後､ ｢ライブツイヒの茶番劇｣を意識しつつ､連合国の勝

利が単なる軍事的勝利ではなく道徳的勝利でもあることを示すのが自分の使命だと確信す
るようになったのである(179'｡

折しもサンフランシスコで国連創設に関する連合国会議が開催され､諸国の代表が集結
する｡戦犯問題はサンフランシスコ会議の議題ではないけれども､英仏ソに合衆国の戦犯
政策を提案するのに絶好の機会であった｡ステイムソンは､頼りないステティニアス国務

長官が百戦錬磨のイギリス指導者に打ち負かされないようマクロイに援護を命じた｡そし
てトルーマンの大統領特別顧問となったローゼンマンも同地に派遣された｡
五月三日､サンフランシスコで､米英ソ三国外相も出席する戦犯問題の非公式会議が開
かれた｡ここで､まずローゼンマンが行政協定案一一ジャクソンの提案を受けて陸軍省が
再起革したもの一一を配布した｡その要点は､第一に､ヨーロッパ主要戦犯を審理するの
シヴィリアン

は｢非軍事裁判所｣ではなく｢国際軍事裁判所｣であり､米英仏ソ四政府が判事を派遣す
る｡軍事法廷を選んだのは､迅速な審理を要したこと､そしてジャクソンが期待したよう
に､その方が諸国の法制度の調整がしやすいと思われたことによるのであろう｡第二に､

四政府は､裁判準備を行なう委員会を迅速に設置する｡第三に､犯罪行為として､交戦法
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違反のほか､ジャクソンの主張で侵略戦争の比重が増大した結果､ ｢条約に違反して武力
ないし武力の威嚇によって他国に侵入すること｣､ ｢条約に違反して戦争計画に着手する
こと｣､ ｢侵略戦争の開始｣､ ｢国家政策または国際紛争解決の手段として戦争に訴えるこ
と｣といったバリエーションを列挙した｡第四に､ローゼンマンは､証拠不十分で有罪を

立証できない膨大な容疑者がいるが､彼らを処罰しないと｢将来ナチ党の核｣となって蜂

起すると述べ､組織の裁判の有効性を説いた｡
こうなると､イギリスの独特な立場が障害になる｡しかしイ-テン外相は､ナチ最高指

導者の多くがすでに死亡しているという状況変化を指摘することで面子を保ちつつ､イギ
リスの即決処刑方針が｢最近､大きく変わった｣ことを告げた｡戦時内閣はいまだ正式な
裁判には反対だが､米ソが裁判を欲するなら､イギリスは｢意思を曲げるに音かではない｣｡

また戦時内閣は組織の犯罪性を原則的に支持しているが､詳細を再検討したいとも語った｡
このようにイ-テンは､同日の戦時内閣の閣議決定に基づく政策転換を明らかにしたので
ある｡他方､ソ連外務人民委員モロトフは､合衆国の提案に重大な関心を払うと述べ､つ
まり関与の意志を示した｡フランスの参加については､モロトフ､イ-テンともに､すで

にヤルタ会談でフランスがドイツ占領者の完全な一員になることを認められた関係で､異
議を唱えなかった｡そして､この非公式会議に引き続き､サンフランシスコで米英仏ソ四
国代表が議論を開始した｡合衆国の出席者はステティニアス､ローゼンマン､ハリマン､
マクロィ､ダン､カッター､ボーレンら､イギリスがイ-テン､アレグザンダ･カドガン

外務次官ら､ソ連がモロトフ､アンドレイ･グロムイコ大使､ S･ゴルンスキー外務人民

委員会条約局長(のち東京裁判のソ連参与検事)らである("80)｡かくして米英の意見は一
致し､以後のイギリスは合衆国と仏ソの間で調整役にまわることとなる｡
3

ハンス･ケルゼンと戦犯計画

ケルゼンが戦犯問題の研究に関してJ AG戦争犯罪局に協力し､一九四四年から四五年
にかけて覚書を多敦提出していることは､内外を問わず､まず知られていない｡すでに一

九四三年､ケルゼンは学術雑誌において｢戦争犯罪人の処罰は報復欲を満足させるのでは
なく､国際正義のなす行為であるべきだ｣と訴え､それに相応しい戦勝国･戦敗国双方を

含む｢独立公平な国際裁判所｣の必要を純粋法学の立場から論じている｡その際､国家措

導者の個人責任を追及する国際法の変革を成功させるには｢強制的管轄権のある法廷を主
要機関とする諸国家連盟が国際条約で成立｣していなければならないとも主張した(lel)｡

この法実証主義者が､いまや現実政治における勝者の法廷について助言することとなった｡
それはほとんど実際的効果を持たなかったけれども､ケルゼンの議論の内容を見ることは
ワシントンの議論を客観化するのに役立つであろう｡

ケルゼンは一九四五年二月一六日付覚書で､連合国の戦犯処罰は幾多の国際法上の難問

に遭遇するから､裁かれる側の批判に耐えうる堅固な法的基礎を設けることが重要だと指
摘する｡その手段が､一九四四年のダンパートン･オークス提案による新しい国際平和機

構の憲章に次の文言を挿入することであった｡ ｢国家の公務を遂行する者で､武力の威嚇
また一群テ使を禁じる国際法の規則､または交戦法規､とりわけ一般に認められた人道原則
を尊重する義務に違反した者は誰であれ､その行動に対して個人責任を負うものとし-いかなる国の文民当局または軍当局によっても裁判に付され､処罰されるものとする｣｡
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第-に､ケルゼンは､新しい国際法の創造を意図する国連憲章こそが侵略戦争の個人責任
を宣言する場所として相応しいと考えた｡第二に､この規範は実際には｢枢軸国に対して
のみ適用｣されると安心させつつ､一般的な用語を用いることで｢あらゆる国家の主体が

行なった戦争犯罪にも適用可能になる｣というのがケルゼンの願望であった｡ ｢それは戦

勝国が自らに適用されることを望まないような規範を敗戦国に適用するのではないという
正義の要請を満足させる｣からである｡
なおサンフランシスコ会議の開催前日にも､ UNWCCがチェコ代表エチェルの提案を

受けて､上記文言を国連憲章に規定するよう捷案した事実があるが､それもケルゼンがU
NWCCと連絡したうえでの行動であったに違いない(182)｡このように､ケルゼンは一九

四三年の自説を多少なりとも現実政治に組み込もうとしたわけであるが､まさにそれゆえ
に採用される余地を有しなかったといってよい｡なぜなら､国連憲章起草に参加した諸政
府は､戦犯問題に限らず､拘束力ある立法権限を国連に与えることに圧倒的に反対したか
らであり(183'､ましてや将来の開戦問題が自国に及ぶとなれば､諸政府が警戒的になるの
は当然であろう｡基本的にどの国も､デリケイトな開戦問題一一つねに侵略の非難から自
由ではない一一に関して自国を制約するのを好むはずがない｡こうして見ると､結局､連

合国の侵略非難は枢軸国に対する一方的なものであったという批判になりがちだが､そう
した面は確かに否めない｡そのことを示す明確に語る資料がないとしても､人間社会には､
誰しもわかっているけれども､口に出したら身も蓋もないということがある｡その意味で

も､ケルゼン捷案が一顧だにされなかった事実は､開戦問題の難しさを物語っていよう｡

ケルゼンはまた､戦争の違法性について論ずる｡彼は､一般国際法上では戦争が違法か
は疑わしいが､しかし不戦条約以後は戦争に訴えることは禁じられたと見る｡ケルゼンは､
それゆえ枢軸国指導者を罰しうるなどと大雑把な議論をするのではなく､ ｢侵略戦争｣と
｢違法戦争｣を峻別し､後者に注目する｡ ｢決定的な問題は､この戦争が侵略戦争か自衛
戦争かではなく､合法な戦争か違法な戦争か､すなわち､この戦争が一般国際法(慣行上)
の規範または特別国際法(契約上)の規範に違反しているか否か｣だというのである｡ ｢侵
略戦争｣は多くの国際文書で｢犯罪｣とされるが､その｢犯罪｣とは｢違法行為｣でしか

ない､そして処罰規定もなく個人の刑事責任を認めない現行国際法によれば､戦争に訴え
ること自体は個人を処罰しうる｢犯罪｣ではない｡この不利な形勢で､違法戦争に道義的､

政治的責任を有する個人を裁判するには､責任の法的基礎を創設することが先決だから､
国際条約によって裁判所に起訴の権限を与える方法をケルゼンは提案したのであった`184)｡

以上のようなケルゼンの解決策自体は､もちろん実現可能性を欠いていた｡しかし､そ
の前提となる戦争違法化の見方は厳しいものであり､そのことがワシントンの政策決定の
性急さを浮き彫りにしていると思われる｡

4

ステイムソンの国際軍事裁判論

さてマクロイは､四月二〇日に覚書を作成し､陸軍省内に配布している｡そこで彼は､

戦犯処罰の方法如何が国際行動の基準を左右するとの観点から､連合国の道徳的大義に相
応しいのは公正かつ迅速な裁判だと説く｡裁判に付随する論争的な諸問題は｢国際法の柔
軟性と弾力性｣によって必ず解決できるはずだと思われた｡スミスは､この文書が以後の

合衆国の対外的公式文書に多大な影響を与えたとして､大方の議論が合衆国の戦犯計画に
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は当初から理想主義的傾向があったと仮定してきたことを批判し､道義主義的潮流が戦犯
計画に流れ込むのは四月二〇日付マクロイ覚書以降だと指摘する｡その関連でいえば､ジ
ャクソンが六月六日付大統領宛報告書に｢合衆国国民はウッドロウ･ウイルソンの精神に
おいて､これらの裁判を待望してきた｣と述べたのは､パリ講和会議におけるウイルソン

の行動からすれば事実と異なるが､この場合ウイルソンの志向を言っており､国際軍事裁
判がウイルソン的普遍(国際)主義の文脈で理解されがちなことを示している`185)｡

しかし理想主義的ないし道義主義的要素が裁判計画に組み込まれる契機は少なくとも一
九四四年秋から存在していた｡この場合､マクロイの主張はすなわちステイムソンの考え

を反映していたからである｡例えば､日本に好意を持たないマクロイは戦後､東京裁判は
｢全くの大失敗｣だと批判する｡民主化改革が日本を左傾化させるのを懸念してのことだ
が､この批判自体､四月二〇日付覚書に見られるマクロイの態度がステイムソンのように
腰の据わったものでないことを示している`186'｡かくして､ステイムソンの思想と役割を

仔細に検討することが重要になる｡
一九四五年五月八日､ドイツの無条件降伏でヨーロッパ戦線の砲火が止んだことをステ
イムソンは｢冷静な満足感｣をもって受けとめ､さらなる努力に向けて気を引き締めた｡
その翌日､ブ--ンヴァルト､グッハウ､ノルトハウゼンの収容所視察を終えた-二名の

上下両院議員団がステイムソン､マーシャル参謀総長らを訪れ､こう語っている｡自分た

ちは正直なところ出発前にはナチの所業について懐疑的であったが､現場をじかに見た結
果､ドイツ政府が熟慮して残虐行為を犯したことをいまや確信している､と("87'｡

こうした意見は､陸軍省の戦犯計画とも一致するゆえに歓迎すべきものであろう｡ただ
しステイムソンには､それが大衆､軍人､ユダヤ人のヒステリックな激情と結びつき､過

剰な報復願望に発展することを警戒する姿勢があった｡反枢軸ビステリアによる報復熱の
沸騰を抑制しないと､戦後世界における合衆国の利益を損なうと考えたからである｡実際､
五月九日､米陸軍将校がゲーリングと握手した写真を撮ったことに対して､党派を問わず
合衆国の諸新聞が憤慨し､陸軍省に猛烈な抗議が殺到するという苦い例もあった`188'｡
ステイムソンは七月三日､トルーマンに対してドイツ問題を論じ､その支持を得ている｡

いわく､いまや最大規模の占領･再復帰計画を試みようとしているが､合衆国がヨーロッ
パでこの種の仕事を行なうのは初めてのことである｡正しく対処する唯一の方法は､断じ
て問題処理に｢報復的要素｣を混入しないことだ､と｡戦犯問題についても､ステイムソ

ンはポツダム会談中にクレイに語った通り､ナチ戦犯の裁判が｢将来の平和にとって最高

度に重要だ｣と主張していた｡アメリカ人が結局支持するのは法と道義にかなった慎みあ
る占領だけだとして､ここでも復讐心による処罰に反対するのである｡このように､ステ
イムソンにおいては､戦犯裁判は｢正義｣ ｢道義｣と等しく､ ｢報復｣の対極に位置すべ

きものであった｡さらにいえば､責任者だけ処罰すれば十分なのであって､それ以外のド
イツ国民は社会復帰させるというのが彼の考え方である｡ステイムソンは､ドイツ全体を

罰すれば第一次大戦後のような国民的敵慣心が生じると類推し､戦犯処罰を通じて間接的
にドイツの責任を明らかにした方が賢明だと考えた(この立場は､ニュルンベルクでジャ
クソンに受け継がれる)｡なおステイムソンが対日降伏勧告を主張する際､一方で日本を

ミスリードした勢力の破壊を唱え､他方で日本のリベラル指導者や日本国民の知性に期待
したのも､同様の論理によるものである("89)｡やや時期は下るけれども､引退後の一九四
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六年五月一三日､ステイムソンはジャクソンにこう書き送っている｡

この冬の間中､私は､貴兄のニュルンベルクにおけるナチ戦犯裁判の仕事をこのうえ
なく強い関心をもって注視してきました｡一年余り前､ワシントンで組織化が始まっ

て以来､裁判の成就は終戦時に実行しうる最も重要な努力の一つだと私は考えてきま
した｡この裁判は､邪悪一一合衆国はそれを鎮圧するために戦いました一一に関する
恒久的記録となるばかりでなく､世界を正義]usticeと公正riqhteousnessの規

範-と向けていく大きな一歩になることでしょう｡ --私は時折､我々が遂行してき

たこの仕事の重要性を理解できない合衆国法曹界の何人かの短見に苦悩しました｡し
かし私は､貴兄の仕事の全体像が段々と世界の眼に触れるにつれて､彼らの態度も改
まるだろうと確信しています("90)｡

ステイムソンは｢いまだ国際法は国際政治の制限を受けている｣と公言した通り､ナイ
ーヴな国際法万能主義者ではない｡ドイツはもとより日本についても､真珠湾の｢卑劣な

攻撃の犠牲となったことからして､我々は大いなる道義的優越性｣を有していると述べる
ように､彼にとっては､合衆国が枢軸国という｢邪悪｣と戦う目的を､ ｢法と正義｣の(規

鍾)ないし一般原則の追求に置くこと自体が重要であった(19")｡それは権力政治に猪疑心

や嫌悪感を抱いてきた合衆国の伝統とも適合的であった｡概して､どの大国も特定の道義
概念を｢普遍的な法則｣に高めようとするものであるが､とりわけアメリカ外交に高次元
の理念を求める傾向が強烈であることは改めて説くまでもない｡それでも､高坂正桑の言

う通り､一方で抽象的な原則や理念が政策決定者の知的枠組みに影響を与え､他方で力と

利益の配分状況が外交政策に現実の指針を与えるという微妙な相互関係を想起すべきであ
ろう(192)｡ステイムソンが自覚的に価値を取り込み､法的･道義的な表現を繰り返すのは､

それが合衆国のモラル･リーダーシップ強化に最善だからである｡即決処刑はナチと同様
の方法にしか見えず､合衆国の｢道義的立場｣を娃めるゆえに､退けられた｡この立場は

戦後世界における合衆国の役割と不可分であり､勝利の暁には､孤立主義に回帰するので
はなく､合衆国を中心とする大国が｢世界の安全を維持する義務｣を負うことが自明とな
るから､その際｢道義的｣優位が必須であった｡この大国主導の国際秩序維持という考え

は､ステイムソンが国際連盟に代わる新国際機構を副次的なもの､または少なくとも即戦
力として使えないものと見なし､その限界を承知していたことを明示している点で､ウイ
ルソン的普遍主義とは性質の違うものであった(193)｡

国際軍事裁判の構想とパラレルであったのは､ウイルソン的普遍主義ではなくして､ス
テイムソンの権力政治的な戦後秩序観なのであった｡ステイムソンは｢文明の裁き｣論を

繰り返し展開する｡いわく､処罰は全体主義の破壊のために不可欠である､しかし､それ

は報復ではなく､世界を戦争に陥れたナチの哲学と侵略を｢文明｣が非難するものだから､
歴史の批判に耐えうる公平な方法で行なわれなければならない､と｡この基本姿勢は対日
政策にも共通している｡ステイムソンの七月一六日付大統領宛メモは､合衆国が日本を滅

茶苦茶にすることを恐れ､日本占領を必要な側面に限るべきだと進言する｡何が必要かと
いえば｢(a)日本と東洋全体に日本の敗北の事実を印象づける､ (b)日本を非軍事化
する､ (C)真珠湾の背信行為の責任者を含む戦犯を処罰する｣ことであった`194'｡
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それでは､ステイムソンにおける戦犯裁判の利点とは何か｡第-に､そもそも刑事裁判
は政治的共同体において道義的権威を有する公権力一一この場合､大国の権力一一が秩序

を維持する作用である｡第二に､戦犯裁判は､不可避的に生じる報復熱を､ ｢法と正義｣
に基づく｢文明｣的方法によって解決しうるものと位置づけられた｡第三に､裁判で枢軸

国の｢邪悪｣な違法性を歴史に残すことは､参戦前に合衆国の対英支援の法的権利を主張
したステイムソンと政府の正当性を証明することを意味した`"95)｡特に第三点は戦後にな
って最も切実な重要性を有するであろう｡すなわちステイムソンにとって､ドイツでは中

立問題を正当化する必要性､日本では真珠湾の処罰に加えて､人命の損失を極小化しつつ

侵略国日本を打倒するには合衆国の無差別爆撃や原爆段下が不可避であったと正当化する
必要性があった｡だから｢戦争の方法｣ではなく｢戦争の性格｣一一枢軸国の悪行に対す
る制裁としての戦争一一が重要なのである`196'｡この場合､敵国の非に関する挙証責任は

連合国側にあり､さもなくば戦後世界における合衆国の威信が傷つくわけである｡
かくして国際軍事裁判は､ステイムソンにおいて大国主導の戦後秩序と一致していたこ
とが明らかとなった｡ステイムソンの方法は､合衆国の(権力膨張)志向に基づいていた｡

さらに彼に好都合であったのは､国際軍事裁判が､その目的を国際社会における｢法の支
配｣に求める限り､国際連合の理念にも対応し､したがって両者は同じ方向を目指すもの

に見られうることである｡かくして国際軍事裁判は戦後国際政治における合衆国の使命と
化し､理念や情熱で人々を押し流す枠組みとなってしまうのであった｡

5

合衆国連邦議会と陸軍省の対日政策

ここで一旦､南西太平洋戦域-スマトラを除く蘭印､オーストラリア､ニューギニア､
ビスマルク群島､ソロモン諸島一一の状況に眼を転じよう｡一九四二年三月､ダグラス･

マッカーサー陸軍大将は､フィリピン群島のバタアンとコレヒドールの戦闘でオーストラ

リアに撤退する屈辱を味わった｡彼がフィリピンにおける日本軍の捕虜虐待を知ったのは､
一九四三年七月初めのことである｡ダヴァオ収容所を脱走したアメリカ人捕虜の証言を､
腹心のコートニー･ホイットニーが報告したのである｡マッカーサーは翌朝ホイットニー

を呼び出し､不正義-の義憤を劇的に表現する声明書を手渡した｡ワシントンから残虐行
為に関する声明を禁じられたため､それは非公表に終わるが､この時のマッカーサーの怒
りは､一九四四年七月一八日､戦争犯罪捜査に関する｢五人委員会｣設置に結びつく｡ ｢五

人委員会｣は､主要法律顧問の南西太平洋戦域参謀法務官クリフォード･オリグェティ大
佐が提案したもので､合衆国とオーストラリアの陸海軍人五名で構成された(1'7)｡
マッカーサーの軍はニューギニアから対日反攻を開始し､一九四四年一〇月二〇日､レ

イテ島に上陸した(年末マッカーサーは五つ星の元帥に昇進する)｡一九四五年一月､侵
攻はルソン島に及び､マニラに迫る勢いとなった｡すると､日本軍は二月､マニラ各地で

一般住民を殺害､スペイン人地区の教会､修道院､領事館まで破壊し､この都市を廃墟に
してしまった｡マッカーサーが終戦時､山下奉文陸軍大将の処刑を真っ先に命じる所以で
ある｡このマニラの壊滅､輸送手段の欠如､現地人の性格等の理由から｢五人委員会｣の
証拠収集作業は難航するばかりであった`198'｡しかし一九四五年二月のマニラ事件が我々

にとって重要なのは､合衆国の戦犯計画に多大な影響を及ぼすからである｡この事件は､
アメリカ人に強烈な衝撃を与え､それまでヨーロッパに集中していた合衆国連邦議会の硯
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野を一挙に太平洋にも拡大させ､戦犯処罰に関する議会の要求に拍車をかけたのであった｡
第七九議会(一九四五一一九四六年)の第-会期当初､二つの決議案が提出される｡民
主党のエマニュエル･セラー下院議員が二月五日に提出した合同決議案は､ UNWCC等

と協力する委員会の設置を大統領に要請し､経費五万ドルの予算措置を伴う立法的内容で
ある｡当時UNWCCを執行権のある政策決定機関と誤解する向きがあったが､この決議
案も例外ではない｡五六歳のセラーは､コロンビア･ロー･スクール出身､弁護士を経て､

長らく司法委員会に属した経験豊かな下院議員であり､ユダヤ系市民の多いニューヨーク
を選挙地盤としていた｡他方､やはり民主党のセシル･キング下院議員(カリフォルニア
州選出)が二月一九日に提出した協同決議一一大統領の署名も法的拘束力もない一一は､

連合国の協調をはかり､国家元首､国家行動､上官命令による免責を許さないことを合衆
国の政策とするよう求める勧告的な内容であった(199)｡

下院外交委員会の聴聞会は三月下旬に開かれた｡三月二二日の聴聞会でセラーは､決議
案の目的は政府の戦犯計画を公開させることだと述べている｡ ｢ライブツイヒの茶番劇｣

を想起させたうえ､情報を議会と国民に閉ざす状況､国務省やイ-デン外相の煮え切らな
い態度を批判し､ ｢議会が関与しないと､グルー氏の声明〔前述二月一日声明一一日暮註〕

も無関心､無頓着の雰囲気､舞台裏の策略の中で消散してしまう｣と危機感を煽った｡セ
ラーによれば､戦犯を処罰しない限り､ ｢疫病｣は起り､国際関係が安定しない｡日独の

戦犯を即決処刑するのは民主的伝統に反するが､ ｢疫病を撲滅する｣には｢事後法｣もや
むをえず､しかもそれは｢国際法の発達を促す｣はずであった｡次いで､マニラから戻っ
たばかりのフィリピン常駐代表カルロス･ロムロ准将が､マニラの状況とマッカーサーの

動静を詳しく報告したうえ決議を支持し､かつ昭和天皇の起訴も示唆している(ただし戦
後フィリピンは対米関係ゆえに天皇起訴論を唱えない(200))｡ UNWCC代表のポストを失
ったハーバート･ベルも､ UNWCCについて解説し､処罰方針の明確化を迫った｡

他方､キング議員は三月二六日の聴聞会で､決議の目的は戦犯計画に議会を関与させる
ことにあると説明し､やはり第一次大戦後の｢国際正義の失策｣の教訓にも言及し､世論

は大統領声明実行に向けた｢議会の断乎たる言葉｣を待望していると訴えた｡
下院外交委員会は､マニラ事件の影響で戦犯問題に強い関心を示し､特にセラー決議を
支持した｡ナチと日本の軍国主義者は世界の安全に対する脅威だから戦犯として除去しな
ければならないというのが共通認識であった｡ ｢政治的墓場｣と蔑まれる下院外交委員会
とはいえ(201)､この盛り上がりは政府にとって厄介の種であった.議会が情報公開を望め

ば､他政府との極秘交渉に支障を来すし､また枢軸国側の報復をも呼ぶかもしれない(こ
の当時は特に海軍省が報復を恐れた)｡
議会から優柔不断と難じられたのは特に国務省であった｡そこで国務省は､キング決議
案を支持する一方､下院議長や院内総務に接触してセラー決議案をつぶそうと工作した｡
四月二四日の外交委員会でも､ディーン･アチソン議会担当国務次官補が､ヨーロッパに

いる六万のアメリカ人捕虜､日本の手中にあるそれ以上の捕虜の安全のため､政策の秘密
保持を訴えるとともに､ (自国民-の行為)の処罰を再確認したうえ､セラーの立論を批
判している｡果たして､セラー決議案は採決に至らなかった｡キング決議の方はといえば､
一部修正のうえ五月七日に下院で可決され､上院外交委員会に回付されるが､ドイツ降伏

が実現して､上院での採決はもはや不要と見なされる｡しかし､この前後も戦犯処罰関係
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の決議案提出が相次ぎ､議会の圧力は揺るがなかったのである(202'｡

以上の問題についてこ点指摘すると､第-に､三月の聴聞会で謹言した四名が｢ライブ
ツイヒの茶番劇｣の歴史を利用していることであり､この教訓が当時いかに説得に有効で
あったかが理解される｡第二に､外交における民主的統制の問題である｡イギリス外交官

ストラング卿が言うように､民主国家における国民は政治家を媒介して十分な知識なしに
複雑な外交政策に影響を及ぼし､ ｢外交の力を弱める｣傾向がある(203)｡一九四五年三月の

決議問題は党派的対立や反対のための反対ではなく､枢軸国-の道義的憤慨から政府の無
為を批判するものであった｡議会の強硬な主張に対して､政府は一方で日独の報復を抑え､

他方では戦犯処罰を不可避の緊急課題にせざるをえなくなる｡
こうして､陸軍省戦争犯罪局も対日問題に本腰を入れる必要を認識することとなった｡
戦争犯罪局次長メルヴィン･パーヴィス大佐は四月五日､マニラの参謀法務官オリヴェテ
ィに､ ｢これまで日本の戦争犯罪にはほとんど注意していなかった｣ので日本関係の情報
が不足していると打ち明けた｡パーヴィスのガイダンスによると､戦争犯罪は｢残虐行為｣､
｢経済的戦争犯罪｣ (財産略奪等)､ ｢国家に対する犯罪｣の三つである｡最後の｢国家に
対する犯罪｣は､ Glの戦争違法化路線とは異なり､ JAGの持論とする｢ハーグ第三条

約に違反した合衆国に対する不忠実な戦争｣を意味していた｡一九四五年四月の時点でJ
AGがなお持論に固執していることが知られる｡
それまで日本関係のわずかな成果といえば､オーストラリア政府が一九四四年六月､日

本軍の残虐行為について設置したウイリアム･ウェッブ委員長の戦争犯罪調査委員会の仕
守(オリヴェティはニューギニアにおけるウェッブの調査に協力した)､そしてJAG戦

争犯罪局が帰還捕虜一一バタアン行進の生存者も含む一一からとった供述書くらいであっ
た｡いずれにしてもフィリピン現地の情報がないので､パーヴィスは､捕虜や抑留者の記
憶が新しいうちにフィリピン中心に捜査するようオリグェティに指示したのである(204)｡

この指示から五日後の一九四五年四月一〇日､南西太平洋戦域法務部一一まもなく太平
洋全域にわたる合衆国太平洋陸軍(AF PAC)が編成される一一内に戦争犯罪支隊(war
crimes Branch)が設置された｡すでにステイムソン陸軍長官がJAGの提案で一九四

四年一二月二五日､南西太平洋方面連合軍総司令官､ヨーロッパ戦域､地中海戦域､太平

洋戦域､インド･ビルマ戦域､中国戦域の各司令官に対して､戦域法務官の下に戦域戦争
犯罪支隊(Theatre War Crimes Branch)を設置するよう命じており､これにパーヴィ

スの圧力が重なって､戦争犯罪支隊が編成されたわけである｡各戦争犯罪支隊は､特別の
指令なしに戦犯裁判を行なうことを禁じられ､もっぱら捜査･証拠収集に従事した(205)｡

オリヴェティ法務官は､以前自分の補佐官であったアルヴァ･カーペンター中佐を戦争
犯罪支隊長に選んだ｡カーペンターは､一九四〇年七月にオハイオ州で陸軍に入隊以来､
法務畑を歩み､第二四師団法務官としてオーストラリア､ニューギニア､フィリピンを転

戦した法務専門家である｡また日本占領中に彼の部下となったアルブレッド･オブラーに

よれば､部下に権限を委任する才に長けていた｡こうしてカーペンターの戦争犯罪支隊は
｢五人委員会｣の仕事を引き継ぎ､六月九日に設置されたマニラの戦争犯罪調査分遣隊
(war crimes Investigation Detachment)とともに､対数諜報部隊(C I C)､翻訳

通訳部(AT重 S)等と連携しながら-一得にATI Sのシドニー･マシュバー大佐とは

密に接触した一一､フィリピンを中心に戦争犯罪の証拠収集と捜査活動を進めていく(206)｡
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二

合憲の形成

1

ジャクソンの政策とロンドン会議

ジャクソンは任命直後ヨーロッパに出張し､法務次官デイヴィッド･マクスウェル･フ

アイフ(のちロンドン会議のイギリス代表)らに合衆国の立場を説明してまわり､帰国後

の六月六日､起訴構想を論ずる｢ジャクソン報告書｣を大統領に提出した｡特に重要なの
は､今こそ侵略戦争が犯罪であるという原則に基づき行動すべきだという件である｡ジャ
クソンいわく｢アメリカ人の良心に背いた､それらの行為は､すべての文明国が一般に認

める基準からして犯罪的である｡私は､我々自身の公正に対する伝統および国際的に認め
られてきた正しい行為の基準に十分従って､責任者の処罰を進めうると考える｡私はまた､

これらの裁判を通じて､将来同様に文明を攻撃する者は法による応報手続きを受けること
を確定的にできると思う｣｡諸政府は､この報告書を合衆国の基本方針と受けとめ､合衆
国も､この報告書をEACに承認を求めて送付する(207)｡

この間､ジャクソンは合衆国の政策立案にも加わっている｡ジャクソンは五月以降､法

律スタッフを首席検事室として組織し､ペンタゴンの支援を受けながら､起訴計画を立て

た(バーネイズも首席検事室に出向したが､その頑固な性格ゆえに次第に孤立し､八月に
辞任する)｡首席検事室の五月一三日付覚書等は､ヨーロッパと世界を支配する｢共通の
計画｣をすべての犯罪の原点としている｡ことに侵略戦争のコンスピラシーを立証の中心

に置いて､あらゆる行為をそれに関連づげだ結果､残虐行為の比重は相対的に低下するこ
ととなった｡いまやヨーロッパの戦争の勝利者となった合衆国の立案者たちは国際法の革
新に対する慎重さを失っていたのである｡この戦犯計画の立案者について､スミスが有益
な指摘をしている｡彼らは､いずれも捜査官や歴史家ではなく法律家か官僚であって､そ
の主要関心は､証拠や法理論よりもワシントンでの政治闘争に打ち勝つことに注がれた｡
彼らは､世論と同様､ナチの邪悪さを裁くことに性急であり､ひとたび広範な裁判システ
ムを設定しさえすれば､立証は比較的簡単だと考えたというのである(208)｡アテナイのデ

イオドトスが述べたように､性急さと怒気は｢良き判断を阻む大赦｣である｡性急は無思
慮に堕しやすく､怒気は狭除な判断を招くのである(209'｡

陸軍省戦争犯罪局はといえば､憲兵司令官室(PMG)､軍事諜報部(MIG)､海軍
情報部(ONI)､陸軍航空隊､戦略局(OS S)等から情報を得ながら証拠収集に従事

していた｡しかしドイツが降伏するや､メディアが戦犯問題を盛んに論じ､世界中で無数

の人間や組織が戦犯問題に関わるようになった｡戦争犯罪局は､これらの膨大な報告､見
解､噂を消化していくという単調で苦痛な仕事を引き受け,陸軍省内の他部局､国務省､

海軍省､司法省と連絡して各戦域戦争犯罪支隊-の指令を起草しなければならない｡しか
も戦争犯罪局-の要求は､ハイ･ポリシーの進展次第で絶えず変化した｡人員不足による

加重負担､情報の散乱､現地連絡の混乱で､誰が逮捕されたのかも確認しきれない有様で
あった｡こうした状況を聞いて､ジャクソンは立証の難しさを痛感した(結果的にはJC
S麿下のOS Sの活動から､内通等を通じて重要公文書を大量に獲得するが) (2"0)｡

ともあれ､ジャクソンのスタッフは､修正版の行政協定案を事実上の合衆国の最終案と

して完成し､六月､英仏ソの在米大使館に提出する｡英仏両政府が概して賛成したのに対
して､ソ連大使館は疑問点をいくつか提示した｡ジャクソンは､ソ連の疑問はいずれも取
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るに足りないものだと感じたが､ソ連の疑問自体､来るべき交渉難航の予兆であった(211'｡

合衆国単独での政策決定は､この時点で事実上終わった｡ ∫ CSが七月八日にヨーロッ

パ戦域総司令官に暫定指令した対独戦犯裁判に関する基本政策｢戦争犯罪または他の犯罪
の容疑者の確認および逮捕と特定の犯罪人の裁判に関する指令｣ (∫ C S一〇二三/一〇)
が､侵略戦争､ (戦前の行為) (自国民-の行為)を犯罪とし､コンスピラシー理論の採

用を明示しているのは､それを象徴するものである｡なおJAGの起草した指令｢J CS
一〇二三/三｣は一九四四年一〇月一日にJCSの承認を受けたが､モーゲンソ-事件以
来の最高レヴェルの政策論議のあおりを受けて､そのまま棚上げとなっていた｡だから､

ドイツ降伏時において戦犯裁判に関する具体的な指令は発せられていないのは､対日政策
の場合と同じである(2"2)｡以後の戦犯政策は国際交渉によって決定されねばならない｡

米英仏ソ代表の法律家が六月二六日からロンドンのチャーチ･ハウスに参集した｡この

ロンドン会議の目的は､モスクワ宣言に具体性を与え､国際軍事裁判に関する最終合意を
形成することである｡だが合衆国草案の事後法的性格に疑問が呈され､英米法のコンスピ
ラシーが大陸法系のフランスとソ連の強硬な反対を受けるなど､それは予想をはるかに越
える難事であった(213)｡七月四日､ジャクソンは就任翌日のジェイムズ･バーンズ新国務

長官にこう報告した｡ソ連代表一一最高裁副長官I ･ニキチェンコ少将､トライニン教授

ら一一は合衆国の法体系を理解せず､自分たちもソ連の法体系を理解し難い｡ソ連は各国

の支配地域で独自の裁判を多数行なうという対案を示唆してきた｡何とかソ連は合衆国の
提案趣旨に理解を示しだが､いずれにせよ交渉は遅々としている､と｡ジャクソンは､以

上の状況認識から､法哲学の深い溝は埋めがたいとの結論を引き出した｡彼は協定成立に

絶望したわけではないが､仮に合衆国捷案が拒否された場合､一般的な法原則だけを合意
して､各国単独法廷の裁判に委ねるのを落としどころにしようと真剣に考えていた`214'｡

それから約三週間というもの､難題が立て続けにジャクソンを襲った｡窮した彼は､ポ
ツダム会談中の七月二六日夜､ロンドンからベルリン近郊のバベルスペルクー-このナチ

の映画村に｢リトル･ホワイトハウス｣が置かれた一一に飛び､合衆国の裁判関係者と交

渉方針を協議している｡参加者は､バーンズ国務長官､国務省法律顧問室のキャサリン･
ファイト女史､チャールズ･フアヒ-在独軍政府法律顧問､マクロィ､カッターらであっ

た｡外向的で自信家のバーンズ元最高裁判事は､正義の原理から逸脱するような合意はす
べきではないこと､そのうえでソ連を合意に参加させることを欲した｡しかし同時に､万

一それが無理な場合には各国単位の裁判という決着もやむなしという理解をも示してい
る｡というのも､裁判の早期開始を重視したからであり､これらは適当な機会に合衆国国
民に正当に説明できる理由になるとバーンズは考えたのである(215)｡

ジャクソンは一九四六年六月に至るも､ニュルンベルク裁判を｢法律に関する国際協調

の実験｣と特徴づけながら､しかしソ連との共通理解の基盤はほとんどなかったと述べて
いる｡確かにジャクソンが真剣に重視したデュープロセスにソ連は関心がなかったことな

ど､それを裏づける実例は存在する｡とはいえ､ジャクソンの個人的観察が交渉状況を正
しく説明しているわけでもない｡ロンドン会議に参加したイギリス外務官僚パトリック･

ディーンは七月一日､合衆国代表たちには米英とソ連との違いを誇張し過ぎる嫌いがある
とロンドンに報告している｡イギリス側からすれば､ソ連代表は｢道理をわきまえて｣い

るのに､短気で攻撃的なジャクソンが､まるで米英仏ソ四つの法廷を作ろうとしているか
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に見えた｡合衆国代表団には外交官がおらず､ジャクソンに協力しているOS S局長のウ
イリアム･ドノヴァン少将は明らかにソ連嫌いであった｡かくしてディーンは､ソ連をつ
なぎとめる重要性がジャクソンにはわかっていないと懸念する(2"6)｡

いうまでもなく法体系､政治文化､言語の異なる四カ国の合同裁判について合意すると
いう課題自体､容易なことではない｡しかしディーンの記録は､ジャクソンの交渉態度の
偏りを雄弁に物語り､それはロンドン会議難腕のいま一つの重要な理由を示唆している｡

すなわち会議の参加者自体も合意の阻害要因であったということである｡元来､法律家ジ
ャクソンには対外的協調を重視しない先験的意識があり､しかも彼の周辺には正邪や勝敗
を峻別する法律家と軍人しかいなかった｡このような意識と環境が､彼と合衆国代表団に
自ずと必要以上の壁を作らせたのである｡

2

ポツダム宣言と対日戦犯裁判

米英ソ首脳部が全世界注視の中でポツダムに会談したのは､丁度ロンドン会議の最中の
一九四五年七月一七日から八月一日のことである｡この会談は､日独の戦犯裁判について

重要な意味を持っている｡まず日本間題から見てみよう｡
ポツダムにおける対日問題は｢アディショナル･ビジネス｣であるが､周知のポツダム

宣言が発せられた｡その背景は周知の通りだけれども､簡単にまとめると､五月下旬以来

グルー国務次官が大統領の対日声明によって早期降伏を実現するよう訴え､六月にはステ
イムソンも対日警告の必要を説くようになった｡七月二日､ステイムソンの覚書と宣言案

がトルーマンに提出されたが､その覚書は､日本人は本土侵攻に狂信的な抵抗をするだろ
うが､日本国民は最後まで戦い抜くことの愚がわかるし､信頼に値する穏健派指導者もい

るから､わが方の圧倒的戦力､破壊の不可避性､軍国主義者の破壊を警告することで早期
終戦を実現すべきだと説いている｡そして合衆国の原案にイギリスの修正堤案を加え､国
民政府主席"介石の同意を得たうえ､七月二六日一一この日はイギリス総選挙の開票日で

ポツダム会談は休会した一一､日本に降伏を勧告するポツダム宣言が米英中三国の名で発
せられた(2°7'｡戦犯処罰に関する第-0項は次の通り｡

吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国家トシテ滅亡セシメントスルノ意図
ヲ有スルモノニ非サルモ､吾等ノ停虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人二対シテ
ハ厳重ナル処罰〔sternjustice〕ヲ加-ラル-シ｡

これ以前の対日警告としては､一九四二年八月二一日および一九四四年三月二四日の両
声明でFDRがヨーロッパと同様の対日戦犯処罰を示唆している｡しかしカイロ宣言の曖

昧さに見られるように､一般に対日戦犯問題は脇に追いやられたから､日本に対して真正
面から戦犯処罰を声明したのは､これが最初ということになる｡五月下旬にグルーの腹心
である国務省知日派ユージン･ドウーマンの起草した声明案､そして六月下旬に陸軍･海
軍･国務三省代表の対日声明案起草委員会一一陸軍省マクロィ､海軍省マサイアス･コリ

ア大佐､国務省極東局長ジョゼフ･バランタイン一一に提出された国務省案は､いずれも

｢日本のすべての戦争犯罪人に対しては､蛮行の実行者のみならず､蛮行を認可した者に
対しても--厳しい処罰が加えられるものとする｣としていたく218)｡
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しかし｢一切ノ〔すべての〕戦争犯罪人｣の範囲はといえば､それは曖昧であった｡日

本が受講した場合､将来論争の種になると国務省自身が予想した不明確な条項の中に､実
は第-0項も入っていたからである｡そもそも日本降伏の性格をめぐっては､ワシントン
にも｢混乱｣があり､意見は容易に一致しなかった｡ ｢無条件降伏｣とは契約的要素を一

切持たない一方的降伏だとするのが従来の定義であり､終戦直後も海軍の実務レヴェルは
そう考えていた｡しかし国務省の見解によれば､この定義はポツダム宣言で修正を余儀な
くされ､日本降伏は｢契約的性格｣を有する｢交渉による平和｣であるから､降伏条項の
実施が､ある程度｢日本国政府｣の｢誠意｣ (第-三項)に委ねられることになる｡こう

した立場からすれば､ユニラテラルな裁量の余地を許す以前の定義とは異なり､降伏条項

の文言解釈が重要性を増すわけである｡
こうして国務省は第-0項を次のように理解している｡ ｢戦争犯罪人｣は本来､交戦法

違反者に限定されるが､しかし｢現時点で『戦争犯罪人』という用語が通常よりも広義に
使用されていること､および『一切ノ〔all〕』という言葉を使用していること｣に鑑み､

そうした狭義の伝統的解釈には無理があるというのである｡実際､既述のように国務省は

侵略戦争の起訴について一九四五年一月の時点で陸軍省に追随していた｡それが極東担当
者に浸透しなかったわけではないが､二月のUNWCC-の説明に際して侵略戦争の件を

伏せたような慎重または消極的な態度が当初の国務省草案に影響したものと考えられる｡
その国務省案に微妙な字句修正を加えたのは､これまでの経緯からして､マクロイだと
考えて間違いない｡国務省案は､おそらく故意に侵略戦争の問題をぼかしだが､それでも
｢一切ノ戦争犯罪人｣としさえすれば｢平和に対する罪｣ ｢人道に対する罪｣の起訴は不
可能ではない｡しかし国務省案は､第-に､残虐行為を強調し過ぎていることが侵略戦争
の起訴の障害となりうる点､第二に､ ｢蛮行を認可した｣という文言が指導者の起訴を暗
示して日本の降伏を遅らせかねない点で､不適当であった｡だからマクロイは､より巧妙

な表現を用いて侵略戦争と指導者の起訴を確保しようとしたのだと解される｡その雛形が
｢残虐行為ないし戦争犯罪を含む､またはそれらを結果したナチの企図の立案または実行
に参加した者〔傍点日暮〕｣とする対独指令｢J CS一〇六七｣一一マクロイが策定に関

わった一一の戦犯定義にあることは明らかである｡しかも宣言の時点でロンドン会議が進

行中であったことを想起すれば､言葉の曖昧さは､いかなる状況に対しても選択の余地'を
拡げるであろう｡こうして結局､国務省は陸軍省の政策に引きずられ､次のように説明す
ることとなった｡ポツダム宣言が簡単かつ不明確な用語を使ったのは｢一語で戦犯の種類
を説明しようとしたのではなく､一語で合衆国国民が格別の関心を寄せてきた戦犯の-類
型が含まれることを合衆国国民に確信させようとした｣からであり､ ｢国務省の政策は侵
略開始の責任者を含む戦犯の広い定義を想定してきた｣と`219)｡

日本が八月一四日にポツダム宣言を受講した時､対日戦犯裁判実施の根拠が成立する｡

以上の検討から､当時､合衆国がポツダム宣言の｢戦争犯罪人｣を少なくとも伝統的戦争
犯罪に限定してはいなかったことは判明した｡国務省官僚の心境は複雑であったろうが､

陸軍省は確信的であった｡しかし実際の対日政策がどうなるかば対独政策の決定如何に左
右される｡それでは当の対独政策問題に移ろう｡
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ポツダム議定書とロンドン協定

ポツダム会談の主要議題はヨーロッパの戦後処理であり､その中心がドイツ問題である｡

戦時内閣の副首相兼枢密院議長としてイギリス代表団に加わっていた労働党首クレメント
･アトリーは､三大国は会談の当初､協調できそうに見えだと述懐している｡しかしスタ

ーリンがソ連の犠牲を盾に多額の賠償を欲するや､鋭い対立が生じた｡概してポツダムの
参加者たちはナチに対する｢慈悲の精神｣を持ち合わせていなかったが､いまや米英は過
度の懲罰は無益だとしてソ連に反対したのである(220)｡

このポツダム会談の最後に論じられたのが戦犯問題である｡以前の六月二九日､イギリ
ス政府が戦犯問題を会談の議題に加えるよう提案し､ジャクソンを驚かせていた｡法を扱

うには高度の技術性を要し､些細な言葉の修正が予想外の重大な結果をもたらしかねない｡
そのように複雑な問題について素人の首脳が議論することを彼は危険視し､果たしてポツ
ダムにマクロイとカッターが派遣された(221'｡そして七月三〇日､第-0回外相会議で､

議定書とコミュニケに戦犯裁判条項を入れることが合意された｡バーンズは､この合意を
｢戦争から若干の喜びを取り出す｣ものだと述べている｡ただし議定書に特定の戦犯を指
名するかどうかが問題であった｡モロトフがゲーリング､ -ス､リッベントロツプといっ

た具体的人物を名指しすべきだと強く主張したのに対して､米ソは被告選定は現場の検察
当局に任せるべきだと反対し､会議は紛糾した｡五月末にクレムリンでポツダム会談の予

備交渉をしたホプキンズ大統領特使は､スターリンが首脳会談で捕虜と戦犯について厄介
な捷案をすると予想していたが､その通りの格好となってしまった(222'｡

この間題は全権会議に持ち込まれ､八月一日､スターリンが､誰が戦犯なのか知りたが

る世論を満足させる方が政治的に得策だと言い張った｡彼は特に産業資本家グスターフ･
クルップの指名を望んでいたのだが､トルーマンが､一部の人間を名指しするとジャクソ

ンの仕事を阻害すると強く反対した(ジャクソンがソ連提案を断乎拒絶するよう申し入れ
ていた)｡スターリンは､リストが三〇日以内に公表されると聞いて､ようやく納得した(223)｡

以上のソ連の行動は､問題自体は些細であるものの､ソ連の扱いにくさを印象づけた点
で重要であった｡総選挙に勝利してイギリス新首相となったアトリーは､このことを痛感
した一人である｡八月一日の全権会議で突如スターリンは､なぜイギリスは戦犯-スを養

っているのかと噛みついた｡控え目なアトリーもさすがに｢それは貴兄が心配することで
はない｡ --貴兄らはゲッベルスを捕えた｡これ以上何を欲するのか｣といきり立ち､会

議を緊迫させた(224)｡しかし終戦後の少なくとも数年間はソ連に確かな発言力があり､米

英にとって日独占領におけるソ連の協力が必要であった｡それだけに､ポツダムでソ連が

厄介な相手であると認識されたことは米英の行動に微妙な影を落とすであろう｡
ジャクソンの印象も同様であった｡彼は､ロンドン交渉を通じてソ連と共同する難しさ

を過大に信じ込んだ結果､国際裁判にしない方がよいとの確信を強め､状況次第ではソ連
を外して英仏とだけ協力するという案すらローゼンマンに洩らすようになっていた｡ジャ

クソンの個人的偏見は近いうちに東京裁判の基本政策に多大な影響を及ぼすことになる｡
ともあれ､ポツダム会談は八月二日のコミュニケ発表で終了した｡八月一日付議定書の

第七項は､ロンドン会議に注意を引いたうえ､米英ソ三国が対独主要戦犯裁判を早急に開
始することを宣言し､戦犯に関する原則には｢ナチの企図の立案または実行に参加した者
は逮捕され､判決を下されるものとする｣と明記した｡このように合衆国のコンスビラシ
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-理論を採用して､三大国首脳は戦犯問題で一応の協調に達しだのである(225)｡

難航する当のロンドン会議では､八月二日にソ連代表ニキチェンつが突如､合衆国のコ

ンスピラシー裁判案に同意した｡このソ連の転換は､ポツダムでバーンズがスターリンに
善処を要請したことと因果関係があるものと見られている｡ジャクソンの補佐官シドニー
･オルグ-マンの指摘する通り､ロンドン会議は､国境確定など国家目標が異なる他の米
ソ交渉とは違って､戦犯処罰という最終目標の一致が触媒となって妥結がかない(226)､一

九四五年八月八日､ロンドン協定が締結された｡このロンドン協定に附属する国際軍事裁
判所憲章で､伝統的｢戦争犯罪｣のほか｢平和に対する罪｣ ｢人道に対する罪｣という新
しい戦争犯罪類型が定立されたのである｡ここに｢新しい｣とあえて述べたのは､アイゼ
ンハウアが｢我々は戦犯処罰で新しい法律を作っている｣と語ったように､法の定立者た

ちが立場の如何を問わず､その新しさを多かれ少なかれ認識していたことを､いまや我々
が知っているからである｡附属文書の名称として､ ｢法律｣ ｢法典｣等にすれば事後法の
批判を招くという配慮から中立的な｢憲章｣が選ばれたことも､その証左である(227)｡

侵略戦争の犯罪は｢平和に対する罪｣と命名され､難しい｢侵略｣定義を放棄したまま､
侵略戦争の計画､準備､開始､遂行､またはその共同謀議と定義された(228)｡ (戦前の行為)

や政治的理由等による(自国民-の行為)は｢人道に対する罪｣に組み込まれた｡なお一
九四五年内に米英仏ソ四国のロンドン協定に､オーストラリア､インド､ニュージーラン
ド､ギリシア､デンマーク､パナマ､ホンデュラス､ユーゴスラヴィア､チェコスロヴァ

キア､オランダ､ポーランド､ベルギー､エチオピア､ハイチ､ノルウェイ､ルクセンブ
ルグ､ヴェネズェラ､ウルグァィ､パラグァイの一九カ国が正式加盟している(229)｡

4

東京裁判の序曲

以上､第二次大戦終結までの戦犯処罰に関する諸問題と政策決定過程を考察した｡戦争
開始や少数派-の非人道的行為について個人の刑事責任を問うことは､すでにパリ講和会
議において検討されていた｡当時は挫折した国際法の革新が四半世紀後に実現したのは､
なぜか｡例えば､開戦問題については､第一次大戦から戦間期にかけての戦争違法化の成
果の蓄積によるという答えもありうるが､それだけで説明するのは危険であって､より実

質的な理由は政治的判断に求められるべきである｡この観点から､第二次大戦後の戦犯裁
判を生み出した力が何であったかを整理しておこう｡

第-に､前の大戦から得た教訓である｡第一次大戦後の戦犯計画が失敗した要因は､先
例欠如の意識が第二次大戦時以上に強かったこと､戦犯裁判がドイツ全体の追及と一体化
していたゆえに敗者の反発が苛烈化したこと､そして政治技術的にはサイモン卿が述べた
ように政策執行が遅れ過ぎたことであった｡しかし､この失敗が実に多大な影響を次の大
戦に及ぼしたのである｡

第二次大戦中､連合国の人々の脳裡には｢ライブツイヒの茶番劇｣という､いまだ古び

ていない記憶があった｡それを意識しない政策決定者は皆無であり､彼らはライブツイヒ
の亡霊を横目に見ながら戦犯政策を考えたのである｡ただし捉え方には食い違いがあった｡
概して外交官は､この教訓から､法律上の難問や失敗に再び出くわすのを恐れ､革新的な
戦犯裁判に及び腰であった｡この怯儒な類推解釈が多数を占めていれば､少なくとも国際
軍事裁判は間違いなく存在しなかったはずである｡しかるに多数派は､これとは異なる歴

-
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史の活用をした｡すなわち､まず処罰を優先したうえで､かつての大失敗を繰り返さない

綿密な計画を敏国の降伏までに仕上げておくことを至上課題とし､公的な追及対象も敗戦
国全体ではなく責任者に限定して､戦争終結後､間髪を入れずに裁判を行なうことを意図
したのである｡こうして､一方の人々は､ライブツイヒの亡霊から逃れようとし､他方の

人々は､亡霊を退治しようとしたわけであるが､ヨーロッパの戦争が終わった時､政策は
後者の考えに沿うものになっていた｡このように｢ライブツイヒの大失敗｣という教訓が､

第二次大戦において迅速で確実で峻厳な処罰-と突き動かしていったのである｡
エモ-ショナリズム

第二の力は､情緒本位の大衆､議会､メディアであった｡連合国の指導者たちは第二

次大戦中､厳重な処罰をしばしば声明した｡中立的裁判権力がない以上､処罰対象が敗者
に限られるのは自明の理である｡しかし敗者に処罰を加えるには､それを正当化する道義
的根拠が不可欠であり､敗者が邪悪な闇の勢力であることを前提とする必要があった｡だ

から連合国指導者の戦犯処罰声明は｢正義｣と｢邪悪｣という単純明快な世界像を捷供し
た｡それは連合国の正当性を確信させ､教団打倒に向けた連合国の士気を鼓舞するのに役
立った｡その実､ FDRやチャーチルは戦犯処理方法に必ずしも明確な見識を持っていた
わけではない｡しかるに報復的ヒステリアに取りつかれた大衆は､度重なる声明を真に受

けて､例えば､戦前の行為も当然処罰されるだろう､枢軸国側の指導者も罰せられるはず
だと､それぞれ特定の意味を感覚的に読み込んだ｡このように処罰を熱狂的に欲する大衆

の感情的結合が世界大で実在する状況では､何の処罰もせずにすませるという選択肢は現
実にありえなかった｡ ｢国運を賭し､対手を憎悪することによってのみ遂行出来る戦争の
終末｣ (230)に､そのような方針は不可能なのである｡

世論が沸き立ったのは何よりも枢軸国の残虐行為ゆえであった｡その点､東京裁判のオ
ランダ判事B ･Ⅴ･A･レ-リンクが一九六〇年の論考で､世界が戦犯裁判に良心の呵責

を感じないのは残虐行為を裁いたせいであり､仮に戦争開始の追及だけであれば､世論は
国際軍事裁判を簡単に認めただろうかと問うているのは意味深い(231)｡確かに諸国民が理

屈抜きの激情にかられたのは枢軸国の残虐行為の衝撃に接した時であり､それが国際軍事
裁判の重要な原動力となった｡そのことは､マルメティ事件やマニラ事件が合衆国の政策
決定に与えた影響力の強さにも明らかである｡この種のヒステリックな報復欲は､人間の

愚かな精神の反映だが､誰しも持っている余裕のない感情であるだけに､これを押しとど
めるのは容易ではない｡バーネイズやUNWCCが懸念したように､ (戦前の行為)等を
罰しなければ､多くの人々が幻滅し､ユダヤ人の圧力も日増しに強まると思われた｡そう

した世論は法の限界を顧慮しない期待であったが､いつしか米英両政府を拘束してしまっ
た｡大衆は｢対外行動に対して感情的に同一化したり､反擬したりするのであり､その結
果･･･-対外行動は『激情』によって動かされる｣ことの典型的事例であり(232)､この場合､

犠牲のパトスが連合国諸政府を厳重な処罰路線-と傾斜させたのである｡
第三に､合衆国の存在である｡漠然たる世論の感情的結合が連合国の政策となるには､
何らかの知的営為に媒介されなければならない｡その点で決定的な役割を果たしたのは合
衆国政府であり､モーゲンソ-事件を契機に戦犯処罰問題が政治化し､戦争の犯罪化が現
実のものとなったのである｡戦犯処罰は一九四一年一〇月のチャーチル声明以降､一般に

残虐行為の処罰を意味していた｡当時の争点は従来の交戦法で捉えきれないナチの行為を
いかに罰するかということであり､世論､ UNWCC､諸政府のいずれも､その観点から
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議論した｡こうした状況に変化が訪れるのは､一九四四年一〇月下旬のことである｡バー

ネイズのコンスピラシー理論がナチの｢全体主義戦争｣計画､すなわち侵略戦争の起訴構
想に拡大し､年内に急速に洗練されて､陸軍･国務･司法三長官の一九四五年一月二二日

付勧告文書で､むしろ追及の重点は残虐行為から侵略戦争にシフトした｡その傾向は､ジ
ャクソンに至って一層拍車がかかったのであった｡

ワシントンの政策決定においてステイムソンは戦争の犯罪化-と直進した｡しかし政府
内はもとより､陸軍省部内ですら意見は鋭く対立した｡当然のことである｡マルメティ事

件という偶然がなければ､合衆国の意見一致は容易でなかったし､少なくとも､はるかに
遅れたに違いない｡人間が怒りを自ら実感した時､それは本物の怒りとなり､政策実現の
推進力となりうるのである｡それでも即決処刑という方法は､ナチの方法と同じ次元に堕
するように多くのアメリカ人たちには思え､退けられた｡イギリス的即決処刑との違いも

理解されなかった｡こうして合衆国は､国際裁判の構想に取りつかれ､それを情熱的に追
い求めたのである｡もちろんワシントンの政策決定者は自らの計画が国際法の革新である

ことを熟知しており､それゆえ事後法批判を回避する正当化のための理論武装が模索され､
その過程で不戦条約が再解釈された｡ ｢法の革新ではない｡法執行の革新なのである｣と
いうバーネイズの言葉(233)は､ロンドン協定以後の連合国の立場を象徴するものである｡

こうした性急さは､ある程度やむをえない面もあった｡ベルやバーネイズ的な処罰優先論
はさておき､ステイムソン､マクロイらは､スミスが指摘するように､原爆､軍事戦略､

インフレ､食糧､占領政策といった多岐にわたる難問に対処しなければならず､バランス
のとれた見方をできなかった(234'｡それに戦争が連合国の一方的な勝利で終結したという

例外的状況が､彼らから慎重さや深慮遠謀を奪ってしまった｡このように合衆国が計画者
であったゆえに､国際軍事裁判は理念や情熱の枠組みと化したのである｡
侵略戦争の犯罪化構想はまた､戦争原因を｢国際裁判｣で確定することと一対をなして
いた｡戦犯処罰の困難はコンスピラシーの採用で克服されたが､その結果､連合国は枢軸
国の行動を､複雑な現象の集積ではなく､入念な計画の結果とする単純化されたイメジで
捉え､戦争原因に深く取り組まずして､敷国に戦争責任を帰することとなった｡それは連
合国指導者声明の世界像とも一致していた｡こうして､連合国によれば､散国の懲罰で問

題は解決するのである｡国際軍事裁判は､これに現実性を与える役割を果たすことにな'ろ
う｡その意味で､主要戦犯の国際裁判は､ヴェルサイユ条約の｢戦争責任｣条項の代替物
であったといってよい｡ステイムソンの主張は､そのことを示しているし､侵略戦争のコ

ンスピラシー追及に頑強に抵抗したJAGのクレイマ-が｢国際裁判｣自体には同意した
のもヴェルサイユ的な｢戦争責任｣強制を回避する方策としてであった｡
かくして､国際軍事裁判という従来にない変種が生ずることとなった｡裁判という処理

方法自体は､懲罰の正当性を強烈に意識した結果､選びとられた｡それでは文民判事と軍
人判事が混在すること､ ｢国際裁判｣であると同時に｢軍事裁判｣であることには､いか

なる理由と意味があったかといえば､第-に､各国ごとの裁判では通常の軍事裁判と区別
がつかないし､混合軍事裁判も指導者の裁判には舞台として似つかわしくなかった｡ステ

イムソンが文民判事を望んだ際に論じたように､連合国の共通意思としての懲罰であるこ
とを明示し､ ｢歴史｣と｢戦争責任｣の確定という特殊な使命を果たすうえで最適なのは

｢国際｣裁判であった｡指導者の処罰で間接的に敗戦国全体の戦争責任を確定しようとい
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うのである｡第二に､しかしUNWCCが勧告したような｢非軍事｣法廷は裁判の迅速性
や諸国家間の法制度の調整の点で難しく､ ｢軍事｣法廷の方が融通が利くと判断された｡

国際軍事法廷という枠組みには､こうした諸判断や偏見が必然的に内在していたのである｡
しかし､だからといって合衆国の悪意を強調するのは陳腐であるし､それで日独が免罪
されるわけでもない｡むしろ国際軍事裁判を成立しなければならなかったアメリカ外交の
性質を理解することこそが重要であろう｡このことを踏まえたうえで､両世界大戦におけ
る戦争犯罪の革新において(演)は(政治)に従属する関係にあったと我々は結論づける

ことができる｡こうして形成された対独政策の諸原則や枠組みが今度は日本にも適用され
ることとなるのである｡
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