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１９４５年８月１４日、日本はポツダム宣言を受諾し、翌１５日にこれを天皇の「玉音放送」（「終戦の詔書」）

を通じて公表した1。１５日午後に鈴木貫太郎内閣が総辞職すると、木戸幸一内大臣は後継の総理大臣選出の

ために重臣会議を招集することなく、後継首班に皇族である東久邇宮稔彦王を推挙し、天皇の同意を得た。天

                                                   
1 本コメンタリーに関する記述には、脚注で示したもののほか、以下の文献を参照した。荒敬『日本占領史研

究序説』柏書房、１９９４年；五百旗頭真『占領期―首相たちの新日本』（２０世紀の日本３）読売新聞社、

１９９７年；五百旗頭真編『戦後日本外交史』有斐閣、１９９９年；五百旗頭真編『日米関係史』有斐閣、２

００８年；大蔵省財政史室編『昭和財政史―終戦から講和まで１ 総説 賠償・終戦処理』東洋経済新報社、１

９８４年；北岡伸一「賠償問題の政治力学（１９４５－５９年）」北岡伸一・御厨貴編『戦争・復興・発展―

昭和政治史における権力と構想』東京大学出版会、２０００年；楠綾子『吉田茂と安全保障政策の形成―日米

の構想とその相互作用 １９４３～１９５２年』ミネルヴァ書房、２００９年；楠綾子『占領から独立へ １９

４５～１９５２』吉川弘文館、２０１３年；坂元一哉『日米同盟の絆―安保条約と相互性の模索』有斐閣、２

０００年；波多野澄雄「サンフランシスコ講和条約―その遺産と負債」『日本の外交 第二巻―外交史 戦後編』

岩波書店、２０１３年；原貴美恵『サンフランシスコ平和条約の盲点―アジア太平洋地域の冷戦と「戦後未解

決の諸問題」』溪水社、２００５年；福永文夫『日本占領史 １９４５～１９５２―東京・ワシントン・沖縄』

中央公論新社、２０１４年；細谷千博『サンフランシスコ講和への道』中央公論社、１９８４年；升味準之輔

『日本政治史４―占領改革、自民党支配』東京大学出版会、１９８８年；渡辺昭夫『戦後日本の政治と外交―

沖縄問題をめぐる政治過程』福村出版、１９７０年；渡辺昭夫「講和問題と日本の選択」渡辺昭夫・宮里政玄

編『サンフランシスコ講和』東京大学出版会、１９８６年。 

シリーズ・サンフランシスコ講和発効７０周年① 
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戦史研究センター安全保障政策史研究室主任研究官 千々和 泰明 

１、日本の降伏と占領の開始  

 

今年の４月２８日は、サンフランシスコ平和条約が発効してから７０年にあたる節目の日である。 

１９４５年８月１５日、日本は降伏し、初めて外国による占領を経験することになった。長く続く占領の

始まりであった。この日から、独立国として再び国際社会に復帰するまでに６年半以上の歳月を要したの

である。この間、アメリカを中心とする連合国による占領政策によって、日本は明治以降経験したことの

ない国内政治体制の大きな変化を迫られた。一方この時期、ヨーロッパで生起した東西両陣営による冷戦

は、日本を含む東アジアにも波及したが、そのことは日本の占領政策や講和のあり方、そして講和後の日

本の安全保障の姿にも大きな影響を与えることになる。 

 敗戦から占領、そして講和へと続く道のりをたどることは、「戦後日本」の原型が形成される道のりをた

どることでもある。また、「戦後日本」が現在も続いているとするならば、その道をたどることは、「今」

の有り様をより深く、その歴史的な土台となっている部分から理解する助けともなるだろう。占領期・講

和独立期についてはこれまで多くの優れた研究が存在しており、本コメンタリーではそうした研究の蓄積

も活用しつつ、サンフランシスコ講和への道のりを６回にわたって連載する。第１回から第３回は千々和

が、第４回から第６回は中島が執筆する。  （戦史研究センター安全保障政策史研究室長 中島 信吾） 
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皇は１７日に東久邇宮に大命を降下し、史上初の、そして唯一の皇族内閣が発足する。 

そのころ、トルーマン（Harry S. Truman）大統領はポツダム宣言にもとづき、イギリス、中華民国、ソ連

の同意を得て、南西太平洋方面連合軍総司令官ダグラス・マッカーサー（Douglas MacArthur）元帥を１５日

付で「連合軍最高司令官」（SCAP）に任命し、連合国による日本占領を実施する権限を与えた。マニラの連合

軍司令部は、１６日に日本軍の即時停戦を命令し、これを受けてまず日本海軍が１７日に、続いて日本陸軍が

１８日に、それぞれ２５日午前０時、２２日午前０時をもって、一切の武力行使を停止すべき旨の奉勅命令を

発した。１９日には、参謀次長・河辺虎四郎陸軍中将を全権委員とする降伏条項受領のミッションがマニラに

向け出発した。マッカーサーは３０日に厚木飛行場に降り立ち、時を同じくして日本本土に第６軍・第８軍を

中心とするアメリカ陸軍が進駐、アメリカ海軍第３艦隊の艦艇も相模湾・東京湾に進入し、海軍陸上部隊は横

須賀に入った。 

９月２日、東京湾に停泊するアメリカ海軍の戦艦「ミズーリ」号の艦上で、マッカーサー主宰の下、降伏文

書調印式がおこなわれた。式には日本側から天皇と政府を代表する重光葵外相と、大本営を代表する参謀総

長・梅津美治郎陸軍大将、またアメリカ、中華民国、イギリス、ソ連、オーストラリア、カナダ、フランス、

オランダ、ニュージーランドの連合９ヶ国からそれぞれ代表が出席した。マッカーサーは、私は相互不信、悪

意、憎悪の念を抱いてここに参集したのではない、むしろ戦勝国であるか敗戦国であるかを問わず、人類のよ

り高い威厳に到達することを祈念しているのであり、私は留保なしにかつ忠実に自分の責務を受諾する、とし

たうえで、「此の式典を機会とし過去の流血の惨事より信頼と諒解の基礎に立つ良き世界が招来せられ自由と

寛容と正義を実現する世界の樹立せられんことを期待す」と演説した2。演説に続き、日本全権、マッカーサー、

各国代表の順で降伏文書に署名調印がなされた。降伏文書では、各国代表が日本の大本営、所在を問わずすべ

ての日本軍、日本の支配下にあるすべての軍隊が連合国に対する無条件降伏を布告し、所在を問わずすべての

日本軍と日本国民に対する敵対行為を直ちに終止すること、すべての船舶、航空機、軍用・非軍用財産を保存

してその毀損を防止すること、連合国最高司令官またはその指示にもとづいて日本政府の諸機関が課すべき

あらゆる要求に応じることを命じた。また、ポツダム宣言の条項を誠実に履行すること、同宣言を実施するた

め連合国最高司令官またはその他の特定の連合国代表者が要求することのあるあらゆる命令を発し、かつそ

のようなあらゆる措置を執ることを、天皇、日本政府、その後継者のために約束した。また、天皇と日本政府

の国家統治の権限は、この降伏条項を実施するため適当と認められる措置を執る連合国最高司令官の制限の

下に置かれるものとされた3。 

 なお外地の状況を見ると、満州国は８月１７日に大栗子で開かれた張景恵首相主宰による重臣会議で国の

解散を決定し、翌１８日に皇帝溥儀は退位した4。朝鮮半島では、９月９日に総督府において朝鮮総督・阿部信

行陸軍大将とアメリカ太平洋陸軍最高司令官代理朝鮮アメリカ軍司令官ジョン・ホッジ（John R. Hodge）中

将およびアメリカ海軍代表トーマス・キンケイド（Thomas C. Kinkaid）大将のあいだで南朝鮮に関する降伏

文書が調印された5。 

 こうして始まった連合国による日本占領の特徴は、複数国による分割占領ではなく、アメリカによる単独占

領という形態をとったこと、そして直接統治ではなく、日本政府を存続させたうえで、間接統治方式をとった

ことである。これは同じく敗戦国として連合国に占領されることになったドイツの処遇とは大きく異なって

                                                   
2 鹿島平和研究所編、鈴木九萬監修『日本外交史２６―終戦から講和まで』鹿島研究所出版会、１９７３年、

２２頁。 
3 「降伏文書」（１９４５年９月２日）同上、４５２－４５３頁。 
4 『日本外交史２６』７１頁。 
5 同上、２４頁。 
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いる。 

 もともとアメリカ政府内には、連合国の負担分担の観点から、日本の分割占領案も存在していた。８月１６

日に統合参謀本部の統合戦争計画委員会が作成した案では、日本占領のためにイギリス、ソ連、中華民国に大

軍の拠出を求めたうえで、北海道と東北をソ連の占領下に置くとしていたが、アメリカ政府が１８日に承認し

たのは、分割占領を否定する国務省案の「SWNCC70/5」であった6。そしてマッカーサーを最高司令官とする統

合的な日本占領にアメリカ以外の連合国が協力・参加するという、事実上のアメリカによる単独占領という形

態をとることを決定した。この日トルーマン大統領は、ソ連の最高指導者ヨシフ・スターリン（Iosif V. Stalin）

が２日前に出した「日本軍がソ連軍に明け渡す区域に樺太・北海道間に位置する宗谷海峡に北で接する北海道

の北半分を含めること」（その境界線は釧路市と留萌市を結ぶ線であり、なおかつ両市は北半分に含むとされ

た）との要求を拒否した7。 

しかしスターリンが１０月以降も日本占領への参加を要求し続けるなどしたことから、１２月１６日から２

６日まで開かれたモスクワ米英ソ三国外相会談において、日本占領の国際的な枠組みが形成されることにな

る。出席者は、アメリカのジェームズ・バーンズ（James F. Byrnes）国務長官、イギリスのアーネスト・ベ

ヴィン（Ernest Bevin）外相、ソ連のヴャチェスラフ・モロトフ（Vyacheslav M. Molotov）外相であった。

モスクワ外相会談の結果、「極東委員会」（FEC）と「対日理事会」（ACJ）が設置される。極東委員会は、対日

占領政策の最高決定機関としてワシントンに置かれ、アメリカ、イギリス、ソ連、中華民国、フランス、オラ

ンダ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、インド、フィリピンによって構成された（のちにビルマ

とパキスタンが参加）8。対日理事会は、東京に置かれたマッカーサーに対する諮問機関であり、アメリカ、中

華民国、ソ連、イギリス連邦（オーストラリアがイギリス、オーストラリア、ニュージーランド、インドを代

表する）から構成された9。しかし、極東委員会も対日理事会も形式的な機関にすぎず、日本占領統治の実権は

アメリカ政府とマッカーサーの総司令部が握ることになる。実際にアメリカは、緊急事態発生時においては、

他の連合国との協議なしでの「中間指令」を発することができるといった特権を保持していた。 

直接統治か間接統治かについては、ポツダム宣言は「日本国政府は日本国国民の間に於ける民主主義的傾向

の復活強化に対する一切の障礙を除去すべし」（第１０項）と述べて10、間接統治を強く示唆していた。ところ

がマッカーサー司令部はポツダム会談以前から敗戦後の日本に対する直接統治を基調とする「ブラックリス

ト」と呼ばれる進駐作戦を準備していた。そのため９月２日の降伏文書調印式の直後に総司令部副参謀長リ

チャード・マーシャル（Richard J. Marshall）准将は終戦事務連絡委員会（後述）の鈴木九萬公使に対し、

①日本国の全領域およびその住民を連合国最高司令官の軍事管理の下に置き、日本政府の行政・立法・司法の

一切の権能は今後最高司令官の権力の下に行使されること、軍事管理期間中は英語を公用語とすること、②降

伏文書の条項、最高司令官の権限の下に発出された命令に対する違反者、敵対行為者、治安妨害者等を軍事裁

判により処罰すること、③日本銀行円とともに、アメリカ軍軍票 B円を日本における法定通貨とすること、の

３点から成る「三布告」を翌３日に告示すると通告してきた11。これに日本側は反発し、３日に重光外相がマッ

                                                   
6 “SWNCC 70/5,” August 18, 1945, 740.00119 Record Group 59, Department Records Decimal File, 

1945-1949, CONTROL (JAPAN)/18-1845, National Archives (Washington, D.C.). 
7 「J・V・スタ－リン首相発、H・トル－マン大統領宛親展密書」（１９４５年８月１６日）；「トル－マン大統

領発 スタ－リン大元帥宛通信」（１９４５年８月１８日）茂田宏・末田昌二編『日ソ基本文書・資料集 １９

５５年－１９８８年』世界の動き社、１９８８年、５３－５４頁。 
8 『日本外交史２６』１２９頁。 
9 同上、１３２頁。 
10 「ポツダム宣言」（１９４５年７月２６日）第１０項。 
11 『日本外交史２６』２７頁。 
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カーサー最高司令官と会い、占領政策に対する日本政府の協力を約束して三布告の撤回を求めた。マッカー

サーが重光の求めに応じたことで、直接統治は回避されることになる。 

 間接統治方式が採用されたことにともない、これを反映した総司令部の機構整備が進められ、１０月２日に

連合国最高司令官を頂点とする「連合国最高司令官総司令部」（GHQ/SCAP）が発足した。間接統治方式の採用

が総司令部の機構整備に与えた影響は、軍政局が廃止されて民政局（GS）が設置されたことに示されている。

GHQ では、参謀長の下に参謀部と特別参謀部が直属する形態がとられ、参謀部には第１～４部が置かれ、特別

参謀部には民政局のほか、法務局（LS）、公衆衛生福祉局（PHW）、民間諜報局（CIS）、天然資源局（NRS）、経

済科学局（ESS）、民間情報教育局（CIE）、統計資料局（SRS）、民間通信局（CCS）などが設置された12。「天皇

の地位を保持したはるか昔のショーグンにならい、マッカーサーがショーグンとして登場すれば、日本人はそ

れを理解するであろう。そして我々は日本政府を通じて占領行政をおこなうことができた」と、当時のジョゼ

フ・バランタイン（Joseph W. Ballantine）国務省極東局長は回想する13。 

 一方、日本側でも、これに先立って占領軍と日本政府との連絡にあたる中央機関の設置が進められた。８月

２２日、最高戦争指導会議が廃止され、翌２３日には閣僚級の「終戦処理会議」が設置、同会議の下部機構と

して各省庁次官・局長級の「終戦事務連絡委員会」が置かれた。さらに前述の河辺ミッションがマニラで受領

した要求書が占領軍と日本政府との連絡にあたる中央機関を８月３１日までに設置するよう命じていること

を踏まえ、２６日に外務省の外局として「終戦連絡中央事務局」が設置された（こののち終戦処理会議は自然

消滅し、終戦事務連絡委員会も終戦連絡中央事務局の運営にともない自然消滅する）。 

 

 

ポツダム宣言が「日本国軍隊は完全に武装を解除せられ」（第９項）と述べ、またアメリカが９月２２日に

発表した「降伏後に於ける米国の初期の対日方針」において、日本が再びアメリカと世界の脅威とならないよ

う「日本国は完全に武装解除せられ且非軍事化せらるべし」（第１部（ロ））とされているように、連合国によ

る日本占領政策の第一の柱は、日本の非軍事化であった14。そして軍事関係施設や軍需工場の破壊または接収、

軍事機構の解体が進められることになる。まず８月２５日に発せられた「陸海軍人へ勅諭」により、陸海軍戦

闘部隊は解体され、陸軍省と海軍省の業務は復員業務のみとなった。続いて１０月１５日には海軍の軍令部が、

１１月３０日には陸軍の参謀本部がそれぞれ廃止された。さらに１２月１日に陸軍省と海軍省が廃止され、そ

れぞれ第一復員省と第二復員省に改編されることになる。こうして明治の建軍以来の威容を誇った大日本帝

国陸海軍は消滅した。なお、復員数は陸軍５４７万３０００人（うち本土３０８万５０００人）、海軍２４２

万１０００人（うち本土４４万９０００人）であり、国内の陸軍については８月２５日から１０月２５日、海

軍の場合は８月２１日から１１月３０日までのあいだに復員がほぼ完了した。海外からの復員は、アメリカ軍

管理地域では９月から１９４６年５月、中国軍管理地域では１９４５年１１月から１９４６年７月、オースト

ラリア軍管理地域では１９４５年１１月から１９４６年７月、イギリス軍管理地域では１９４６年５月から

９月までと１９４７年３月から１９４８年１月までのあいだにおこなわれた。一方、ソ連軍管理地域では、シ

ベリアへの移送・抑留がおこなわれ、復員は GHQ と対日理事会ソ連代表との協定が成立した１９４６年１２月

                                                   
12 同上、１３６－１３７頁。 
13 Reminiscences of Joseph William Ballantine: Oral History, 1961, p. 249, Occupation of Japan 

Project, Columbia Center for Oral History, Columbia University (New York). 
14 「降伏後に於ける米国の初期の対日方針」（１９４５年９月３０日）江藤淳『占領史録１―降伏文書調印経

緯』講談社、１９８９年、３０１－３３１頁。 

２、非軍事化と民主化の徹底  
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以降、おおむね１９５６年までかかることになる15。 

非軍事化と並ぶ日本占領政策の柱は、民主化であった。ポツダム宣言は、「日本国政府は日本国国民の間に

於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去すべし。言論、宗教及思想の自由並に基本的人権

の尊重は確立せらるべし」（第１０項）とし、また「日本国国民の自由に表明せる意思に従い平和的傾向を有

し且責任ある政府が樹立せらるるに於ては連合国の占領軍は直に日本国より撤収せらるべし」（第１２項）と

述べている。ここでは、日本に新たに民主主義を移植するのではなく、日本が本来有していた民主主義的傾向

を「復活強化」するとしている点に注意すべきであろう。また「初期対日方針」でも、日本国民は個人の自由

に対する欲求、基本的人権、特に信教、集会、言論および出版の自由の尊重を増大するように奨励されるべき

であり、かつ民主主義的・代議的組織の形成が奨励されるべきであるとして、民主的改革に言及している（第

３部３）。 

民主的改革は、１０月５日に総辞職した東久邇宮内閣を継いだ幣原喜重郎内閣の下で進められる。そもそも

東久邇宮内閣の崩壊自体が、民主的改革と関連していた。これは GHQが、９月２７日におこなわれた第一回天

皇＝マッカーサー会談時の写真の新聞掲載を内務省が差し止めようとしたことを受けて、１０月４日に「政治

的、市民的及び宗教的自由に対する制限の撤廃に関する覚書」（いわゆる「自由の指令」または「人権指令」）

を発し、治安維持法の廃止、特別高等警察の廃止、山崎巌内相以下内務省・警察関係者約４０００名の罷免を

発表したことが契機であった。東久邇宮首相は日記に、内相をはじめ４０００名の官吏を免職とすることは我

が国の大事件であり、内閣はこれら多数の官吏を見殺しにすることはできないから彼らと運命をともにする

のがよいとしたうえで、「マッカーサー元帥は先日私との会見で、大臣をかえる必要はないといったのに、数

日後の今日この指令を出したのは元帥がこの内閣を信用しないからであろう」と日記に記した16。東久邇宮内

閣の総辞職を受けて木戸内大臣と協議した天皇は、吉田茂外相の推薦もあって、１９２０年代から３０年代初

頭にかけて外務大臣として対英米協調外交を展開した幣原に大命を降下したのだった。 

１０月９日に幣原内閣が発足すると、直後の１１日にマッカーサーは新首相と会見した。この席でマッカー

サーは幣原首相に対し、①参政権の付与によって日本の婦人を解放すること、②労働組合の組織奨励、③学校

をより自由主義的な教育のために開校すること、④国民に秘密の審問の濫用によって絶えず恐怖を与える組

織を撤廃すること、⑤日本の経済制度を民主主義化し、それによって所得、生産、商業手段の所有権を広く分

配することを保障する方法を発達させることにより独占的産業支配を是正することから成る民主化の「５大

改革指令」を与え17、日本政府がその一般的方針に沿って自主的に民主的改革を進めることを促した。幣原内

閣は、①については衆議院議員選挙法改正（１２月１７日）、②については労働組合法制定（１２月２２日）、

④については政治犯約３０００名の釈放（１０月１０日）、国防保安法・軍機保護法・言論出版集会臨時取締

法の廃止（１０月１３日）、治安維持法・思想犯保護観察法・治安警察法の廃止（１１月２４日）、⑤について

は農地調整法制定による第一次農地改革（１２月２９日）によってこれに応えた。またこの時期に内大臣制の

廃止（１１月２４日）、国家総動員法・戦時緊急措置法の廃止（１２月２０日）がおこなわれた。このうち、

衆議院議員選挙法改正、労働組合法制定、第一次農地改革は、日本側が先取りして実施した改革として知られ

ている。 

一方、１９４５年末からの民主的改革は、GHQ 民政局が主導するようになる。勅令第６５７号「会社の解散

                                                   
15 浜井和史『復員関係史料集成１２―復員に関する記録／史料解題』ゆまに書房、２０１０年、１６４－１６

７頁。 
16 『東久邇日記―日本激動期の秘録』徳間書店、１９６８年、２４６頁。 
17 「昭和２０年１０月１１日幣原首相ニ対シ表明セル『マクアーサー』意見」（１９４５年１０月１１日）江

藤『占領史録３―憲法制定経過』１１１－１１３頁。 
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の制限等の件」公布による財閥解体（１１月２３日）、SCAPIN448「国家神道、神社神道に対する政府の保証、

支援、保全、監督並に弘布の廃止に関する件」（いわゆる「神道指令」）発出（１２月１５日）、自作農創設特

別措置法制定による第二次農地改革（１９４６年１０月２１日）、独占禁止法制定（１９４７年４月１４日）、

警察法制定による自治体警察創設（同年１２月１７日）などである。地方自治制度や警察制度に関する民政局

主導の改革に抵抗した内務省は、GHQ の指令によって１９４７年１２月３１日をもって解体された。そして後

述するように、民政局が主導した最大の民主的改革が、憲法改正（国民主権を原理とする）であった。 

 

 

また非軍事化と民主化の双方に関連するが、ポツダム宣言は「日本国国民を欺瞞し之をして世界征服の挙に

出づるの過誤を犯さしめたる者の権力及勢力は永久に除去せられざるべからず」（第６項）と述べ、また「吾

等の俘虜を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰加へらるべし」（第１０項）として、

軍国主義者や超国家主義者の公職追放と、戦争犯罪人の処罰を求めていた。この点について「初期対日方針」

は、軍国主義および好戦的国家主義の積極的推進者であった者は、公職および公的または重要な私的責任ある

いかなる地位からも排除されること（第３部１）、最高司令官または適当な連合国機関によって戦争犯罪人と

して告発された者（連合国の俘虜その他の国民を虐待した廉により告発された者を含む）は、逮捕され、裁判

に付され、有罪の判決があったときは処罰されること、連合国中の他の国からその国民に対する犯罪を理由と

して要求された者は、最高司令官により、裁判のため、証人として、または他の理由により必要とされない限

りは、当該国に引渡され、拘禁されること、と述べている（第３部２）。 

公職追放は、占領期の日本の政経中枢に多大な影響を与えた。前述のように、GHQ は１９４５年１０月４日

に「自由の指令」を発して山崎内相以下大量の内務省・警察関係者の罷免を発表し、東久邇宮内閣を総辞職に

追い込んでいた。続く幣原内閣でも、１９４６年１月４日の SCAPIN550「公務従事に適しない者の公職からの

除去に関する件」で閣僚数名が追放該当者に指定され、崩壊寸前に追い込まれた。SCAPIN550 の付属文書は、

A 戦争犯罪者、B 陸海職業軍人、C 極端な国家主義者、D 大政翼賛会・大日本政治会等の重要人物、E 日本の

膨張政策を担った開発会社や金融機関の役員、F 占領地長官、G その他の軍国主義者・極端な国家主義者、を

パージの対象としていた。しかしその運用は恣意的で、同年４月１０日におこなわれた戦後最初の衆議院議員

総選挙の結果第一党となった自由党の党首である鳩山一郎は、GHQ 民政局次長チャールズ・ケーディス

（Charles L. Kades）大佐に保守的であると睨まれたため追放されている（鳩山が首相の座に就いたのは、講

和発効後の１９５４年のことである）。占領期において戦時指導者とみなされて公職追放された関係者は、総

数２１万名に上る。 

戦犯の処罰については、極東国際軍事裁判（東京裁判）で裁かれることになる（ドイツでも１９４５年１１

月２０日にニュルンベルク裁判が開廷する）。１９４５年９月１１日、マッカーサーは東条英機元首相をはじ

めとする３９名の戦犯容疑者の逮捕を命じ、翌１９４６年１月１９日に同最高司令官は平和・人道に対する罪、

戦争法規・慣例違反の罪を審問・処罰するための裁判所条例を承認、５月３日に東京裁判が開廷した。裁判で

は、満州事変以後の日本の対外行動について、起訴された２８名の A級戦犯容疑者の責任が問われ、同裁判は

１９４８年１１月１２日に結審、２５名の被告に有罪判決が下った。このうち以下の７名には絞首刑が宣告さ

れ、同年１２月２３日に執行された。すなわち、板垣征四郎（元第７方面軍司令官、元陸軍大将）、木村兵太

郎（元ビルマ方面軍司令官、元陸軍大将）、土肥原賢二（元第１２方面軍司令官、元陸軍大将）、東条英機（元

首相、元陸軍大将）、武藤章（元第１４方面軍参謀長、元陸軍中将）、松井石根（元中支那方面軍司令官、元陸

軍大将）、広田弘毅（元首相）である。 

３、戦争犯罪人の処罰  
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このほか、終身刑判決が下ったのは、荒木貞夫（元文相、元陸軍大将）、梅津美治郎（元参謀総長、元陸軍

大将）、大島浩（元駐ドイツ大使、元陸軍中将）、岡敬純（元鎮海警備府司令長官、元海軍中将）、賀屋興宣（元

蔵相）、木戸幸一（元内大臣）、小磯国昭（元首相、元陸軍大将）、佐藤賢了（元第３７師団長、元陸軍中将）、

嶋田繁太郎（元軍令部総長、元海軍大将）、白鳥敏夫（元駐イタリア大使）、鈴木貞一（元企画院総裁、元陸軍

中将）、南次郎（元朝鮮総督、元陸軍大将）、橋本欣五郎（元翼賛政治会総務、元陸軍大佐）、畑俊六（元第２

総軍司令官、元元帥）、平沼騏一郎（元首相）、星野直樹（元内閣書記官長）の１６名、有期禁錮刑判決を受け

たのは、重光葵（元外相）、東郷茂徳（元外相）である。永野修身（元軍令部総長、元元帥）と松岡洋右（元

外相）は判決前に病死し、大川周明（思想家）は精神障害のため追訴免除となった。 

 

 

重要なのは、連合国側に天皇の戦争責任を問う声が根強く存在したにもかかわらず、東京裁判で天皇が起訴

されなかったことである。マッカーサーは１９４５年９月２７日に旧駐日アメリカ大使公邸でおこなわれた

前述の天皇との会見を通じ、天皇に感銘を受けていた。同時にマッカーサーは、占領統治を円滑に遂行するた

めに天皇を利用するだけでなく、天皇の地位を積極的に擁護するようになっていく。２００２年１０月に外務

省と宮内庁が公開した会見録によれば、第一回の会談でマッカーサーは天皇に対し、申し上げるまでもなく、

陛下ほど日本を知り、日本国民を知る方は他におられない、したがって今後陛下におかれては、何かご意見な

いしお気付きの点（opinion and advice）があれば、侍従長その他然るべき筋を通じてお伝え願いたいと述べ

て協力を要請しただけでなく、「陛下が平和の方向に持って行くため御軫念あらせられた御胸中は、自分の十

分諒察申上ぐる所であります」と述べ、一般の空気がとうとうとある方向に向かいつつあるときに別の方向に

向かってこれを導くことは一人の力では難しいことであるとしたうえで、「恐らく最後の判断は、陛下も自分

も世を去った後、後世の歴史家及世論によって下さるるを俟つ他ないでありましょう」と述べたという18。会

談直後に天皇からその内容について聞かされた木戸内大臣は、「国民及び政界の要人等につき一番御承知なる

は陛下なりと信ず。就ては今後も種々御助言を得たし〔とマッカーサーが述べた〕」「陛下が終始平和の為めに

努力せられたるは充分判り居る旨、先方より話し居りたり云々」と記している19。 

戦争終結の最終局面において最大の焦点となったのは、狭義の国体護持、すなわち天皇制存続の可否であっ

た。しかしポツダム宣言受諾の時点ではこの問題について曖昧な部分も残っており、いうなれば決着の場が戦

場から戦争終結後には会議室に持ち越されることになったわけである。そして新憲法の制定によって、戦後に

おける天皇の位置づけという問題の最終的解決が図られることになる。これは当初の戦争目的を軍事力で達

成することがもはや不可能となった日本が、ポツダム宣言受諾という行為を通じて、最後に守ろうとしたもの

でもあった。 

（次回に続く） 

  

                                                   
18 「『マッカーサー』元帥トノ御会見録」（昭和２０年９月２７日）『朝日新聞』２００２年１０月１７日付夕

刊。 
19 『木戸幸一日記』（下）東京大学出版会、１９９６年、１２３７頁。 

４、天皇の戦争責任をめぐって 
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