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戦争指導 

―日英の比較― 

 

林 永 

 

趣旨  

 

 戦争史研究国際フォーラムの名称は､発想段階では｢『比較』戦争史研究国際フォーラ

ム｣と｢比較｣の冠があった｡防衛研究所に於いて｢比較戦史｣或いは｢比較戦争史｣なる造語

を 1999 年４月から使い始めた｡比較文化､比較文明､比較文学など｢比較｣に視点を置く学

問は既に認知されている｡戦争に関わる調査研究､戦史編纂､学究は、戦争自体が脅威や敵

という相手が当然のこととして存在して成立しているのであるから、｢比較｣を言うこと

が可笑しいのかも知れない｡しかし､作戦・戦闘史研究の手法としては｢対抗戦史｣という

用語が存在する。そこで戦略或いは軍政､そして戦争指導の研究を形容するとなると｢対

抗｣よりも｢比較｣がより適当であろう｡ 

そもそも､武力をもって一方的に我の意志を相手に強要する最大規模の行為が戦争で

あって､その史実を記述する「戦争史」の編纂も記録する側の都合が良いように一方に偏

るのが常態である。そこでは､意図するとしないとに関わらず､我､即ち､書く側の正当性

が相手に勝り､時によっては我の優勢が過度に強調され､或いは相手側の状況が歪曲され

ることがあり、それを修正することなく見逃してしまう。後世､このために戦った当事国

間の歴史認識の相違が発生し､国家関係が悪化することさえある｡事実､日本の場合、太平

洋､中国大陸での戦争が終わり 58 年が経過した今日に至っても、戦場となった或いは敵

対した諸国との間で相互が認める史実の食い違いから国家関係に重大な問題をもたらし

ている｡ 

 この問題を解決するために､しかも、それが有効であって且つ好ましい国家関係構築に

インプリケーションをもたらすことを期待して、「比較」という本フォーラムの着想に到

った｡しかも､防衛研究所が、日本国唯一の戦争史に関わる調査研究､史料の収集・管理・

公開､戦史編纂を行う専門機能を有する機関であれば､この問題の解決は当然の責務でも

ある｡そこで､相対峙した国と相互の戦争史を｢比較という手法｣を用いて調査研究及び学

習することで戦争史の追究がもたらす効能を高めようと試みた｡恐らくは、この｢比較研

究｣の推進が史実を確認することと教訓の核心に迫ることを保障するであろう。何処まで

真実に迫れるかは､戦史編纂或いは調査研究する者の心と姿勢如何にかかっていること

は確かであって､そのためには客観性を失わず､後世の解釈に過ちや誤解を生じないよう

に気を配らねばならない｡別けても､戦争当事国同士が､又関係国との間に於いても相互
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の戦争史を比較し､相互の調査研究に関して議論を重ね､なお且つ､それらに対する客観

的評価を得ることで戦争史の信憑性を高めることができるのである｡  

 定量的に研究が集積されれば､それを用いて体系的且つ総合的議論の場を提供できる｡

更に評価を得る機会を作為できれば一挙両得である｡その意義を具現しようと企画した

のが本フォーラムである｡しかし、手法に溺れることで反って議論が対立を産むことがあ

るから注意しなくてはならない｡これを回避するために厳守すべき精神は｢寛容と忍耐｣

である｡文明或いは文化の相違によって生ずる相互の誤解及び無理解は徒な主張の繰り

返しに陥るばかりではなく、｢比較｣を不毛なものとしてしまうことがある｡  

 戦争が国際社会に於ける政治の延長であることは未だ普遍であり､極めて優れた社会

現象であって､社会の進化が国際システムをもって戦争の解決を試みる時代をもたらし

た。このクラウゼヴィッツ以来の「戦争の本質」が戦争から平和への努力に適用される

ことを期待し､更に､本フォーラムの｢比較｣及び｢国際｣という意義を高めること自体が安

全保障に関わる政策､国家間の共通する歴史認識、戦争史の研究や学習に寄与することを

確信している｡ 

英国と日本の関係は､1902 年、同盟の締結によって強化される｡その同盟関係が日露戦

争時に有効性を発揮し、しかも米国が終戦の調停役を担う。しかし､中国大陸への日本進

出が英米を刺激して、1921 年､ワシントン軍縮会議に於いて米国をして日英同盟解消の

トリガーを引かせた。国際システムにおける優越を目指して英国を手本とした日本がそ

の英米と敵対する戦争に突入し､シンガポールに於いて英軍に勝利したのは1942 年であ

る｡1867 年の王政復古以来、富国強兵を重ね国民国家としての近代化に努めた日本が、

国際社会に認知された印でもあった日英同盟締結から 100 年後、しかも幾度かの戦争を

含む多様な歴史的経験を経た、この 2002 年に日英フォーラムを開催することとなった｡  

日英同盟締結､日露戦争の勝利及び第一次世界大戦参戦は､真に日本を国際社会の一

員としたのであろうか｡当時､国際システムの雄であった英国が、国家戦略を構築する知

恵に最も優れた国家であったことに異論は無い。一方、1941 年、日英が戦争に突入した

時点で、日本には、英国と戦い、一つの戦場や一つの戦域のみの勝利でなく、戦略的な

勝利を確信し得るグランド・ストラテジーが、或いはヴィジョンが存在したであろうか｡

日英が対立した戦争では、両国の戦略的戦争指導が最終的勝利に如何程の影響力を与え

たのであろうか｡然らば､戦域における戦争指導はグランド・ストラテジーとの一貫性を

有していたであろうか｡  

｢日英戦争における戦争指導｣をテーマとした本フォーラムでは、国家戦略から戦域に

於ける戦争史を取り上げ、代表的指導者の戦争指導の評価と日英の比較を通して戦争指

導の本質に迫る議論を試みた｡このような議論は、戦争との関わり合いを断ち切れない今

日の国際社会に､別けても世論百家争鳴し､国論が迷走する日本の生き様にインプリケー
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ションをもたらし得るのではないか｡日本に於ける戦争史研究が、ともすれば第二次世界

大戦敗戦アレルギーによって異端視され、平和と安定を損なう元凶のように扱われて来

た風潮を、安全保障議論のための健全で、より建設的なものとしたいと願いその場を提

供し、そこから啓蒙、啓発の振作がもたらされるであろうことを期待した。  

 

総括  

 

ナポレオン戦争以来の伝統的戦争が第二次世界大戦までの連続する社会現象の中で、

人類は「相手を殲滅する」まで力によって相手を屈服させることに腐心して来た。しか

し、20 世紀後半からの戦争は、戦争に勝利することの意味が単に相手を力で屈服させる

だけでは勝利し得ない現象をもたらすようになった。戦争指導というテーマでさえ、戦

争に勝利するための行為にとどまらず、戦争をやめる、戦争を回避する、戦争を抑止す

る事さえ包含するのではないかとするのがそれであり、今までより以上に、戦争との関

わりが広範囲に及ぶことになることを示唆している。「基調講演（伊藤憲一先生）」によ

れば、戦争という社会現象がもたらした仕組みとして国際システムが発生し､その進化が

21 世紀に到り国際社会に於ける戦争の意義に変化を生じさせた｡それは､戦争論のコペ

ルニクス的転換であり、「ポスト戦争時代」という言葉を造語させた｡即ち､戦争時代には

明確に存在した戦争に関わる概念的思い込みから解放を図る時代が到来した。不戦共同

体が生れたことによって、僅かに残る古典的脅威としての「ならず者国家」､破綻国家､

そして新たな脅威としてのグローバル・テロ集団への対処がこれまでの｢武力的圧力至武

力行使｣によって悲惨な衝突を解決し、平和と安定をもたらすか否かを問う時代を招来し

ているのである｡   

第 1 セッションでは｢国家戦略｣の観点から戦争指導を顧みた｡ 

サキ･ドクリル先生（以下敬称略）の報告は、チャーチルを中心に据えて、英国の戦

略的思考が、国際システムの中で大英帝国経営の戦略的且つ経験的、伝統的な、しかも

自国の国力を見据えたグランド・ストラテジーをベースにしていることを明らかにし、

第二次世界大戦における英国の戦争指導が、当然ながら欧州正面を最優先し、アジア太

平洋を戦域とする対日戦争が低位に置かれていたことを再確認した｡  

 日英が同時且つ共通の関心事であった対独ファクターは、英国にとっては現実的な直

接の脅威であり、日本にとっては、現実的な保障のない思考の過程にあって、その時点

で優勢的戦況を招来することを期待した友軍であった｡英国は、日米の深刻な対立に対し

て介入、調停の役割に名乗りを挙げておらず、日米関係に関心が希薄であったと観察し

ている｡太平洋での戦争は、日本の真珠湾奇襲攻撃によって日米間の戦争に突入し、直接

の挑戦を受けたのは米国であった｡しかも、英国のグランド・ストラテジーは、英米の最
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優先正面をヨーロッパとして、太平洋戦争を米国に任せる形で米国の参戦を促した｡この

根底には、日本がこの戦争で英米を打倒して勝利国となるという可能性が全く考慮され

ておらず、むしろ、日本は、「何故に」負けると判っている戦争に突入して行ったか、英

米に挑戦したのか「謎」であった｡ 

従って、英国のグランド・ストラテジーの中で日本（軍）は、英米を中核とする連合

国に敵せずと評価され､しかも、緒戦の英軍敗退がもたらしたインパクトにもかかわらず、

インド以東の英国軍の中では太平洋正面における英国の形勢逆転を成し得る軍事的確信

が失われていなかった｡しかし、対中国支援が日本軍によって遮断されることで生ずる中

国戦線の決着は、援蒋ルート確保によって大陸における日中戦争の膠着を図り、日本軍

の戦力を中国に吸収し、英米の対日戦負担を軽減するという間接戦略を損なうものであ

った。しかも世界大戦の広がりに於いて､英国から見た戦略的優先順位が低位に置かれて

いたとは言え､形勢逆転を試みるアジア太平洋戦線は日英・日米戦の趨勢を決する重要な

戦域的戦略という認識は失われていなかった。 

戸部報告は、日本の国家戦略について、東条英機の戦争指導の分析からアプローチし

たものであった｡日本には英国のグランド・ストラテジーと並ぶ戦略的ヴィジョンは無い。

従って､東条が行った日本の戦争指導に戦略的デザインは当然ながら見出されない｡三輪

コメントによれば、「実は、『大東亜共栄圏構想』が戦争遂行の上で日本独特の戦略的デ

ザインであった」のだが、それを国家戦略という意味で肯定するか、或いはしないかに

よって戦略的構想の有無が判断され、議論は二分されるのであろう｡しかし、本フォーラ

ムでは第一セッションの田中コメントで提起される「現実主義」と「現状主義」に視点

を置けば日本は現状主義的であった。戦争指導に必要な戦略的ヴィジョンは現実的であ

る筈である。三輪は､田中コメントに加えて､日本の場合､現状主義と言いながら、｢ファ

ンダメンタリズムから来る理想主義的構想｣という一種の非現実的戦略思想であって、一

般的戦略概念からも国家が示すべき戦略としては否定的に考えざるを得ないという観点

を示した。 

更に、戸部報告は、東条が｢けじめ｣を重んじて、陸相兼任の首相でありながら戦時に

あっても政軍の分離、陸海軍間の軋轢への不干渉、さらには統帥部との対立の解決のた

めに参謀総長兼務を図ったという分析を通して、現代にも適用できる日本の国策決定の

構造を提示した｡東条は、国の戦争指導の頂点にありながら、統帥権、軍令、軍政の制度

的制約から自らを解放し、国家の戦略ヴィジョン形成に強力な指導力を発揮し得なかっ

た。むしろその制約を使い分け、それぞれの異論をまとめる立場からは独裁に陥ること

を避けて、或いは陸軍軍人であるが故に陸海軍統一の場から一歩身を引き、兼務した職

責固有のそれぞれの世界に個人を分離して身を置いた。それが、国家意思統一を図る構

想確定にとって、中でも顕著であった陸海軍対立構造という最大の阻害要因を排除し得
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なかったことにつながるなど、東条のリーダーシップにグランド・ストラテジーが希薄

であるという評価を導く東条像が示された｡ 

日本の緒戦勝利以降の戦略的混乱・混迷に起因する戦域レベルの戦争指導上の問題は、

英国軍の反攻に日本が劣勢に陥り、後退が連続することで露呈して行く｡これは、第 2

セッションで更に明らかにされることになった｡  

ボンド報告は、英国の戦略構想上低位に置かれたアジア太平洋戦域に於いて英軍が緒

戦敗退からの形勢逆転を図り、日本を敗戦に導いて行くスリムの戦争指導に焦点が当て

られた｡戦略的優先順位が低く、しかも英国の意識がヨーロッパ戦線に向けられ｢忘れら

れた軍隊｣と称せられるスリム指揮下の軍団が敗退から守勢へ、そして攻勢から勝利へと

形勢を逆転して行く過程に於いては、敗戦に相応しい軍事的欠陥を全てにわたってさら

け出し、その全ての教訓から導かれる将兵の再戦力化、兵器装備及び兵站、戦術、管理

能力の整備推進、士気の高揚、環境への順応、別けても指揮統率の強化が急務とされた｡  

敗戦の教訓は確実に活かされた｡しかも戦闘相手と対峙する深刻な環境の中で、加え

て英本国の戦争指導が人員の補充、装備の補給を制約している悪条件下、自軍の骨幹か

らの立て直しが促進された。このような劣悪な環境下でしかも植民地軍の力に依存せざ

るを得ないという特異な軍団の再生には､個人の優れた発想と知恵のみではなく､比類な

き指揮統率力と指揮官の人徳が望まれたのである｡ボンド報告では、スリムの指揮・統率

能力、管理手法と、部下の敬愛を得て行く人徳に対して惜しみなく高い評価が与えられ

ている｡とかく、勝利の立役者として評価される将軍像は、英雄として、或いは超人的な

エピソードを交え、結果として、軍事的合理性からは有り得ないのであるがギリシア神

話やプルタークの『英雄伝』の人物を浮き彫りにするが如き過度な賞賛が加えられて行

く。しかし、ボンド報告によるスリムの場合は、軍事的合理性に満ちた手法で軍の再生

を促して行く経過を示し､それは、決してヒーローとしての将軍像ではなく、ニックネー

ム｢アンクル･ビル｣に相応しい、又望ましい指揮官像であった｡ 

加えて、ブリッジ報告、ダンロップ報告、マイケル･ドクリル報告は、スリム旗下軍

団指揮官の戦争指導がスリムの指揮・統率効果に満ちたものとしてボンド報告を詳細に

補完している｡ここに、アジアの南方戦域に於ける英国軍の対日戦での逆転勝利の、又日

本にとっては敗戦へと傾く必然を学ぶことができる｡更に、ここでは戦争指導から得る現

役軍人に与える貴重な教訓と戦争史の研究、戦史編纂にとって見逃してはならない示唆

を見出すことができる｡  

英国逆転勝利への道程は、スリムの見事な指揮、統率、管理の積み重ねであった。勝

利が指揮官固有の能力によってもたらされるケースは多い｡ボンド報告もスリムをもっ

て全てであったと評価されている印象を受けるのであるが､スリムを英雄､偶像視せず､

客観的､合理的に分析している。にもかかわらず、貢献の度合いがこのように集中するの
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は稀である｡いずれにせよ､スリムの統率が緒戦の敗戦から最終的勝利への最大のキー・

ファクターであって、勝利の要因の全てが｢戦争指導｣であったとすることができよう｡ 

赤木報告は､戦域に於ける国家戦略の位置付けと、中央の戦争指導との関係を包含し

た日本の｢結果的失敗｣を分析している｡即ち､日本は､開戦前から｢ヨーロッパ正面に於け

るドイツの不敗と英国の敗北を前提とし、太平洋正面に於ける日英戦での英国屈服が日

米戦での米国の戦意喪失を導く｣とした。このような戦略上の希望的観測を｢日本の戦略

的仮説｣､｢英国要因｣として、戦争指導上の失敗の原因を探ろうと試みている｡ 

日本の戦略的仮説の挫折は､国家戦略が海軍の｢太平洋戦域積極作戦による短期決戦｣

構想と､陸軍の｢対ソ戦及びビルマ・インド戦線を睨んだ長期持久戦｣構想との対立の結果

が日本流の中間を取ったまとめ方に至り､国家意思の統一及び戦力の集中が図れず､イン

ド方面の限定的作戦､ミッドウェー及びガダルカナル戦敗北を招いた｡このため、英国屈

服シナリオであったインド方面への西方作戦が成り立たなくなり､英国要因の消滅を導

く｡軍の描いた戦争終末観は､日露戦争時の古典的構想であり､長期持久或いは対峙の状

況による勢力均衡が戦争当事国の講和願望を喚起するという幻想であった。戦争の形態

が多様複雑化した総力戦型世界大戦には当てはまらなかったのではないか。また、ドイ

ツ勝利という前提条件に対する確信度が過剰であったとも言える｡結果､米国の継戦意欲

を喪失させ戦争終末へ導く目論見としての「イギリス要因」は不首尾であった。この戦

略的仮説破綻の来る理由は何であったか｡当然の帰結とはいえ、中央でさえまとまりがつ

かなかった安易な妥協の産物である国家戦略が戦域における戦略構想との不一致をもも

たらし、勝機を逸し、軍事的合理性を逸脱した戦闘指導によって､戦域のみならず日本敗

戦への決定的なターニングポイントを招いて行った｡この一連の戦争指導は､特に､英本

国の戦略的構想の中で｢忘れられた軍隊｣と言われる軍団に対するスリムの戦争指導と､

緒戦の勝利を活かし切らず戦略的劣勢に陥った日本の戦争指導との間に成否を分ける鮮

明な相違が在ることを指摘している｡  

 第一セッションの田中コメントは、セッションの報告が､国家及び戦域の骨格的戦略及

び戦争指導に関わる内容であったことから戦略或いは戦争指導の本質の議論を喚起した｡

すなわち、｢戦争指導とは何か｣が改めて問われた｡Ｅ・Ｈ・カーを引用するまでもなく､

戦争史に戦争指導を学ぶということは現実的意義が有るからであって､戦争の実相が変

化している今日､戦争それ自体に関わる指導を戦争指導とするのではなく､｢戦争を避け

る｣、｢無理な戦争をしない｣、｢戦争を抑止する｣という決定を含めた戦争指導に定義が拡

張される時代ではないか｡従って､何故に太平洋戦争を避けることが出来ず､又、不毛な戦

争が継続されたのか、止める或いは避けるといった様な選択をし得る戦略ヴィジョンは

持ち得なかったのかも議論の対象となった｡勿論､｢戦争を如何に遂行するのか｣という､

言わば古典的戦争論の世界､戦争起源論に関わる議論は､不必要なのではなく不可欠であ
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る｡戦争がどのように行われたかを問い、戦前戦後は言うまでもなく戦争の延長線上に生

起する過去と未来を包含した議論を今後とも期待したい。  

戦争指導の原点に存在するのは､国家の戦略構想に基づく国益の追求ではないか｡そ

れは極めて現実的な目標であって､このフォーラムの求める比較戦史的に言えば､英国の

場合は、理解が容易な｢現実主義｣が大戦略（グランド・ストラテジー）のベースとなり､

それは､国際システムの緊張関係の中で目的､手段､武力（パワー）の三者がバランスのと

れた国家経営のヴィジョンとして芸術と言えるまでに昇華された｡一方､日本の場合は

｢現状主義｣であり､範囲の狭い現状からの予見に従った決定がなされ､それによって創り

出されて行く新たな現状を､更に現実とのギャップにもかかわらず固守して行くスタイ

ルであった｡｢英国要因｣は､その意味で｢ウイッシュフルシンキング（希望的観測）｣であ

り､現実的思考では英国の屈服がかならずしも米国の戦意喪失とリンクし難いのである｡

ドイツの攻勢がヨーロッパ戦線での勝利を予感させたにせよ､合理的論拠のない思考で

ドイツの勝利を前提としただけでは、不可解な戦略を背景とした戦争指導ではなかった

か｡ 

日英のこうした相違は国家が経験した歴史的背景によるものであり､又､戦争指導者

を育てる教育や社会環境にも影響されるであろう｡加えて､戦略構想の基本にある国益概

念の相違も議論の対象であろう｡それらを包括すれば､固有の文化が分別を鮮明にする要

因ではないか｡この典型的事例が東条或いは牟田口とスリムに現われているといえよう｡ 

日英の文化が戦争指導に如何なる影響を与えているのかは､｢現実主義｣と｢現状主義｣

に集約されて議論された｡確かに、欧米の代表的宗教であるキリスト教と八百万の神を崇

める神道の対比は前者が現実主義的で後者が現状主義的であるかも知れない｡｢右の頬を

打たれれば左の頬を出す｣のではなく、｢目には目､歯には歯｣という原始キリスト教に遡

る現実思考でなければ、｢殲滅するまで｣戦うクラウゼヴィッツの戦争論は生まれない｡  

日本の場合､｢聖戦｣思想が戦争指導の特徴の一つとなったのは､国民国家としては未

熟であった日本が国軍存立に必要な精神的支柱を天皇に置き､天皇を頂点とする国体護

持をもって戦争のレジティマシー（妥当性）と戦略を植え付けて行ったためでもある。

それが｢八紘一宇｣であって｢大東亜共栄圏構想｣への転化であったと三輪はコメントして

いる｡三輪は加えて、｢和｣を日本的美徳と捉え､それが日本の戦争指導に於いて現状主義

を際立たせる触媒になったが､結果的には戦争指導にとってマイナスの要素であったと

評価している。戦争指導には現実的思考が勝るべきことを理解しつつも、現状主義を一

方的に排除し得ないとする議論も行われた。ボンドは、戦争指導には､現実主義的希望的

観測に陥るケースが有ること､戸部及び赤木は日本の独ソ戦に対する評価が現実的であ

ったことなどを指摘し明確な弁別が困難であることを示した｡  

確かに､特徴を区分してその型にはめ込んで無理に評価することは、議論を不毛とす
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る｡しかし､ここでは日本の戦争指導上の決断が､サキ･ドクリル報告によれば英国からは

｢謎｣と指摘され､田中コメントでは現実的且つ合理的思考からも戦争指導が｢不可解｣で

あったとされた｡これは、比較の手法を用いたが故に導かれた特徴の顕現であって、英国

の優れた現実性と合理性が日本の戦争指導をより解り難くしたとも言える｡解明のため

には､更に文化的側面を加えて議論することで日本に対する理解が助長されるのではな

いか｡日本の戦争指導を現状主義と規定しなければ、｢不可解｣が放置されることになり、

｢一層の不可解｣へと陥ることになる｡その意味で本議論は｢比較｣効果が有ったと評価し

たい｡ 

第 2 セッションでは、更に深く戦域に於ける戦争指導を追究した。  

ブリッジ報告は、ブリッジ本人がオーストラリア人であることも手伝って英国の戦争

指導評価が一層客観性を帯びることとなった｡英国軍は、大英帝国支配下各国の軍隊を吸

収して戦域に投入していた。ブリッジは、緒戦に於いて英国人将軍パーシバル、ヒース

及びオーストラリア将軍ベネットの戦争指導が敗退を招いた経緯を、ベネットの記録を

通して分析している｡英軍の緒戦敗退は戦争指導の失敗による以外の何ものでもない｡人

的、物的劣勢であったことは要因の一つではあるが、余りにも戦争指導が拙劣であった｡

ベネット日誌はパーシバル、ヒースに対する不信に満ちていた｡それらは､ジャングル戦

の優勢獲得に対する着意不足、日本軍に対する低い評価、英軍の能力に対する過信と掌

握不足、高位指揮官相互の不信感、加うるに、日本軍に対して劣勢な戦力であっても能

力限界に達する最大戦力発揮に導き得なかった戦争指導上の罪に対する批判であった｡

ベネットは､山下とパーシバルの指揮能力の差が英国の敗退原因であるとも言っている｡

そこでは、山下とパーシバルとがそれぞれ勝敗を分けた戦術戦闘及び作戦準備指揮の特

徴に触れて、前者が｢碁｣の世界であり、後者が｢チェス｣の世界であるとし、陣地争奪ゲ

ームの趣味に軍配が上がったと紹介している｡  

一方、立川報告は、山下の実像分析を通して戦争指導の実態に迫った｡山下のエピソ

ードを紹介しながら、外面的には､一般的山下評価が｢軍事的合理性｣を重んじて作戦を勝

利へ導いた指揮官と言うよりも、日本人受けする緒戦に勝利した豪放磊落な将軍として

英雄視されているが、参謀であった辻や国武の評価が｢繊細で気配りの人｣であって､決し

て通説が的を射ているとは言えない｡立川は作られた人物像のみによって、その戦争指導

を評価することは実相究明の上で障害があることを指摘した｡  

確かに、機を見て敏なる状況判断、現状把握に対する努力、指揮官、幕僚統御に関わ

る気配りは評価に値するものの、英軍の戦力を軽視した敵情認識の誤り、近衛師団に対

する統率の失敗は、勝運に恵まれた結果がそれを覆い隠しているのであって、同様の誤

った判断と指導を行って極めて重大な敗戦に導いた牟田口の場合と紙一重ではないだろ

うかとする議論にもうなずける｡  また、山下の戦争指導では陸海軍統合の試みもあった｡
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しかしながら、作戦段階で一致を見ず日本の軍組織の欠陥をさらけ出してしまう｡それは、

意思の疎通が必要な部分で人間性や人間関係､相容れない陸海軍の固有の文化に支配さ

れた拒絶反応或いは腹芸と称する憶測させ了解させる性癖に起因しているのであって、

国家の死活を左右する戦争指導の場に在っては適切ではない｡その意味で、立川報告は、

通説とは異なる山下の戦争指導に対する再評価を通して、新たな｢日本の戦争指導｣に関

わる問題提起を行ったと言える｡  

緒戦に勝利した山下の場合、所与の条件に恵まれて得た勝利という結果がその指揮官

像を美化した。反面､恵まれなかったパーシバルと牟田口は酷評に耐えねばならない｡能

力が抜きん出て優れた指揮官であっても、勝利のためにはいくらかの天佑が必要である｡

平均的能力であれば一層の天佑に恵まれなければ勝利には程遠い｡人事的経歴や学識に

抜きん出ていても指揮官としての本来の資質に欠けていれば天佑に恵まれてもそれを天

佑となし得ない｡スリムは天佑を作り出した。田中が言う｢指揮官教育の日英のシステム

とその比較が知りたい｣という真意は､どうすればスリムが生まれ､パーシバルや牟田口

の誕生を防止できるのかという問いではなかったか｡  

ダンロップ報告は、英軍が緒戦の徹底的敗退から形勢を逆転して行く過程における戦

争指導を強調した｡戦争指導には､指揮官のカリスマ性だけではなく、むしろ、戦術、後

方、情報及びそれらを総合する戦力の整備と効果的戦力発揮のための合理的指揮、統率、

管理面の戦争指導能力が求められる。その成功例の分析を通して勝利を保証して行った

戦争指導を明らかにした。  

アジア太平洋正面は、英本国の戦争指導上戦略的優先順位が低位に置かれていた。支

援の期待が満たされない戦略的環境に在って、しかも戦場に於いて逆転勝利に直結する

戦力建て直しに必要な兵員に対する教育訓練の急速結成、装備の急速整備、敗戦の教訓

を活かし劣勢を克服する作戦の立案及び指揮能力強化は焦眉の課題であった｡特に､本国

のアジア太平洋正面への薄い手当てに対する英軍将兵の不満対処、インド軍の戦力化と

混成軍内の文化的軋轢の解消、地勢的障害の排除と活用、初級指揮官の根本的な質的問

題、日本軍の強力な防御陣地を破る作戦の立案は､人的物的な部隊整備の範疇ではない解

決困難な問題であった｡  持久戦は、英軍建て直しに時間を与えた｡ジャングル戦への適応

は、日本軍のノウハウを導入した｡しかし、あらゆる面に於いて、英軍を形勢逆転へ導い

た功績はスリムに代表される戦域での戦争指導にある｡緒戦に於ける無力、優柔不断から

将兵一丸となった軍団精強化は、日本に対する劣勢を逆転するに到っていた｡日本軍は､

英国に比較して、戦力維持及び増強は､緒戦の勝利から停滞状態にあった｡英軍は、日本

軍に対し逐次優越する戦闘能力を発揮して勝利を重ね､最終的勝利さえ確信させて行っ

た｡そこには、初期の敗戦を克服し､その教訓を活かし、勝利するために必要な軍事的合

理性に満ちた手当てを施した戦争指導の実態がうかがえる。 
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荒川報告は、ダンロップ報告と対照的に日本軍の敗色を決定付けて行く牟田口の戦争

指導を分析・批判している｡緒戦勝利以降の戦線膠着は、海軍の後退と相俟って｢英国要

因｣が消滅して行く段階をも示唆していた｡  荒川は、この時点で牟田口のインパール侵攻

作戦はすでに時機を失しているとし、「英国要因」によるインパクト及び「援蒋ルート遮

断」の効果が期待できなくなった時期に欠陥多き作戦に突入したことへの疑問を提起し

た。そこでは､戦局の打開、進展に何らの妥当性も見出せず、また軍事的合理性にも欠け、

何故に強行されねばならなかった作戦なのかという観点から牟田口批判を試みている｡  

牟田口の構想には多くの批判と反対があった。しかし、意見具申或いは勧告を無視し、

ひいては牟田口構想に反対する幕僚の更迭があって作戦が強行された。更に戦局に利無

しと判断された段階でも作戦は中止されず無用の犠牲を強いて行った。この一連の戦争

指導の愚かさは、牟田口一人に帰せるものではなく、曖昧に牟田口に委任し、妥協した

中央にも責任がある。しかも英軍の軍事的合理性に富んだ戦力再編と比べ、兵站、航空

制圧、情報収集等、いずれの要素を捉えても劣勢に陥ることを免れなかった。荒川は敵

情を軽視し、過剰な使命感と功名心とが牟田口を動かしたと批判した。  

牟田口を戦域指揮官として指名した日本の戦争指導は正しかったか。指揮官人事は戦

争指導能力を重視していたのか。結果的にその能力が無かったということでは多大な犠

牲を注ぎ込んで日本を敗戦へ向わせるという余りにも多くの代償を払うことになったの

ではないか。単に、学歴、軍歴優等というだけで、人間性や判断、決心力に欠ける人物

を重要ポストに配置する人事がもたらす弊害は時代を越えて指摘されているところであ

る。軍事的合理性が思考回路から脱落してしまった原因は何か。牟田口に代わる指揮官

でも大同小異であったのか。荒川報告は、牟田口個人の戦争指導責任を追及しつつも、

日本の政戦略レベルの戦争指導責任のみならず、日本の危機管理事態対処の責任不在と

その体質を醸成して来た日本の土壌を問題として提起した。 

三輪コメントは、インパールでの犠牲がインド独立へつながったとして、戦争の歴史

的価値観という視点で戦争の意義を見出すべきであるとして、この日本の戦争を無意味

とする議論に一石を投じた。この議論では「よい戦争」と「悪い戦争」が取り上げられ

た。善悪を区分する｢戦争の妥当性（レジティマシー）｣はいずれの国にも有る。しかし、

正しかったか、正しくなかったかが問われても、それは戦勝国に正義が在るとされるの

が戦後の常態である。三輪は、｢大東亜共栄圏｣も｢コモンウェルス｣も同じであるとした

かったのであろうか。大英帝国のアジア太平洋に於ける戦争は、ヨーロッパという同一

歴史世界でレジティマシーが肯定された。これに対して、三輪は欧米に学んで近代化を

果たした日本の場合は、その近代化の超克を試みた反動の戦争であったとする。これを、

欧米とは全く異質な文化を背景とする他の理解に苦しむレジティマシーの相反が生じた

のであるとコメントした。中国との戦争を｢悪い戦争｣であると否定しながら、対米英戦
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争を｢よい戦争｣として肯定に転換したレジティマシーの相反はその典型である。 

更に三輪は、敢えて、大英帝国に学び英国をモデルとして帝国建設を目指した日本が、

レジティマシー、ファンダメンタリズム、或いはプロパガンダいずれであったにせよ、｢大

東亜共栄圏構想｣を打ち出し、戦争には負けたが、敗北の中で勝利したのではないか。そ

れは、アジアにおける植民地の解放と独立、そして日本の国体の護持と国家の再建では

なかったかと問う。これは、同質の議論ではないが、ブライアン・ボンド著『戦史に学

ぶ勝利の追及』でも指摘されているところである。これらの三輪コメントと議論は、戦

争指導の原点にある本質論であり、今後の｢戦争史研究国際フォーラム｣で継続して繰り

返されることとなろう。 

第 3 セッションでは、戦争の帰趨を制するキー・ファクターとなった航空戦力の作戦

指導に焦点が当てられた。  

マイケル・ドクリル報告は、近代戦争にあっては島国の防衛が航空戦力によって死活

を決する時代が来るとして空軍を独立させ、これを第二次世界大戦において飛躍的に発

展させた英国の航空戦力発揮に関わる内容として注目された。英本土防空のために空軍

を独立させた英国の先見性は、当時の日本にあっても等しく認めたところであり、横山

報告は航空戦力運用のための菅原道大視察団が英国を高く評価していたことを示した。

これに刺激を受けた菅原は、シンガポール、ビルマ戦線に於いて陸軍航空戦力の独立空

軍的運用による航空作戦を遂行して緒戦を勝利に導いた。一方、マイケル・ドクリル報

告は、形勢逆転に結びつくアジア太平洋正面での英航空戦力整備は、航空戦力軽視の結

果招いた緒戦の敗退が教訓となったとしている。  

英軍の形勢逆転の努力では、航空制圧の重要性が重視され航空戦力強化が優先された。

日本の航空戦力との相対的優勢獲得が課題となって、マウントバッテン東南アジア連合

軍司令官の強力な指導の下、米国からの支援も引き出し、新型戦闘機及び爆撃機を増強

配備し、日本軍に束縛されていた補給を輸送機主体に切換えることで達成した。又､これ

ら航空機運用のための全天候飛行場の建設、訓練・偵察・電波探知等必要な設備改善を

推進した。この結果獲得した航空優勢は、日本の航空戦力を駆逐し、スリムの作戦を成

功に導いた。英本国に於ける空軍の戦力的価値観がアジア太平洋に及ぶのが遅れたとは

いえ、結果的に緒戦の失敗を成功に結びつけて行った戦争指導の手腕、軍事専門知識の

優秀性は勝利の重大な要因であった。戦争指導全般もさることながら、航空作戦担当参

謀に優れた専門家を配置したことも注目に値する。 

三輪は、日本軍の航空優勢確保に対する着目が緒戦だけではなく、なぜ戦域全般の継

続的優勢確保のため配慮されなかったのか。特攻に投ずる戦闘機をもってビルマ防衛へ

転用する可能性は無かったのか。戦域の戦争指導上、航空作戦は如何なる位置付けであ

ったのかを問う。近代戦に於ける航空戦力の運用は戦争の推移に極めて重大な役割を担
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っているところであるが、アジア太平洋戦域での日英の航空戦は陸海空にわたる横断的

統合運用の時代に通用する航空運用のための教訓が多い｡  

横山報告は、菅原の陸軍航空戦力の｢独立空軍的運用｣を取り上げた。英国の空軍独立

を学んだ菅原の独立空軍的運用を押し通した航空作戦は、緒戦の勝利に功を奏した。し

かしながら、陸軍に於いては、作戦全局に寄与するとした航空優勢獲得のための独立空

軍的運用は所詮亜流であって陸軍の伝統墨守的体質の中で飛躍することは無かった。そ

れは、海軍の大艦巨砲主義と何ら変わるところではない。横山は、菅原の成功を｢壮大な

実験｣と締めくくっている。 

陸海軍の対立に加えたそれぞれの航空戦力運用に関わる思想は、日本軍部内に生ずる

対立を複雑化するだけであって、現実的に戦争指導を強力に推進するものとはならなか

った。マウントバッテンとスリムの関係はまれな理想的関係なのであろうか。それとも、

これまでの議論が集中した英国の現実的思考と日本の現状志向の差なのだろうか。横山

報告は、緒戦に於ける画期的航空運用のみの追究で終わっているのだが、今後の空軍力

の役割、或いは航空戦略研究へのインプリケーションをもたらすためにも、戦争史にお

ける航空作戦に関わる継続研究に期待したい。 

横山は、報告の中で、陸・海・空軍それぞれの軍種に固有な文化を示唆している。独

立空軍的運用とは、まさに陸軍、海軍が持たない空間、速度、脆弱性に加えて、指揮の

権限委任や独断専行が特徴であることを事例をもって解説した。その個性は、本質的に

陸軍、海軍のアンチ航空派の文化とは相容れないのである。相対峙する国の戦争指導の

相違とか、陸海の対立とかは文化論によってもひとつの解明が可能である。その観点か

らすれば、本フォーラムの日英の戦略的比較に於いて文化如何が問われたことは正鵠を

得ている。三輪は､これまでの報告､議論に更にコメントして次の点を指摘した｡日英両国

の文化の相違に関わる議論抜きに双方の戦争指導に現れる文化的ファクターとしての個

性的問題を理解し得ない｡従って､日本については､当時の｢国体｣即ち､天皇を頂点とする

国家体制を肯定した故に､軍令軍政は一度決定されると絶対的服従有るのみという環境

を排除できなくなってしまった。日本の場合､勝利は絶対であり､｢敗退｣や｢撤退｣という

用語は存在せず､それは｢転進｣と称された。そこには既に合理性､現実性の喪失がある。 

この三輪コメントには重大な含意がうかがえる。日本は､結果として、軍事行動の正

当性の確立を日本固有の文化に求めたと言えるのではないか。それが戦争指導のバック

ボーンとなった。国家戦略或いは使命感の象徴を日本で最も求心力の強い｢天皇｣に置い

て戦争の正義を作り上げて来た。国民がこれを肯定し、真面目に､且一方向にまっしぐら

に進んでいったのである。  

三輪が述べたように､欧米の歴史に育まれた文化が肯定するレジティマシーの枠外に

ある日本の正当性は、欧米が勝利するという前提と結果とが相俟って｢あやまち｣とされ
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た。日本の戦争指導には肯定すべき過誤がある。しかし､戦争指導全てを過ちとして批判

し､戦争犯罪として裁くことは、ここで言う日本の文化を背景とした戦争指導を信じて戦

いに殉じた日本人の価値そのものを否定し､日本の文化をも否定することになるのでは

ないか。  確かに､英国と比べて国家戦略としての現実性に乏しい国策に基いて行われた

日本の戦争指導は｢謎｣､｢不可解｣であったし､ 国家戦略の共通概念を｢現実的且つ合理的

戦略及びその戦争指導｣とすれば、その存在は確認困難であった。しかし、日本の戦争指

導が日本固有の文化から生まれた｢大東亜共栄圏｣構築という国家戦略を掲げて｢大東亜

戦争｣が行われたことを肯定しなければ､犠牲の価値を棄却し、日本文化までも｢過ち｣と

して否定してしまうことになるのではないだろうか。三輪コメントは､今日､日本に於い

て、過剰な第二次世界大戦アレルギーが招いた否定、或いは拒絶一辺倒に陥っている｢太

平洋戦争評価｣に一石を投じ､戦争指導に関わる本質的議論を喚起したといえる。 

これまで報告・コメント・議論を総括して来た訳であるが､加えて補足したい内容を

いくつか紹介しておく。 

｢英国要因｣と｢米国の戦意喪失への期待｣から｢長期持久戦略｣の狙いが見えてくるこ

とは赤木報告が指摘したところであるが、それ故に日本の｢止むに止まれぬ戦争｣との意

識は、連合国が｢平和をもたらす戦争｣としたのに比べると戦争指導としての意識のギャ

ップが甚だしい。また、植民地政策と戦争の関係についても触れたが､被統治民の徴兵及

び戦役は､日本が朝鮮､台湾の人々を日本軍に編入したことと英国の混成軍との対比によ

って､戦争指導の特別なケーススタディーが可能となる。 

更に、三輪は、終戦に到る戦争指導にも触れ、｢国体の護持｣が成功したことに戦争の

価値観が見出せるとする｡この文化を消滅させるならば、 戦争は一層熾烈な殲滅戦に到

ったであろう。欧米にとっては、平和を回復すること及び戦争犯罪者である敗者を裁き

再起不能に置けばよいのであって、日本を消滅させることがグランド･ストラテジーでは

なかった｡一方、太平洋戦線に於ける日本の戦争指導とこれに伴う犠牲は、日本への過酷

な攻撃が実施されれば英米にとっても未曾有の犠牲を強いる危険が有ることを教えてい

たのである｡ 

又、日英戦は、英国にとって地球全域に拡大した世界大戦の一部であり、アジア太平

洋戦域での戦いであった｡しかも、三輪は、欧米からすれば文化程度の低い地域に於ける

戦争は、後進の国家に対するシビライゼーションが意識されていたのではないかと言う。

一方、ヨーロッパ戦線は、英米対独伊の覇権をめぐる伝統的戦争の一つであって戦争自

体の文明度が高く、勝者のレジティマシーが受容され易い歴史的及び現実的環境に置か

れていた。戦争指導は、当然のように文明の相違という環境によって異質な存在感を示

したのである｡ 

このように､本フォーラムから教訓を導いて行く議論は尽きることがない。しかし、
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ボンドの言を引用すれば、  

 

Failures and errors of judgement are easy to list with the wisdom of hindsight, but 

learning ”lessons” which can be applied in different circumstances is much harder.  

 

であって、現実的インプリケーションへの示唆は未だ深遠である｡  

湾岸戦争に於いて、ファーザー･ブッシュがバグダッドまでの侵攻を取りやめたこと

に、｢『完膚なきまでの殲滅』がもたらす戦争指導の功罪｣への考慮という教訓が存在し

ていたのか｡湾岸戦争、コソボ紛争、9．11 テロ事件対応に見られる国際システムの中で

の新たな戦争指導の誕生を導いた戦争史からは教訓として何を見出せるのか｡戦争のレ

ジティマシーは何処に存在するのか、などに回答する経験と教訓から導かれる識見は、

その学習の蓄積によって、新たな困難を解決するための湧きいずる知恵の源泉として､

或いは異なった形の知恵に昇華したものとして認知されなければならない｡その意味に

おいて､戦争指導が戦争のもたらす種々の社会的現象、或いは RMA に重大な影響を与え

る重要ファクターであることを再認識したこと､さらに固有の文化や国家指導が戦域の

戦争指導にまで影響を及ぼすこと､当然ながら､良き戦争指導と良き戦争指導者の有無が

将兵の生死､国民の生命財産はもとより国家存続の鍵を握っていることなどを再確認し

たことは、本戦争史研究国際フォーラムの活発な議論を通して得られた学習効果が多様

であり又高く､有意義なものであった。  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


