
琉球大学学術リポジトリ

朝鮮戦争とアチソン演説

言語: 

出版者: 琉球大学法文学部

公開日: 2008-01-07

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 金, 成浩, Kim, Sung-Ho

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/20.500.12000/2829URL



朝鮮戦争とアチソン減税（金成浩） 177

朝鮮戦争とアチソン演説

金成浩

1、朝鮮戦争開戦要因としてのアチソン演脱

1950年１月、ワシントンＤＣ.のナショナル・プレス・クラブおいてＤ・アチ

ソン国務長官が米国のアジア政策について演説を行なった。ここにおいてアチ

ソンは西太平洋における対共産主義防衛線（不後退防衛線）をアリューシャン

列島・日本・沖縄・フィリピンを結ぶ線とし、台湾と韓国をそれから除外した。

この演説から約半年後の1950年６月25日、朝鮮戦争が勃発した。アチソン国務

長官は米国において非難の表にたたされた。なぜなら、１月のナショナル・プ

レス・クラブでの演説、いわゆるアチソン演説が北朝鮮の侵攻を誘発したので

はないかと見られたためである。

朝鮮戦争の原因をアチソン演説におく見方は、旧ソ連機密解除史料が公開さ

れた近年にいたっても変わっていない。たとえば、和田春樹氏は、「日本軍の介

入の可能性を問題にせずアメリカの出方のみを気にしていたスターリンにとっ

ては、アチソン演説は米国の介入がないことを示唆するものとみえたと思われ

る」としてI、日本における朝鮮戦争研究の一つの到達点とも言える『朝鮮戦争

全史』（2002年）において指摘（推測）している。ただし、史料的な根拠は挙げ

られておらず「思われる」として断定は避けている。また、今野茂充氏は、

2000年から2001年に行われた慶応大学地域研究センター「朝鮮戦争の再検討」

プロジェクトの成果報告本において、「…アメリカの介入の可能性は、スターリ

ンにとって唯一、不確実性の大きい要因であり、スターリンがアメリカの介入

和田春樹『朝鮮戦争全史」岩波轡店、９６頁、2002年。
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の可能性を誤認識したことにより、北朝鮮の対南攻撃計画に承認が与えられ、

その結果、朝鮮戦争が起きてしまったと考えることができそうである。こうし

た文脈から考えると、韓国をアメリカの『不後退防衛線』からはずすことを明

示しているアチソン演説が、スターリンの認識に与えた衝撃の大きさは容易に

窺いし知ることができよう」と述べu、「アチソン演説要因説」を支持している。

このように、近年のいくつかの研究においてもアチソン演説要因は有力な説

となっている。しかし、「アチソン演説要因説」はあくまで決定的な史料的裏づ

けの根拠を持って論説されているものでないことは念頭においておかなければ

ならないだろう。なぜなら、朝鮮戦争関連史料の公開は進んでいるものの、戦

争原因の核心に迫る史料はいまだ不十分であるといえるからである。また、後

節でも詳述するが、スターリンがなぜ当初南侵に対して反対であったのに、そ

の気持ちをかえて賛成にまわったのか、スターリン本人の認識が重要となるが、

その本人の回想録なども残っていないため、断定する作業にはさらに困難が伴

なっている。

そのため、本論文では以下のようなアプローチを取りたい。第一に、とくに

南侵決定に重要な意義を持った1950年４月のスターリン・金日成会談に関してで

きうる限り史料を発掘し、もう一度その文脈の読み取りを行う。つまり歴史学

的手法によって再度この問題に特に焦点を当て分析する。

第二は、政治学のパラダイムを応用する。とくに、スターリンに対して心理

認識モデルの視点からアプローチし、公文書からいったん離れてスターリンの

心理的側面をなぞってみる。上記二つの別角度からのパラダイムを重層的に重

ね合わせることで、スターリンとアチソン演説の関連性について焦点をあわせ

ながら朝鮮戦争の開戦原因について再考してみたい。

画今野茂充「国際情勢の変化とスターリンー誤認識と朝鮮戦争の起源」赤木莞爾縞「朝
鮮戦争一休戦50周年の検証・半島の内と外から」慶應義塾大学出版会、2003年。
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2、朝鮮戦争とアチソン演説の関連性をめぐる先行研究

旧ソ連機密解除史料で重要な史料としては、近年ではＡ・トルクノフが編ん

だ資料集的著作がまずもってあげられるだろう。この著作は、朝鮮戦争に関し

た旧ソ連機密解除史料を中心としたもので、おもに、スターリン、毛沢東、金

日成間に交わされた機密電文が中心に収められた研究書というよりも資料集的

な価値をもつ著作である：ここで紹介された史料の大部分は、エリツィン大統

領が訪韓の折に韓国側に手渡した史料と共通している1%筆者はその両方に目を

通し、この二つの史料は重複している部分が多いことを確認した。逆にいえば、

これらの史料の信懸性についてはカウンター・チェックにより証明されたとも

いえるだろう。ここで、とくに、この論文の本題と関連して指摘しておきたい

のは、これらの史料の中にも「アチソン演説」についてスターリンが明確に言

及した様子がないことであるv･

今のところ、アチソン演説に関してソ連が反応したことを示すものとしては、

当時の外相モロトフがアチソン演説に言及したという証言である。Ｖ・マスト

ニーはその研究書で、当時の外相モロトフがモスクワを訪問していた毛沢東に

アチソン演説の翻訳文を読ませ、その重要性について喚起したとしているvloし

かし、マストニーの研究では、あくまでもスターリンではなくモロトフがアチ

mＡ､Ｖ、Torkunov，ZZMguzdDclImmU0j"α：励形ishi』た0,1/7鯉tm5D-I953gpdbt），Moskow，
2000．（邦訳：下斗米伸夫、金成浩訳「朝鮮戦争の謎と真実一金日成、スターリン、毛
沢東の機密電報による」草思社、2001年）

1,1994年６月にロシアから韓国に渡された『ロシア外務省文書』、韓国外務部(現外交通
商部)外交安保研究院所蔵。

ｖたとえば、五百旗頭真もトルクノフの著作の書評にあたり『毎日新聞』でこの点を指
摘している。五百旗頭真「何と多くの錯誤と愚行が見られるか」（Ａ・トルクノフ箸、
下斗米伸夫・金成浩訳『朝鮮戦争の謎と真実」の書評）「毎日新聞』2001年11月18日
朝刊。

viv・マストニー箸、秋野魁・広瀬佳一訳『冷戦とは何だったのか－戦後政治史とスター
リン」柏轡房、139頁。なお、今野も前掲論文において、この史料を引いてアチソン演
説要因説を裏付けるひとつの論拠としている。しかし、「スターリン」がアチソン演説
を毛沢東に読ませたとして今野は誤引用している。「モロトフ」がアチソン演説を毛沢
東に読ませたのであって、「スターリン」ではない。
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ソン演説を毛沢東に読ませたのであったことに留意しなければならないだろう。

また、Ｋ、ウェザースビーは、アチソン演説の下書きとなった米国の国家安全

保障会議（ＮＳＣ）４８文書の内容がワシントンにいたイギリス人スパイのドナ

ルド・マクリーンを通じてスターリンに報告されていた可能性があり、それが

スターリンの認識変化に影響を与えたのではないかと推論している＃しかし、

ウェザースビーの意見は、朝鮮戦争のすべての結果がわかっている「現在」か

ら「過去」を見て、この文書はこのように読めるという「歴史の後付け」的分

析である。言うまでもなく、当時の政策決定者らは、これから何が起こるのか

わからない状況下で政策を決定しているのである。ＮＳＣ48文書ではたしかに

米国が日本・琉球（沖縄）・フィリピンを重要視するということが述べられて

はいる。しかし、その一方で、「米国は民主的選挙を経た大韓民国に政治・経済・

技術・軍事などの面で援助を拡大し続ける」とも述べられており、さらに、「…

米国は国連の枠組みの内外で大韓民国に政治的援助を与えることを継続する」

ともされている。この文書には、米国は「韓国に関わらない」とは一行も書か

れていない。さらに、米国はアジアに拡張する共産主義に対抗するために、非

共産主義国家への民主化支援を行っていくことも明確に述べられている劇この
ＮＳＣ文書を読解して、「北朝鮮が南侵した場合に米国は傍観する」という推論

を引き出すこと自体、困難である。

vEKathrynWeatherSby，“ShouldWe亜arThis？ＳｔａｌｉｎａｎｄｔｈｅＤａｎｇｅｒｏｆＷａｒ
ｗｉｔｈＡｍｅrica，,,ColdWarlnternationalHiBtoryPrOjectWorkingPaper39(July
2002)，ｐｌＬ

ｍ‘ThePositionoftheUnitedStateswithReBpecttoAsia''’１VSCu8l2，December
20,1949．ＣｉｔｅｄｉｎＲｈｏｍａｓＨ・Etzold＆JohnlewisGaddis，amjlm8B"ムdoc切りDBC"応
ｏ〃Ａｍｃ７ｆａＺ〃，例呵α"。ｓﾉｱ、２，Ｊ”5-1％O,ＮＹ，1971,pp269-276．
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３，歴史学的アプローチ：スターリンはアチソン演説を額面どお

りに信じたのか？

前節で述べたように、いずれにしても、スターリンの認識形成にアチソン演

説が与えた影響は「推論」の域を超えていないのである。では、なぜそれらは

いずれも推論の域をでないのだろうか。まず第一に決定的史料が発見されてい

ないことがその理由に挙げられる。朝鮮戦争関連の共産圏側の機密史料はかな

りの程度公開されたといってよいと思うが、しかし、それらの中でスターリン

がアチソン演説を明確にその理由にあげて米軍介入の可能性はないと言及した

ことを示す史料はいまだ発見されていない。もちろん今後発見される可能性は

なきにしもあらずではあるが、ここまで公開が進んだとしても見つからないの

は、スターリンがかならずしもアチソン演説を額面どおりに信じていたのでは

なかったのではないかという疑問点を逆に浮かび上がらせる。

筆者は朝鮮戦争以外にもソ連が介入を決定した事例に関して研究したことが

ある。たとえば、1979年のアフガン介入の場合でもソ連は最終決定を下した時

の会談速記禄をのこしていない。史料が核心的なものになればなるほど、ソ連

指導部では速記録をとらなかったようである。朝鮮戦争でもソ連側が速記録を

残していない可能性が高く、今のところ下記で述べる史料しか発見されていな

い（もっとも、スターリン・金日成会談に同席していた北朝鮮側の朴憲永のメ

モは近年になって見つかった。注11参照)。

しかし、速記録ではないものの、このときの会談の模様をソ連共産党中央委

員会国際部が内容を要約して報告書を作成している。以下がその会談模様を要

約した報告書である。（以下は、『ソウル新聞』1995年５月24日付で掲載されたも

のを元に翻訳。この報告書はのちにウェザースビーの論文によっても引用され

ているが、若干違う箇所がある。そのため、相違点には本文内に注をつけた。

なお、下線は金成浩による)Ⅸ
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（1950年３月30日－４月25日、金日成のソ連訪問の件。ソ連共産党中央委国際部

作成）

「スターリン同志は金日成に国際環境と国内状況（金成浩注：ウェザースビーの

引用では「国内状況」という言葉なし）がすべて朝鮮統一にむけてさらに積極的

な行動を取ることができるように変化したと強調した。国際的与件においては中

国共産堂が国民党に対して勝利をおさめたことによって朝鮮での行動開始に有利

な環境を作った。中国は国内問題に起因する憂慮を減らしたのでこれから関心と

労力を朝鮮支援に注ぐことができるようになった。現在、中国は必要とするなら

ば無理することなく自軍すべてを朝鮮に投入することができる。中国の勝利は心

理的側面でも重要である。これはアジア解放の機運を証明した代わりにアジア反

収『ソウル新聞」1995年５月24日付。『ソウル新聞」モスクワ特派員季キドン特派員によ
る記事。また、Ｋ・ウエザースビーも前掲輪文にて同史料を紹介しているが、ロシア
の朝鮮問題研究家のエフゲニー・パジャーノフ、ナターリア・パジャーノフ夫妻の未
刊輪文からの再引用としている。
なお、この『ソウル新聞』記事はさらに以下のような内容のコメントを残している。
「モスクワ会談を契機に南侵叶画樹立の主導綱がいつのまにか金日成からスターリンに移ってい

ることが分かる。南侵承蝿とともにスターリンは即席で具体的な三段階作戦方針までも金に提示し
たのである。一方、スターリンは毛沢東を楓極的に引き入れて朝鮮戦争をアジア共産化運動の一環
にしようとしたことがこの文轡を通じて明らかになっている。ここで念頭に留めておかなければな
らないことは、金日成の南侵計画に毛沢東とスターリン二人の中で錐がより主導的で祇極的に支援
したかという点である。二人は時には競争的に、時には相手に仕事を押し付ける形で金日成を支援
した。まず中国は1940年代末から金日成の幡力強化と軍事力強化にこの上ない関心を表明していた．
国民党との内戦中においても、毛沢東は金日成の南朝鮮解放運動を支援すると約束し、必要ならば
兵力支援まですると何度も約束した事がある。ただし、中国内戦が終わるまで待ってくれとしたの
である．そして毛沢東とスターリン二人は南侵問図を主題として会麟をも持った。しかし、スター
リンと金日成二人がモスクワ会談において毛沢東抜きで武力南侵に合蟻したという報告を受けて、
毛沢東は非常に恨めしく思った．もちろん毛沢東はそれにもかかわらず北朝鮮に対する支援意志を
再び固めた。金日成は49年３月モスクワに行って来た後、５月初旬に人民軍政治保衛局長で党中央委
貝である金一を中国に送った。金日成は５月14日シュテイコフ大使に会って金一の訪中結果を通報
した。（シュテイコフがスターリンに送った報告晒文。５月15日）「金一を中国に送った。訪問目的
は中国共産党中央委と交流を結んで中国軍内朝鮮人師団（満洲出身朝鮮人で構成）に関して協蟻す
るためである」と金日成は説明した。金一は４月30日高崗に会って中国共産堂中央委に案内された。
しかし金一の本当の訪問目的は朝鮮軍師団を北朝鮮に配置転換させてくれという要舗をするためで
あった。毛沢東はこの要鯖をこころよく受け入れた。金一を通して金日成は毛沢東に親密を伝達し
た。親密には朝鮮軍配皿転換問題以外にも南侵問図について言及されていた．これに対して毛沢東
は、「軍事行動はいつでも開始できるし、すべての支援を惜しまない」と返事した。時期的にスター
リンより毛沢東が先に、より欄極的に金日成の南侵計画を支持したのである」
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動勢力と彼らの主人であるアメリカ・西側の脆弱性を露呈させた。アメリカは中

国で退き、もうこれ以上軍事的に新中国当局に挑戦することができない。中国は

すでにソ連と同盟条約を締結したので、アメリカはアジアの共産勢力に対して挑

戦するのをためらうはずである。アメリカから来る情報によれば、アメリカ国内

にも他国に介入しない雰囲気が情勢されている。ソ連が原子爆弾を保有しヨーロッ

パ（金成浩注：ウェザースピー引用では「ヨーロッパ」ではなく「平壊」となっ

ている）での立場が強化されることでこのような不介入雰囲気はさらに深まる。

しかし、私たちはこの解放の賛否をもう一度計算してみなければならない。第一

に、アメリカが介入するかどうかその可否を検討し、第二に、中国指導部がこれ

を承鰯する場合に限り解放作戦は開始されることができるという点を肝に銘じて

おかなければならない。

金日成はアメリカが介入しないという見解を明らかにした。それは北朝鮮の背

後にソ連・中国があるからだけではなくてアメリカ自ら大規模戦争をしようと思

わないからだと言った。

次は二人の対話内容。

金日成：毛沢東同志は朝鮮全体を解放するという我々の希望を常に支持した。

毛沢東同志は、中国革命だけ完成されれば、必要な場合、我々を助けて兵力も支

援するという話を何度かした。しかし我々は自身の力で朝鮮統一を成す。我々は

やり遂げることができると信じている。

スターリン：完壁な戦争準備が必須である。何よりも軍事力の準備態勢をよく

取り揃えなければならない。エリート攻撃師団を創設して追加部隊の創設を急げ。

師団の武器保有をふやして移動・戦闘手段を機械化しなければならない。これと

係わる貴下の要請をすべて聞き入れる。しかる後に詳細な攻撃計画が樹立されな

ければならない。基本的に攻撃は三段階で作成せよ。

（１）３８度線付近の特定地域に兵力を集結。

（２）北朝鮮政府は平和統一に関して継続して新提議を出すこと。相手は明らか
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にこれを拒否するはず。

（３）相手が平和提議を拒否した後、奇襲攻撃を加えること。

窒津半島を占領するという貴下の計画に同意する。攻撃を開始した側の意図を偽

装するのに役に立つと思う。北側の先制攻撃と南側からの対応攻撃があった後、

前線を拡大する機会が生ずるはずである。戦争は奇聾的で迅速でなければならな

い。南朝鮮とアメリカが我に返る合間を与えてはいけない。力強い抵抗と国際的

支援が動員される時間を与えてはいけない。

これと共にスターリンは金日成に対してソ連が戦争に直接介入することは期待

してはいけないと言った。ソ連は他の地域、特に西方で多くの挑戦に直面してい

るからだということだった。スターリンは金日成にもう一度毛沢東と議論するこ

とを強調した。毛沢東がアジア問題に精通している点を付け加えた。スターリン

}ま、アメリカが韓国に軍隊を送るかも知れないため直接戦争に(ソ連は)介入しな

いと言う点をもう一度強調した。

金日成はスターリン同士になぜ米軍が介入しないのかについて詳細な分析をし

て見せた。攻撃は迅速に遂行され３日あるならば勝利することができると言った。

また南朝鮮パルチザン運動が強化されて大規模暴動が起きるはずだと言った。ア

メリカは準備する時間を持つことができずに我に返った頃には朝鮮全体の国民が

熱烈に新政府を支持しているはずだと金日成は強調した。朴憲永は南朝鮮内パル

チザン活動に対してつぶさに説明した。彼は20万の党員がそこで大規模暴動を主

導するはずだと明らかにした。この会談で金日成とスターリンは、1950年夏まで

北朝鮮軍が完全な動員態勢を取り揃えて北朝鮮軍総参謀部がソ連顧問団の支援を

受け具体的な南侵計画を樹立するという事に合議した」

上記文書で指摘できる点は、たしかに、米国内の政治動向に関して言及して

いる箇所が存在する（最初の下線部)。この文書からではスターリンがどのよう

な情報をもとに判断したのかはわからないが、ウエザースビーらが推測するよ
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うに、ＮＳＣ48文書がスパイを通してスターリンに報告されていたという推論

は可能であるだろう。しかし、それに続く、二番目の下線部分においてスター

リンは、米国の介入の可能性は排除できないとしている。つまり、スターリン

自身はこの会談においても米国が朝鮮を不後退防御線からはずすとするアチソ

ン演説を額面どおり受け止めることに関してはなお慎重で猜疑心をもっていた

ことがわかる。

また、この会談時の史料に目を通した歴史家でロシアのアーカイブ管理の責

任者だった故ポルゴゴーノフが収集した史料に目を通したというトルクノフは、

この会談を以下のようにまとめている’1゜

「スターリンは、国際情勢は変化しており、朝鮮統一のためによりいっそうの菰

極的行動を取ることが可能となった、と来訪者に語った。国際関係の面では、中

国共産党は国民党から戦う必要性から解放され、今は朝鮮問題により注意を向け

ることができるようになった。緊急事態が起こった場合、中華人民共和国は軍隊

によって支援する。心理的にも中国の共産主義者の勝利は重要である。中国はア

ジアの革命家たちの力を誇示したので、これによりアジアの反動主義者たちと西

欧や米国のパトロンとのつながりが弱まっていることが明らかとなった。米国側

}ま中国から撤退し、あえて中国共産党と戦いもしなかった。

中国はソ連と同盟条約を結んだ現在、米国側はアジアの共産圭義者を刺激する

気分にはあまりならないだろう。実際、その通りである。米国ではソ連が核保有

国になったという事実から朝鮮問題に介入すべきでないという機運が優勢である。

しかし、一方でスターリンはワシントンが戦いに介入することはないという絶対

的な確信がなければならないと指摘した。さらに重要な条件は、朝鮮における解

放闘争への北京支持である。

ｘＡ､Torkunov,妙.戯.，ｐｐ､58-59．（邦訳、前掲書、97-98頁、－部修正加筆｡）
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金日成は、米国はソ連と中国が同盟をする姿を前にして、あえて大戦争に介入

する危険は冒さないだろうという意見を述べた。中国に関してだが、金日成の言

葉によると、毛沢東は中国革命達成後の、軍隊を含めた朝鮮支援を幾度となく約

束した。それでも、朝鮮は国家統一において、自らの兵力に依拠する方を選択し、

成功を信じているとのことである｡」

トルクノフによると、スターリンの認識を変化させたのは中国における中国

共産党と国民党の戦いに米国が傍観していた事実（最初の下線部）である。さ

らに、そこに中ソ同盟の締結やソ連の核開発の成功という要因から、米国では

朝鮮問題に介入しないという気運が勝っていると見ているのである。あとでも

くわしく述べるが、米国の政策決定者の演説、つまり言辞を云々して議論され

ていないことに特に注意を払う必要があるだろう。史料からは、あくまでも、

実際に米国の外交行動を見て米国不介入の公算を読んでいるのが見て取れる。

また、二番目の下線部において、スターリンはまだこの段階でも米国が介入す

る可能性があることを念頭においていたことがわかる。同時に、この言辞は、

先ほどのソ連共産党国際部の報告書とも一致しているx：

ｘｉまた、この1950年４月10日の会談に金日成とともに同席した朴憲永が書いたとされるメ
モが残されている。このメモによれば、スターリンは統一問題を持ち出す金日成に対
して「今しばらくは気をもまなくてもよい」と返答した。沈志華纏「朝鮮戦争一俄国
楢案館的解密文件（ロシア公文書館の秘密解除文献)』（上冊)、台湾・中央研究院近代
史研究所史料蛾書48,2003年、332-335頁。この会談記録によると、他に、経済協力お
よび軍事教練学校創設とソ連人教官の派遮問題などが話し合われた。なお、この資料
の入手と翻訳にあたっては、台湾大学に留学中だった琉球大学法文学部在学の高田和
歌子君の協力を得た。
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４，政治学（政策決定過程論）からのアプローチ：スターリンの
認識

それでは、さらに別の角度から朝鮮戦争とアチソン演説の関連性について検

討してみよう。この節では政治学的視点、政策決定過程論分野のＧ･アリソン

のモデルの分類に従ってスターリンがアチソン演説をどのように受けとめたか

について論考してみる。

アリソン．モデルは、国内政治過程をブラックボックスとして相手を単一の

合理的行為体とみる第一モデル、国内の政治機関の標準作業手続きによって政

策は自動的にアウトプットされるとする第二モデル、大統領を中心とする各機

関らの長による政治的駆け引きによって政策が生み出されるとする第三モデル、

以上から成り立つ。1962年のキューバ危機の分析を、アリソンはこの三つのモ

デルを使って分析し、米国の政治学界にも大きな影響を与えた。しかし、この

三種の政策決定過程モデルからでは、スターリンとアチソン演説の関係に踏み

込むことはできないのではないかとするのが筆者の見解である。

もともと、アチソン演説が北朝鮮の南侵を誘発したのではないかという主張

は朝鮮戦争当時から存在した。ソ連側アーカイブを閲覧できない状況下でも主

張された見解である。そのような主張が可能となったのは、敵の内部の様子は

無視し、敵側の政府は単一的行為主体であるという前提に立ち、敵は自己の利

益を最大化するように行動するという前提に立って考えるいわばアリソンの第

一モデル流に考察したからである。このモデルの思考方法は、国内政治過程が

わからない現在進行形の事件下では、今も意志的、無意識的にかかわらず使用

されおり、通常この思考方法で観察者は国際政治を見ていることが多い。北朝

鮮による南侵は、アチソンが米国の不後退ラインから朝鮮半島を切り離したこ

とによる合理的反応であるという見方は￣見すると説得的であるため、この説

はいまもなお一般的に正しいと受け止められてきている。
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ただこれらは繰り返しになるが推測にすぎない。さらには、なぜかその理由

は定かではないが、旧ソ連史料の公開後においてもアチソン演説と朝鮮戦争の

関連性について漠然として語られることが多く、この問題に焦点をしぼった論

文が少ないことが、「アチソン演説要因説」がいまだ有力な説として存在してい

る理由であるようにみえる。

ソ連の内部を照らし出す史料が公開された以上は、第二モデルや第三モデル

による接近も考えられるが、この第二、第三モデルによるアプローチは、スター

リンの統治スタイルが独裁的なスタイルであることから、この二つのモデルも

このケースでは有効なパラダイムになるとはいえない。なぜなら、ソ連側から

公開された史料をみるかぎり、スターリンが朝鮮問題を部下らと討議した気配

がないからであり、またスターリンの意志に異を唱える側近がいなかったとみ

られ、スターリン一人の意志で朝鮮問題に対する政策が決まっていたからであ

る。この状況は、後年のクレムリンが政治局での合議によって重要な外交政策

を決めていた事例、たとえば、1956年のハンガリー動乱、1968年のチェコスロ

バキア事件、1979年のアフガニスタン侵攻時などのソ連政治局の政策決定過程Ｐ

から見ても対照的である。ソ連時代を通じて書記長が政治局の合議を経ずして

自分の意志のみで決定を下すという巨大権力を握ったのは、スターリンだけで、

その意味でこの時代は特異であったとも言える。

反実仮想となるが、逆にいえば、仮に金日成の南侵提議がスターリン死後で

あれば、スターリン死後に合議制をとったソ連指導部が南侵提議に対して支持

を与えるのは簡単ではなかっただろう。なぜなら、ソ連指導部は複雑な政策決

定過程を踏まなければならなかったためで、開戦決定に対してソ連側の合意が

たやすく達成されたとは考えにくいからである。

結局、アリソンの三つのモデルからでは、スターリンとアチソン演説の関係

血チェコスロバキア事件、アフガニスタン侵攻、ポーランド危機時のソ連の政策決定過
程の詳細については、拙著『アフガン戦争の真実－米ソ冷戦下の小国の悲劇』（日本放
送出版協会、2002年）を参照。
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}ま解けないということである。では、どのようなアプローチが有効なのであろ

うか。このように、政策決定が一人の指導者に依存している場合、その政策決

定者個人の心理を読むしかなくなる。そのため、有効な手法はアリソンがその

あとがきで指摘したものの踏み込まなかった心理過程（認識）モデルであろう。

つまり、スターリンがどのような個性をもっており、どのような経験、キャリ

アを積み、どのような性格が形成されていたのか、このような点からアプロー

チする方法である。

スターリン時代はいうまでもなく、テロルの吹き荒れた時代であった。独裁

を敷いたスターリンは側近の部下までも次々と粛清していった。クレムリン医

師団陰謀事件などではスターリンの侍医らなども粛清の対象となった。スター

リンが独裁者に陥りがちな極度の猜疑心を持ち合わせていたことは最近のロシ

アでのスターリン研究でも指摘されていることである。

また、独ソ戦、とくに、スターリングラード攻防戦では、スターリンは敵前

逃亡する自軍兵士を背後から撃つという過酷な指示を出し軍の規律を引き締め

たというエピソードは有名である。

さらに第二次大戦終戦間際の日ソ不可侵条約を破っての対日参戦などを見て

も、スターリンが国際政治においても弱肉強食のリアリズム流国際政治観を有

していたことは明らかであろう。スターリンが持つリアリズム流国際政治観を

示す証言としては、側近だったＮ・フルシチョフが、朝鮮戦争時に米軍が反撃

し北朝鮮軍が敗走し始めた時のスターリンの様子を以下のように述懐しているnＬ

「彼の（金日成の）軍隊は退却し、その戦力を失っていった。わが国の大使は金

日成は絶望的になっていると報告してきた。彼は、『どうしようもない。アメリ

カ軍がやってきて北朝鮮を占有するのは確実だ』と繰り返し叫び、自分は山に入っ

山ジェロルド・シェクター、ヴャチェスラフ・ルチコフ編、福島正光訳『フルシチョフ
封印されていた証言」草思社、1991年、238頁。
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て、日本軍が北朝鮮を占領していたときにやったようなゲリラ行動をとりたいと

言った。スターリンの反応はどうだったか。この私は彼の言葉をじかに聞いてい

る。スターリンは言った。『それがどうした.金日成は失敗しても、われわれは

軍を動かすつもりはない。ほっておけ。こうなった以上、極東ではアメリカ軍を

われわれの隣人にすることにしよう』…私はスターリンが、わが国にはこの戦争

に参加するつもりはないと言うのは聞いた。スターリンは金日成を支援し、彼に

援助を与えたが、状況についての理解を欠いていた。彼の示したのは臆病な態度

だった。彼はアメリカを恐れていた。ただただ怖がっていた｡」

このようなスターリンの米国に対する警戒心と脅威認識、そして、スターリ

ンの経歴、経験、心理からすれば、わずか第二大戦後から五年しかたっていな

い時に述べられた米国国務長官アチソンの演説を、その額面どおりに受けとめ

たとは考えにくい。

また、仮にウェザースビーらが指摘するようにスパイからの情報を読んでい

たとしても、まったくそれを信じていたようには思えない。スターリンの情報

処理の一例については、先のフルシチョフがこのようなエピソードを語ってい

る。以下は、第二次大戦時（1942年）の独ソ戦におけるフルシチョフの回想で

ある。

「…ハリコフにおけるわが軍の敗北を見ると、スターリンがどのような司令官で

あったかがわかる。…わが軍（ソ連軍）は、攻撃の概要を記したドイツの司令部

の文書を捕獲しており、この作戦計画を事前に知っていた。われわれは当て推量

する必要はなかった。作戦は地図の上に記され、文替に書かれており、攻撃はハ

リコフの北方で開始されることになっていた。…われわれは（フルシチョフらは)、

ドイツ軍をどう迎撃するかについての提案をつけて、捕痩した資料をモスクワに

送った。最高司令部は地図を検討して、結論を出し、スターリンに報告した。ス
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ターリンは電話をかけてきてチモシェンコと話した。彼は私（フルシチョフ）と

も話して、ヒトラーがわれわれを混乱させようとしていると言った。スターリン

はいかにも私をばかにしたような鯛子でこう言った。『君にはわからんだろうが、

ヒトラーは君の鼻づらを引っ張りまわしている。奴は別の計画を持っていて、わ

ざとこの文書を流したんだ。こいつは罠だ｣｣､’

諜報機関から挙がってくる情報に対して受け手がどのように判断するかは、

受けての個性と心理、思考スタイルなどによる部分が多い。上記のエピソード

はスターリンの情報に対する慎重さを窺い知ることができる。スターリンの心

理認識からいえば、米国の国務長官の演説をそのまま鵜呑みにして判断したと

は思えないのである。前節で示した資料も示すように、スターリンは米国内に

は不介入の雰囲気が醸成されていると見てはいたもの、しかし、最後まで米国

介入の可能性を排除しておらず、ソ連はあくまでも米国が参戦した場合でも米

ソ全面戦争に発展しないように北朝鮮の黒子に徹する戦術をとったのであった。

このような慎重な姿勢を崩すことがなかった点Fを考慮してみても、スターリン

、シエクター他編、前掲書、104頁。
薮スターリングラード攻防戦の指揮も取ったフルシチョフの見方では、こういったスター
リンの米国に対する脅威露職が逆に北朝鮮の南侵作戦に重大な支障をきたす結果を生
みだしたという。以下はフルシチョフの証言.「私は（フルシチョフは)、スターリンが、当
時国防人民委員だったプルガーニンを呼んで、北朝鮮の各師団からわが国のすべての顧問を引き揚

げることを命じた塩に居合わせた。このことが私の不安を掻きたてた。スターリンがこういうこと

をしたのは、わが国の将校が一人でも捕虜となれば、アメリカから、わが国が戦争に参ｶﾛしている

と非難されるかもしれないと恐れたからであろう。わが国を非雌する理由を与えなかったのは賢明

だったかもしれない。しかし、他方、それは北朝鮮正を弱体化した。北朝鮮軍には戦術に通暁した

優秀な幹部がいなかったからだ．わが国の顧問の引き揚げは北朝鮮の戦闘能力と作戦の即応性を弱

めた．…（釜山近くの）最後の防術線から南朝鮮軍を放り出すまでもう－歩という最後の段階で、

金日成は力が尽きた。私は釜山の人口と戦略的な位囲についてはよく知らないが、それが要塞であっ

たとは思わない。金日成はただ息が切れたのだ。彼は攻撃のあいだに、兵貝と戦車などの装備をか

なり失った。最後の一押しの力がわずか足りなかった。私は、職11ｴ部隊がもうひとつあったら、彼

は戦線を突破して、戦争は終わっていただろうと思う」（シエクター縄、前掲密、236-237頁）

なお、フルシチョフの回想録は、公開当初、その信懸性について議論があったが、
近年公開された旧ソ連機密解除文轡によるカウンター・チェックでも、その信懸性が
確昭された。たとえば、上記引用文中にある「スターリンがソ連軍顧問団を北朝鮮各
師団から引き揚げさせた」という箇所に関しては、同内容を裏付ける公文書が発見さ

れている。以下を参照。ATorkunov,妙cil.，ｐ８１．（邦訳、前掲書、127頁）
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がアチソン演説を額面どおりに受け止め、米国の介入はないと値踏みしたとは

考えにくいのである。

5、おわりに

以上、歴史学的な視点と政治学視点の双方から朝鮮戦争とアチソン演説の関

連性について考察してきた。歴史史料がものがたっているのは、金日成が米国

は介入せずという楽観的な見方をしたのとは対照的に、スターリンは最後まで

米国の介入可能性を疑っていたという事実である。スターリンは、米国参戦の

可能性を恐れて、金日成にソ連は直接参戦しないと明言したのであった。アチ

ソン演説をそのまま額面どおりに受け止めていなかったことは明白である。

また、政治過程論のアプローチから見ても、スターリンがアチソン演説を真

に受けて外交政策をとったとするのは困難が伴う.スターリンの国際政治観で

は条約や宣言は紙切れにしか過ぎないものと映っていたはずであり、スターリ

ンにとって、紙に示された方針や口約束は現実の国際政治の現実の中でいつで

も破り捨てられる可能性を持つものであった刑

むしろ、スターリンがその意志を変えたのは、ソ連の原爆保有、中ソ同盟、

中国革命の成功、さらには革命の成功に伴い中国が朝鮮問題に肩入れすること

が可能となった状況が創出されたことなど、現実的な状勢変化であるとする方

が妥当である。スターリンは、このような国際情勢の変化が極東におけるバラ

ンス・オブ・パワーを変動させ、それは共産圏側に有利に動いていると認知し、

北朝鮮の南侵が成功する確率が高いと値踏みしたのであろう。

アチソン演説などに見られる米国の国内情勢の変化は認識しつつも、米国介

ｍたとえば、スターリンは独ソ不可侵条約を束の間の時間稼ぎと見ていたと側近のフル
シチョフは証言している。「…スターリンはヒトラーが何をしでかすかそうとしている

か正確に知っていたが、ドイツ陸軍の一撃をソ連からそらせて西側に向け、その間に
時間を稼ぐことができると考えた」（シェクター他編、前掲轡、９４頁）
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入の可能性については最後までスターリンが危倶した点であった。スターリン

はその点を最後まで危倶しつつも金日成に南侵許可を出した。それは、万一米

国の介入があり南侵が失敗する場合でも、ソ連が黒子に徹していれば、フルシ

チョフが直接聞いたというスターリン自身の言葉、すなわち、「極東ではアメリ

カ軍をわれわれの隣人にする」という代価だけで、ソ連本体は傷つくことはな

いと考えたからなのである。


