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SC68策定後も︑トルーマン匡彗qω．岸≡量目政権の

知られる人物であろう︒しかしながらニソツィはこのN

保障会議文書lNSC68ーの主要執筆者として最も良く

旨oであった︒彼は︑一九五〇年四月の著名な国家安全

地位を占めたのが︑ポール・H・ニヅツィ巾竃一声；−

o・o冒o司・宍竃冨目の後を襲い︑一九五三年四月までその

ω冨饒−PPS室長を辞任したジ目ージ・F・ケナンΩo−

一九五〇年一月に国務省政策企画室勺o5︸里竃艮目oq

家安全保障会議文書lNsc拙︑獅︑⁝1に特に着目し︑

めるにとどめ︑むしろ一九五一年以降の三つの重要な国

本論文では︑それらの問題はニヅツィと関連づけてまと

朝鮮戦争については豊窟な研究蓄積があることに鑑み︑

る試みである︒従来より︑ケナンの対ソ政策︑NSC68︑

ツィが推進した封じ込め政策全般を明らかにしようとす

ぱ等閑視されてきた問趣︑即ちPPS室長としてのニッ

といって差し支えあるまい︒そこで本稿は︑ややもすれ

起草における彼の貢献を研究することに限定されてきた︑

これまでニヅツィについての学問的関心は︑NSC68

さらに発展させる上で中枢的役割を担ったのである︒

安全保障政策形成に強い菱言カを有し︑ケナンが提唱︑

NSC68を直接引き継いだこれらの文書に良く現われた

はじめに

理論化した封じ込め政策を︑全く異質なそれへと転換︑

蛎

也
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ニッツィの封じ込め政策の進展に主要な関心を払うこと

さらにケナンは︑米国はその政治制度︑国民性︑限ら

れた経済的資源からいって︑海外への永続的コミットメ

適用範囲︑用いられる手段において極めて限定的であっ

七年後半より四八年にかけてよく系統化されたが︑その

発揮したのが︑ケナンであった︒彼の対ソ政策は一九四

米国の冷戦初期の封じ込め政策立案に重要な指導カを

まで削減すること︑ωソ連政府が遵守している国際関係

を︑国際杜会の平和と安定に対し脅威を与えない程度に

八年八月一八日︶によると︑﹁㈲モスクワのカと影響カ

対する目標は︑ケナンが起草したNSC20／1︵一九四

じ込め政策の最終目標の一つであった︒ソ連そのものに

事的に超大国より自立した欧州︑日本の出現が︑彼の封

とする︒

ントには適しておらず︑欧州と日本の長期的な安全保障

た︒つまり米国の安全と国益にとり重要なのは︑四つの

についての理論と実践に根本的変化をもたらすこと﹂で

については︑ソ連と話し合う用意があった︒政治的・軍

工業地域−北米大陸︑英国︑ライン峡谷︑日本1であり︑

あった︒この目標は︑一一月二三日のNSC20／4で再

ニッツィ以前の封じ込め政策

特にソピエト共産主義の浸透に脆弱な西欧と日本を主に

一一

経済的手段で強化して政治的安定を計り︑ソ連に対抗さ

受け入れられ︑実施に移されていった︒

の厚い信頼を受けたケナンの政策勧告は︑政府内で大体

確認された︒マーシャル08Hoq①ρ旨胃争邑国務長官

一ソ連がこれらの主要工業地帯以外の国々をその影響下

せるぺきである︑という構想であった︒ケナンは︑万が

に入れることがあっても︑米ソ間のカ関係には基本的影

側に有利に転じつつあると考え︑それ故ソ連との交渉に

しかし一九四八年後半に入り︑ケナンが国際情勢は西

の意図はなく︑その脅威は政治的・心理的なものだから︑

入る時機だと判断した時︑彼の影響カはむしろ下り坂で

響を与えないと考えていた︒また彼は︑ソ連に西側攻撃

西側の対応策も非軍事的手段で充分なのだと論じた︒従

あった︒二月のチェコスロバキア・クーデター︑六月か

らのペルリン危機におけるソ連の行動は︑ケナンが適確

ってマーシャル・プランや経済復興に重点を置いた対日
占領政策が︑彼の好む対ソ封じ込めの手段であった︒

鮒

であった︒しかしチェコ事件とペルリン封鎖が西側諸国

のソ連圏離脱も︑クレムリンがますます守勢に立つ証左

の防衛的反応であった︒さらに六月末のユーゴスラビァ

に分析したように︑欧州復興計画の成功に伴うモスクワ

辞任し︑翌年夏までに国務省そのものも離れる意向を明

された︒九月にケナンは︑二一月末までにPPS窒長を

く与え︑ケナンの封じ込め政策の隈界を露呈したと理解

あり︑米国が早晩冷戦を失うのではないかとの印象を強

は︑世界における力の関係でモスクワが優位に立ちつつ

＾1︶

に与えた衝撃は大きく︑ソ連の膨張を食い止めるには︑

らかにした︒

三 NSC68と朝鮮戦争の衝撃

ケナンの非軍事的手段に重点を置いた対ソ政策に満足

た︒まず新しく国務長官に就任したアチソンUo彗ρ

ケナンの影響カは︑一九四九年に入ってさらに低下し

の専門家であったが︑安全保障問題は全く経験のない分

であった︒彼は︑ウォール街出身の国際財政・金融問題

ープの中心人物が︑四九年夏にPPS入りしたニッツィ

せず︑冷戦の軍事的要因の重視を求めた政策決定者グル

＞99o■は︑マーシャルほどケナンを重用しなかった︒

野ではなかった︒第二次世界大戦終了直後︑米国戦略爆

警報システムの必要性を訴える報告書を提出し︑またそ

そしてアチソンは︑ソ連の脅威の軍事的側面により関心

の報告書の中で︑太平洋における弱体な米海軍力が日本

されながらも︑その被害を軽減する民間防衛施設と早期

連の原爆実験と中国共産党政権の樹立−は︑米国政府に

軍による真珠湾攻撃を誘発したと指摘するなど︑国際関

撃調査団の一員として来目した際︑原爆の破壊カに圧倒

大きな打撃を与えた︒特に前者の出来事は米国の核の独

係における軍事カの問題には深い関心を寄せていたので

を払い︑米国の国防カの充実に積極的であった︒さらに

してきたトルーマン政権を憂慮させた︒この二つの事件

重要なことに︑四九年秋の二つの大きな国際的事件ーソ

圧倒的に不評であった︒

化案︵プログラムA︶を持ち出した時も︑国務省内では

分割の恒久化を恐れるケナンが︑ドイツ再統一．非武装

が得策との意見を強めた︒封じ込め政策の軍事化と欧州

西側の軍事同盟結成を急ぎ︑西ドイツ国家を育成するの

■

占を打ち破り︑年間国防予算に一五〇億ドルの上限を課

〃
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ある︒実際PPSに来て以来ニヅツィは︑ソ連の軍事的

らない︒従って当分の間︑対ソ交渉は望ましくな︷N

SC68はこのように論じた︒

に︑国務．国防両長官に対し安全保障政策全体の見直し

兵器開発に対抗して米国の水爆製造の命令を発すると共

一九五〇年一月三一日トルーマン大統領は︑ソ連の核

ソ連の軍事的脅威︑軍事能カを強調し−その結果︑クレ

の封じ込め政策の全面的放棄を促す内容であった︒即ち︑

を印象づけポうとした︒しかしこの新しい文書は︑従来

国の対ソ政策の目標を復唱し︑ケナンの政策との共通性

NSC68は︑結論部分でNSC20／4に挙げられた米

を指示した︒後者の作業は︑FPS室長に就いたぱかり

ムリンの意図を測る試みは捨象されLこれに対抗する

脅威は高まりつつあり︑米国の軍事カは不充分だと響告︑
＾2︺
水爆開発計画にすぐ着手するよう提案した︒

のニヅツィ率いる特別委員会の手に託ねられた︒ニッツ

ずあらゆる所でのソ連の膨張を封じ込めることを勧告︑

米国の軍事力拡張を叫ぴ︑世界の主要工業地域のみなら

68は︑この二月以来ソ連に対する西側の﹁カの立場﹂の

対ソ政策のグロLバル化︑軍事化を骨子としていたから

ィらの手によって四月上旬までに策定された文書NSC

構築を説くアチソン国務長官の意を強く受けた内容であ

現行の一五〇億ドル程度から三五〇1五〇〇億ドルヘの

打開するために︑米国は軍事費の大幅増額︵ニヅツィは

に核の奇襲攻撃を遂行する能カを有しよう︒この危機を

の状況が続けぱ︑ソ連は一九五四年半ぱまでに米国本土

ている︒その軍事的脅威は充進する一方であり︑もしこ

家であり︑強い軍事カを背景にして世界制覇を目的とし

同文書のソ連脅威論に与しないケナンや国務省内では彼

かかわらず︑NSC68の前途は全く予断を許さなかった︒

しかし︑アチソ！の強力な支持とニッツィの努カにも

○目声穴︷器・；oqが︑四〇〇億ドルの軍事支出は可能
＾3︶
とニヅツィに保証したからであった︒

経済諮問委員長に就任する所であったケイセリング5−

ついても︑NSC68は極めて楽観的であった︒折りから

である︒そして国防費の引き上げを支える米国経済カに

引き上げを狙っていた︶に踏み切り︑世界の全ての地域

と並ぶソ連通のボiレンO訂二窪戸田o巨雷の反対は

った︒この報告書によると︑ソ連は好戦的な膨張主義国

でソ連のあらゆるレベルでの軍事行動に備えなけれぱな

兜

犬幅な増額に難色をみせる向きが多かったのである︒五

ともかく︑大統領をはじめ政府内では︑軍事費の急激で

ぺると︑一・五借から二倍の増犬ぷりであった︒結局一

た︒これらの数字は︑朝鮮戦争前に設定された目標に比

二一万一千人に達する三軍をつくり上げることを宣言し

︐

月上旬にはトルーマン自ら︑次年度の国防費をさらに削

九五一年度の国防予算は︑当初予定の二二五億ドルから

四八二億ドルヘと跳ね上がり︑北大西洋条約機構︵NA

＾4︺

滅する生言明した︒

この状況を一変させたのが︑六月末の朝鮮戦争の勃発

留させる形での対日講和の推進︑第三世界への軍事・経

TO︶の強化︑西ドイツ再軍備の決定︑米国軍を長期駐

世界制覇を．目標とするソビエト外交の

済援助の拡大と相侯って︑封じ込め政策は軍事化し︑グ

であった︒戦争は︑NSC68の描くソ連像が適確であり・

示したものと認識された︒さらに米国の軍事カが不充分

新たな局面︒を

であるとも判断され︑全体としてNSC68の主張の〃正

のと解釈され︑米国側の緊迫感をさらに高めた︒一九五

化した︒ソ連は依然として慎重な構えを崩さなかったの

一九五一年春︑ワシントンの危機的雰囲気はやや鎮静

一九五一年

Nsc仙シリーズと全面戦争の危機−

ローバル化していった︒そしてこの事態は︑ニヅツィの
＾6︺
正に期待した通りであった︒

しさ を立証したかに思われたのであった︒戦争後の非
常に自制的なクレムリンの動向には全く無関係に︑トル
ーマン政権はNSC68の実行に全カを傾注した︒一一月

01五一年の冬には︑ワシントンはソ連との全面衝突を

である︒そこで米国政府は︑クレムリンの今後の行動に

末の中国軍の全面的な戦争介入も︑ソ連の使瞭にょるも

真剣に憂慮し︑一時は突然の世界戦争開始を覚悟したほ

ついて次のように予測した︒モスクワは現時点では︑世

六月末までに一八個師団の陸軍︑三九七隻の軍艦を擁す

一九五〇年二一月のNSC68／3と68／4は︑五二年

も西側を侵攻する能カをもっている︒西側はその防衛カ

し世界征服の究極的目標を修正した訳ではなく︑いつで

界大戦を引き起こすつもりはないのかもしれない︒しか

＾5︶

どであった︒

る海軍︑九五航空団をもつ空軍を建設し︑総兵カ数は三
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とみる意見に反対し︑ソ連が朝鮮に﹁世界戦争の本当の
＾畠︺
危険﹂を感じたのである︑と説明した︒

増強を怠るべきではない︒対ソ交渉は尚も望ましくない︒

ニヅツィは三月︑ソ連の戦術は﹁酉側を分断することで

この間にもトルーマン政権は︑安全保障政策の再評価

六月にはソ連の国連大使マリク言8σ峯p−寿が朝鮮

見直しを命じていたが︑NSCスタヅフにニヅツィとP

承認した時︑国務・国防両長官にこれらの文書の継続的

を行なっていた︒トルーマンはNSC68／3︐68／4を

あり︑そのためにはあらゆる機会を利用することだ﹂と
＾7︶

の休戦を提議し︑翌月から正式に停戦交渉が始まったが︑

PSが加わり︑この指令を履行していた︒七月二一日大

警告した︒

トルーマン政権の対ソ婆勢は変わらなかった︒アチソン

統領は国家安全保障会議に対し︑一九五三年度の予算案

＾9︶
に備えてNSC68の再分析を命令した︒

は︑酉側の軍事カ強化がソ連の妥協的態度を引き出した

この結果生まれたのが︑NSC68を再確認したNSC

と考えていたから︑マリク提案が﹁我々を歎いて安心さ

した両文書によると︑世界における西側の立場はさらに

⁝︵七月二七日︶とNSC仙／1︵八月八日︶であった︒

は⁝⁝米国の防衛努カの失遠である︒：・−ソ連が最も望

悪化していた︒ソ連と中国も合めたその衛星国は︑一九

せ︑白由世界のカをつくり上げ︑侵略に対する西側の団

んでいるのは︑我々の防衛努カを遅らせることである﹂

五〇年四月の時点より軍事的には一層強カになっている︒

﹁NSC68−⁝で予期されたように︑ソ連の指導者はク

と語った︒統合参謀本部はマーシャルの懸念を裏付ける

つまり﹁NSC68は︑現状を考えれぱ︑米国にとり有利

結を維持する我々の努カを危うくする﹂ことを危慎した︒

如く︑﹁世界状況全般は﹂︑NSC68／3と68／4が策定

な展望を示していたことになる︒﹂西側の軍事カ増強の

レムリンの構想を容赦なく追求している﹂と冒頭で宣言

されて以来︑﹁疑いもなく悪化している﹂と報告した︒

進捗ぷりは﹁普通の状況下では印象的である﹂が︑﹁現在

している買はモスクワの和平提案ではなく︑﹁本当の買

主な政策決定者の中では︑三月より国務省顧問を務める

の非常に緊迫した難局のもとでは遅く︑不満足である︒﹂

前年九月に国防長官に就いたマーシャルも︑米国の直面

ボーレンのみが︑マリク提案をクレムリンの皮相な策略

100

とりさらに重大なのは︑﹁ソ連は︑以前には一九五四年

﹁ソ連が予防的行動をとる危険は深刻となろう︒﹂西側に

しこれらの目的達成に失敗することが明らかになれぱ︑

側−特に日独−の再軍備計画を挫くことであるから︑も

モスクワの当面の目的は︑自由世界の団結を弱め︑西

り短く﹂なけれぱならない︒

乗り越えるために︑米国の軍備増強の期間は﹁可能な限

処する立場にあるとは全く言えない︒﹂こうした危機を

現在の自由世界の軍事カでは︑我々がそうした侵略に対

いうぱかりでなく︑極めて︒公算の高いことなのである︒

ある︒Lソ連の一層の侵略行動の危険は︑﹁現実の問題と

持するとみられる﹂ことだ︒従って︑﹁米国への奇襲攻

めぐり︑PPSとボーレンの間で重要な論争が生じた︒

このNSC⁝⁝と⁝一／1︑特にそこで描かれたソ連像を

た︒陸軍は︑目標である一九五二年六月まで︑﹁基本装

に報告された米軍事カの充実ぷりはかなりのものであっ

これらの文書の極度に不吉な予測にかかわらず︑同時

ーズがソ連を︑﹁世界制覇の究極目標に向かい︑充分に

なかった︒しかし彼が容認できないのは︑NSC⁝一シリ

世界の軍事カを充実させる必要性については何の異論も

目に評価しようという構図であった︒ボーレンは︑自由

前者がこれらの文書を擁護し︑後者がソ連の脅威を控え

備﹂について﹁充分準備され：⁝・兵カは︑完全ではない

練られた構想の実現に没頭する機械的チェス・プレイヤ

︑

にしても充分最新化されよう︒﹂海軍の拡張も﹁大体予

ーとして﹂解釈していることであった︒これは︑﹁ソ連

︑

定通り進んでおり﹂︑空軍の九五航空団計画も︑予定期

問題に長い経験のない﹂政策決定者に︑スターリン言−

︑

までには﹁大部分が大丈夫であろう︒﹂一九五一年六月

維持である︒もし帝国主義的な膨張があったとしても

界における共産主義の拡張ではな︒く︑国内の政治体制の

閉亀︸望巴巨をヒトラー＞Oo︸︸三睾になぞらえるイメ

ージを呼ぴ︑全く好ましくない︒ソ連の主な目的は︑世

る︒﹂

撃が決定的結果を生む日程もそれに応じて早まってい

︵11︺

半ぱと見稜もられていた核兵器量を一九五三年半ぱに保

，

時点で米軍は三二五万二千名に脹れ上がっており︑米国
＾聖
の軍事カは︑質・量にわたって急速に強化されていた︒
ニヅツィは︑NSC⁝一を全面的に後押しした︒．それは︑

、

﹁利用できる時間を考えれぱ︑期待しうる最高の状態に
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それ は ソ ビ エ ト 政 権 を 危 う く し な い 時 に 隈 ら れ て い る ︒

朝鮮戦争はソ連の世界征服への第一歩ではなく︑米国の
反応について見込み違いをしただけなのである︒

国内体制の存続に関心があるのか︑或いは世界制覇を狙

っているのか︑はっきりさせることには意味がないので

あった︒つまり︑自由世界の軍事カが拡大され︑クレム

リンが﹁鉄の環︵米国の空軍基地︶﹂に包囲されると感

﹁その鉄の環を形成する﹂カの中枢−米国1を攻撃する

ボーレンはまた︑NSC⁝シリーズが西側のソ連に対

必要に駆られるはずであらた︒そうすると︑ソ連の目標

し︑最終的に西側に屈するかもしれない状況を恐れて︑

求めた︒さらに彼は︑たとえモスクワが自由世界の団結

が何であれ︑結果は米国にとり同じであろう︒コッチは︑

じるにつれて︑モス︒クワはその目標を達成する力を喪失

と再軍備計画を打ち破ることができなくても︑軍事手段

ソピエト外交の動機について︑はっきり答えられない問

する軍事的立場が却って不利になっていると主張するこ

に訴えるとは思っていな・かった︒﹁ソ連の行動の論理は︑

題があることに気づいていた︒しかし︑もしこれらの問

とにも凝問を投げかけ︑﹁もっと慎重な評価と証拠﹂を

そうした類の結論﹂につながらないのである︒最後にボ

︑

ーレンは︑NSC68に﹁規定され﹂︑ソ連の動向をその

︑

題点に明快な解答を与えられないのであれば︑﹁結論と

＾暮

文書の観点のみで捉え︑N．SC68がソ連外交を適当に表

︑

して導き出しうるのは︑ソ連が世界戦争に踏み切るかも
︑︑

しれない﹂ということだと言明した︒

な結論は︑ソ連は有利と判断する時と場所で︑そのカを行

ということを事実として受け入れるのであれぱ︑不可避的

めの危険なまでの優越したカを持ち︑機会主義的に振舞う

もしソ連が非常に敵対的であり︑局地的・限定的行動のた

ヅツィも同感であった︒

この．コッチの最悪の場合を想定したシナリオには︑ニ

︑

現しているか否かを問おうとしない前年春以来の米国外

行動バターンのもっと正確な説明﹂を︑彼は提案した︒

＾12︶

交政策形成が不満であった︒﹁国際問題におけるソ連の

ボーレンの異議は︑PPSのコヅチ︸9︷穴o9を
納得させなかった︒コッチは︑多数の政策決定者がある
時刻表に基づいてモスクワが世界征服に乗り出している
と考えて︑対ソ政策形成に携わっている実状を認めた︒

しかし彼によれば︑ボーレンのように︑ソ連が基本的に
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使するということだ︒もし西側の相対的なカがさらに減少
すれぱ︑ソ連は自国への深刻な脅威を全面的に取り除くま
で︑有利な機会が生ずるに応じてそのカを用い続けるだろ

の軍事的立場に自信を抱き始めた頃であった︒九月中旬

英仏外相に対し︑西側世界は﹁金面戦争に明らかに傭え

ている﹂と警告したが︑同時に欧州における封じ込めは

なけれぱならず・・⁝そうした衝突の危険は明確に増大し

と自国への金脅威を除去する衝動をもち︑それは長期的に

﹁前進﹂しており︑﹁もし西側がその経済を損うことなく

＾b︶

カの構築を継続すれぱ︑その政策は成功しよう﹂と語っ
た︒

ったことは︑一〇月二一日の新しい文書NSC一⁝／2で

ボーレンのNSCm︑⁝一／1批判が何らかの効果をも

とり︑ボーレンの意見はソビエトの脅威を軽視する危険

価について︑ニソツィとボーレンの見解を両方折り込ん

一層明白になった︒このNSC⁝一／2は︑国際情勢の評

し・かし︑ボーレンの努カは決して無駄ではなかった︒

だ妥協の産物であった︒一方でNSC仙／2は︑NSC

68︑㎜︑m／ユの継承であった︒クレムリンが﹁米国の

ついて中央情報局︵CIA︶は︑比較的穏やかな予測を

を与える核攻撃力を獲得した﹂と考えれぱ︑﹁奇襲攻撃

報復能カを決定的に破壊し︑その工業地帯に重大な脅威

の危険は大幅に増大しよう︒﹂次の二︑三年の間に︑西

て判断するか︑米国が死活的権益がかかわっているとみ

なるまい︒﹂従って近い将来︑ソ連との交渉に問題解決

れぱ︑﹁我々一は戦争の可能性にますます重きを置かねぱ

側のカが強くなり︑ソ連の核戦カが危険なレベルに達す

なす場合に︑米ソ共に譲歩できないことから起きそう

を期待することはできない︒

した戦争は︑﹁ソ連がある状況下での米国の行動を誤っ

機に満ちた時期﹂であろうが︑﹁現在の情勢では﹂そう

下した︒﹁一九五三年半ぱまでは︑世界戦争の重大な危

もかかわらず︑実際の行動の上では非常に慎重なソ連に

一九五一年秋に入り︑その反米キャンペーンの激しさに

＾ど
な試みであった︒

﹁過小評価する﹂傾向にあると董言を呈したニッツィに

それより数ヵ月前に︑米国は﹁重要な点で﹂︑ソ連のカを

思う︒

は世界征服に等しいことになる︑という見方を支持すると

う︒−−私は以上のことが︑ソ連はその影響カ拡大の衝動

■

だ﹂と観察していたからである︒またアチソンも︑米国
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しかし他方でこの新しい文書は︑ボーレンの主張も反

内の矛盾する論点に触れることなく︑専ら民間防衛施設
行︺
の必要性をカ説した︒

財政的見地からは︑ケイセリングが再ぴ米国経済カに

映していた︒﹁ソ連の帝国主義的膨張は︑その国内基盤
を危うくしない時に予想され︑誤算︑もしくは膨張する

経済カや消費者の生活水準を著しく損うことはない︒﹂

ついて自信に満ちた報告を行なった︒NSC⁝⁝／2に基

もし必要であれば︑これ以上の国防費増額も可能である︒

際のリスクが他の方法におけるよりも低いと計算される

﹁怠慢による敗北の危機を過去のものとした︒﹂この結果

ケイセリングの見通しに対し︑政府内では毎年五〇〇億

に達しようが︑﹁それは米国の生産能カの範囲内に在り︑

﹁我々は︑︹クレムリンが︺全面戦争に至らない手段に眼

ドルにも及ぷ軍事費に懸念を持ち︑その巨大な額が米国

づいた軍備プログラムは一九五四年度には八○○億ドル

る可能性が相当生まれた︑と信じている︒﹂この文書で

の﹁アキレス鍵﹂になるのではないかと心配する者もい

時以外は︑期待されない︒﹂自由世界は着実に軍事的立

四五〇i五〇〇億ドルの一九五三年度国防予算試案を提

場を改善しており︑尚も充分なカを備えていないものの︑

出した国防省も︑一九五三年度が﹁武装平和の一年﹂に

たが︑アチソンは強気であった︒﹁我々は︑防衛のため

︵16︺

なろうと予測した︒

もそう遠くあるまい﹂と警告︑﹁：冒でいえぱ︑ソ連の立

制を挙げ︑西側の現在の核抑止がはっきり低下する﹁日

連の急激に増大する核戦カと米国の不充分な民間防衛体

う前提を受け入れるように進言した︒しかし同時に︑ソ

国防省の主張通り︑次年度は世界戦争が勃発しないとい

提議︑七月にはスペインに海軍基地使用を求め︑九月に

広げていた︒五月にギリシァ︑トルコのNATO加盟を

一九五一年を通じて︑米国はその軍事同盟網をさらに

︹国防に︺費やしすぎているか否かということではなく︑
＾㎎︺
充分に費やしているか否かということだ︒﹂

ど遠い状態だ︒私の最も心配していることは︑我々が

に必要なことは何でもできるのであり︑経済破産にはほ

場は西側のそれに比べ好転しており︑しぱらくの間この

は日本︑フィリビン︑豪州・ニュージーランドとそれぞ

PPSは複雑な反応を示した︒まずアチソンに対して︑

傾向は続こう﹂と指摘した︒ニヅツィは︑NSC仙／2
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れ安全保障条約を締結し︑西欧︑西太平洋における立場

与え︑その他の考えうる諸要素には明白な重要性がない

で弾カ性のない考え方の虜﹂になっていたのであった︒

アチソンも︑ケナンが犬使として重要とみなした問題ー

ドイツ︑朝鮮︑軍縮ーについては具体的に話し合う婆勢

見解を反復︑西側が前年に﹁大いに前進﹂したと評価し

されたドイツに軍隊保持を認めても良いと提案した時も︑

をみせなかった︒実際︑三月にソ連が︑中立的に再統一

＾20︺

創出されつつあった欧州防衛共同体への否定的跳ね返り

を恐れるアチソンは︑交渉に全く消極的であった︒

トルーマン政権は︑その間にも安全保障政策の見直し

に再度着手していた︒一九五一年一〇月一七日にトルー

マンはNSC68と一⁝シリー．又の再検討を命じ︑五二年六

かつての同僚達と意見が一致しないことを痛感させられ

二年四月にワシントンを訪れた際︑ソ連問題をめぐり︑

所より呼ぴ戻されたケナンを著しく失望させた︒彼は五

年二一月に駐ソ犬使に指名され︑プリンストン高等研究

ワ シントンのすっか り 硬 直 し た 対 ソ 政 策 は ︑ 一 九 五 一

最後の一つを除き全ての文書の作成は︑ボーレンの監督

と﹁相対的な政治・経済・軍事能力﹂が収められていた︒

ら成り︑さらに二つの追加文書︑﹁ソ連の行動の基盤﹂

の部分︑﹁一般﹂政策報告と﹁要約及ぴ全般的結論﹂か

たNS雌／1がその所産であった︒この文書はまず二つ

らの作業を続けるよう指令した︒八月までに出来上がっ

月二八日には︑一九五四年度の予算案に関連づけてこれ

たのであった︒ケナンの目に映った彼らは︑核兵器の

＾刎︺
のもとPPSが担当した︒

一九五二年−一九五三年一月

NSC雌︑一⁝と局地侵略対応へ1

二四億ドルの国防費を要請した︒

＾19︺

二一日後︑彼は議会に一九五一一﹁年度の予算案を送り︑五

﹁次の二年が⁝⁝防衛生産の頂点となろう﹂と述べた︒

た︒しかし米国は平和への努力を尚も続けねぱならず︑

一月九日には︑トルーマンもその年頭教書でアチソンの

げる戦略が実を結ぴつつあると自讃した︒翌一九五二年

一年間を振り返り︑自由世界の﹁カの立場﹂をつくり上

として︑これらを方程式から落としたペンタゴンの平板

●

をさらに確かなものにした︒＝一月末にアチソンは過去

●

﹁﹃相対的有効性﹄に関する偽りの数字に絶対的な価値を
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リンの政策は﹁﹃冷戦﹄︑町ち敵対行為の継続と西側のあ

発するかもしれなかった︒しかしながら全体に︑クレム

その比較的穏健なソ連観を繰り返していた︒クレムリン

らゆる弱点を利用すべく︑突いては探る行動に限定され

﹁ソ連の行動の基盤﹂の第一稿はボーレン自ら起草し︑

の主要目的は﹁国内体制の維持﹂であり︑この目的が変

＾肇
るだろう︒﹂

くの機会主義者﹂であり︑﹁ある構想によるのではなく︑

は大した違いはなく︑大筋において慎重なものであろう

ボーレンの趣旨は︑今後のソ連の政策が過去のそれと

．

わる﹁現実的な見通し﹂はないこと︑スターリンは﹁全

必要に応じて﹂行動すること︑クレムリンはソ連国民に

が出来たと考えた時︑半ぱ自動的に西側攻撃に乗り出す

と明言したことは︑彼のNSC仙︑⁝⁝／﹈批判にはみら

ということであった︒しかしモスクワがもし充分に用意

れない態度であった︒ボーレンもニヅツィ的見解に歩み

対する厳しい統制を継続するために︑﹁﹃資本主義国家の

いていること︑という内容であった︒またボーレンによ

包囲﹄という恐怖と世界革命という表向きの目標﹂を用

ると︑マルクス主義はソ違の政策を﹁合理化し︑正当化﹂

寄ったと思われる︒

米国の核報復能カを充分に考慮していないと不満を述ぺ

基本的にボーレンの分析に同意したものの︑ボーレンが

PPSメンバーのシュワルツ目胃H︸︸・ωo︸峯胃ぎは

する以外には︑ソピエトの指導者が国際問題を理解する

際のプリズムの機能を果たしているのであった︒この後

一九三九年のフィンランドと一九五〇年の朝鮮がその例

者の役割がソ連の統治者をしぱしぱ誤らせるのであり︑

加えることが出来ると信ずれば︑モスクワは西側を攻撃

基盤に重犬な脅威を与えずに︑米国に﹁決定的打撃﹂を

ソ連の将来の行動についてボーレンは︑もしその国内

PPS全体としては︑ボーレン及ぴシュワルツの主張

理戦争を懸念し︑﹁局地的な﹃冷戦﹄状況﹂に対処する
＾閉︶
米国軍事カの維持を進言した︒

させたのではなかった︒彼は︑ソ連による間接侵略︑代

た︒しかしながら︑この対ソ核優位がシュワルツを安心

しよう︑と述べた︒また西側の侵攻が迫っていると判断

は余り好評ではなかった︒PPSの覚書は︑ボーレンが

である︑と彼は解説した︒

した時も︑或いは単にソビエト側の誤算からも戦争が勃
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そうだ︒⁝⁝現在の危険は︑ソ連の支配者が︑我々がど

戦カは⁝−核の奇襲攻撃を抑止するよりもむしろ誘発し

状況も衝突を生み出すようであれぱ︑ソ連の大規模な核

った︒﹁もし奇襲攻撃に重要な利点があって︑その他の

は︑明白に優越するカが必要であり︑おそらく戦争に軍
＾妬︺
事的勝利を収めることよりも︑犬きなカが要求される︒﹂

できる︒これらの手段によって満足すべき進捗を得るに

和的手段で進展を計る機会が生まれることをかなり希望

なカが：：−増大するにつれ︑我々は︑目的に向かって平

ならないということであった︒自由世界は︑﹁次の数年

んな損害を与えても︑．それを﹃消化﹄し︑我々を西半球

ニヅツィの観察がよく示すように︑ソ連との全面的衝

尚もソ連の軍事的脅威を軽視する傾向にあると記し︑米

へと押し戻すことを決意するかもしれないことだ︒﹂こ

しかし世界戦争の可能性は減少したものの︑ソ連による

突の見通しは︑一九五二年夏に入りさらに低下していた︒

間に優越したカを獲得するカがある︒⁝−我々の総合的

い︒﹁我々の最優先の課題は︑ソビエト・システムを効

局地侵略の危険がワシントンの政策決定者の恩考に大き

く入り込んで来た︒そして彼らによれぱ︑その種の事態

＾26︶

に備うべく米国の軍事カは整備されておらず︑従ってソ

連と外交交渉を持つなどというのは論外であった︒

こうした不安は︑ある意味では驚くべきことであった︒

というのは︑六月上旬に提出されたNSC⁝／3の報告

に関する目標が大体順調に達成されていたからでかる︒

を特定するようなことはなく︑全面戦争の可能性は︑

彼はすぐに続けて︑﹁我々が冷戦において断片的敗退を

陸軍の一八個師団は六月末にはその訓練を終え︑さらに

によれぱ︑Nsc68／3と68■4で設定された米軍増強

被る危険が大きい﹂とつけ加えた︒結局ニッツィのいわ

もう二個師団が年末までに準備可能であった︒海軍は一

﹁依然として犬きい﹂生言明するにとどまった︒そして

ツの懸念にも同意した︒但彼自身︑ソ連の西側侵攻の年

ニッツィもこのPPSの立場を確認しつつ︑シュワル

ない︒﹂

＾刎︺

︹しかし︺我々がこの課題を遂行したとは全く言い切れ

果的に封じ込める充分総合的なカを開発することだ︒

の危機を回避するためには︑米国の軍事カはまだ足りな

国の核戦カの優越を指摘するシュワルツにも同調しなか

●

んとすることは︑米国がさらに国防カを拡大しなけれぱ
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を与えるとの見通しを与え︑㈹ソ連の局地侵略と政治戦

争の機会を減らし︑ωソビエトと他の共産主義国の間︑

九五三年度に三九五隻の軍艦を所有する予定であウた︒

また空軍も予定よりやや遅れているものの︑六月末まで

ニヅツィは︑米国経済カについて依然として楽観的で

及ぴ衛星国とその国民の間の亀裂を利用すること﹂を︑

あった︒米国はソ連の膨張を食い止めるために要求され

に八○航空団を持ち︑次年度にその数を九六にまで増加

る兵カを︑﹁どんなに時間がかかろうと︑必要なだけ建

米国の対ソ政策の目的と説明した︒

が締結されていたから︑西側全体のカの拡張ぷりは非常

設︑維持できる﹂資源を所有しているのだが︑間題なの

させることになっていた︒五月には欧州防衛共同体条約

こうした懸念は︑ニヅツィが起草した政策報告︵七月

に印象的であった︒にもかかわらず米国は︑ソ連に対処
︵包
する上での軍事カに尚も不安なのであった︒

はその資源を充分に利用していないことであった︒ソビ

エトの核能カの拡大に伴い︑﹁現在既に重大である直接

三〇日︶でさらに明確になった︒この文書はわずかの修
正を経て︑NSC伽／1の﹁一般﹂政策報告となった︒

とも一般に受け入れられる国際規範に従うよう修正する

ムに破壊の種を播き︑クレムリンがその行動を︑少なく

ムリンの支配と影響カの削減を誘い︑ソビエト・システ

を封じること︑㈹全面戦争に至らない全ての手段でクレ

という重大な危険をおかしても︑ソ連のカの一層の膨張

優る積極的な魅カを自由世界に広めること︑ω金面戦争

策の一般的目標を次のように定義した︒﹁㈹共産主義に

ツィは結論として︑米国の資源に関連づけて西側全体の
翁︶
安全保障の状況を検討するよう勧告した︒

険をおかすか︑この二つの選択肢しかないことだ︒ニッ

を黙認し︑さらなる膨張を許してしまうか︑核戦争の危

を構築していないから︑ソ連の局地侵略に対して︑それ

︒ヶあげねぱならない︒米国のジレンマは︑この充分なカ

ちろんのこと︑﹁充分柔軟で幅の広いカの立場﹂をつく

よう︒﹂米国は︑民間防衛︑防空施設の一層の充実はも

攻撃への米国の脆弱さは︑数年の内に危機的状況に達し

程度にまで導くこと︒﹂さらに彼は︑やや具体的に﹁㈲

NSC雌／1を構成する他の三文書︑﹁要約及ぴ全般

この中でまずニヅツィは︑NSC68に倣って米国外交政

クレムリンに対し︑ソ連の攻撃はその体制に重犬な脅威
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この会議決定に基づいて特別委員会が設置され︑ニヅ

●

連の行動の基盤﹂もニッツィの主張に足並みを揃え︑全

ツィが議長に就任した︒彼は自分の中心課題を︑ω東南

＾30︶

面戦争のみならず︑周辺地域での共産主義勢カの武装活

アジアと極東︑ω中東︑南アジァとアフリカ︑㈹欧州︑

感であった︒

動にも対処可能な軍幕カの開発を呼ぴかけた︒一番最後

この脅威に対処する自由世界の力の大まかな見積もりと

ω西半球の以上四地域における脅威の評価を︑﹁全面戦

たことを示していた︒しかし大方の政策決定者が︑世界

の報告書は︑ボーレンが最終的に︑ソビエトの全体的な

戦争よりも第三世界を中心にしたソ連の軍事行動に関心
を集中させている事態の中では︑彼の努カはいささか影
＾29︶

の 薄いものであった︒

り︑様々な地域に対して割り当てられている米国の資源

すると共に︑アチソンの進言を入れ︑ニッツィの勧告通

に獲得していなかったからであった︒﹁我々の安全保陣

㎜シリーズを通して求められて来た﹁カの立場﹂を未だ

ていった︒何故なら彼の見る所︑米国はNSC68︑一⁝︑︑

米国の安全保陣の状態についてますます失望の色を深め

を︑﹁種類︑量︑時機︑そして優先順位﹂の観点で再評

一詔

一致してこなかった﹂ことを︑彼は認めざるをえなかη

計画は﹂︑これらの文書で設定された﹁目標とは実際に

全向上のために必要なのか明確にわからないことであっ

障会議文書であるNSC㎜︵一九五三年一月一九日︶で

この点は︑トルーマン政権としては最後の国家安全保

﹁国家の非常に重要な地域を絶対的に防衛するには︑ど

敷術された︒この一〇四ぺージに及ぷ報告書の趣意は極

た︒例えばロヴェット内oまユ＞．■oきま国防長官は︑

ナ

り心配なのは︑一体どのくらいの費用が米国の今後の安

価する決定を下した︒それにしてもトルーマン政権にと

九月三日のNSC会議は︑NSC雌／1を正式に承認

トルーマン政権の終結に近づくにつれてニッツィは︑

も合わせて﹂︑行なうことと理解した︒ニッツィは︑﹁米
＾聖
国本土の防衛﹂の間題もこの任務に組み込んだ︒

争︑局地侵略︑もしくは転覆活動による敗北に関して︑

●

軍事脅威について抑制した調子を維持することに成功し

的結論L︑﹁相対的な政治・経済・軍事能カ﹂︑そして﹁ソ

●

れだけのコストがかかるのか﹂と憂慮した︒大統領も同
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めて簡単明瞭であった︒NATO諸国︑極東︑南アジア︑

このNSC㎜において︑

柔軟反応︒戦略の概念が最

終的に精綴化されたのであった︒

このように断固とした調子とは裏腹に︑この文書はニ

中東︑そしてアフリカの防衛のためには︑これまで以上

ッツィにとり不本意な内容であった︒つまり査定した全

つとして充分に安全な立場をつくるに至っていないから

地域が同じようにソ連の脅威にさらされ︑どの地域も一

に米国の資源を用いなけれぱならないのであった︒米国

一九五四年末まで一七〇億ドル︑後者は一九五五年まて

本土の民間防衛︑防空施設の改善も必要であり︑前者は

に八五億ドルのコストが見込まれた︒

であった︒過去二年半に及ぷ大規模な軍事支出︑対外軍

米国とその同盟国は﹁カの立場﹂を獲得していないので

ソ連の脅威についてこの文書は︑ソピエトの核戦カが

告した︒しかし同様に深刻なのは︑﹁全面戦争のない中

あった︒さらに困惑すべきことに︑そうした立場を得る

事・経済援助の伸張︑軍事同盟網の拡大にもかかわらず︑

で︑自由主義諸国内の情勢悪化︑局地的な共産主義勢カ

のに必要なコストと時間を明示できない有様なのであっ

一九五四・五五年までに﹁危機的状況﹂に到達すると警

の侵略︑もしくはこれらの両方の結果として︑米国外の

兵カで対処すること﹂を目ざさなければならない︒﹁こ

つ効率的に︑充分な規模と適度に構成された用意周到な

り抜けるために米国の軍事カは︑﹁局地的侵略に早急か

場が弱体化︑孤立化する﹂ことであった︒この事態を切

の軍婁カの育成のみに専心し．てしまったのである︒ケ

理解−誇張1し︑米国の国益を世界申に押し広げ︑西側

ツィは︑ソ連の脅威を専らグローバルで軍事的な観点で

NSC68の論理に帰着する問題なのである︒そこでニヅ

こうした失望を招く内容も結局︑NSC⁝川が依拠する

た︒

れは︑ある状況が生じた時︑地理的に広く分散する地点

ナンが正確に述べているように︑﹁失敗したのは﹃封じ

重要地域が共産主義の手に渡ることによって︑米国の立

で行使可能なカでなけれぱならない︒⁝⁝従って我々は︑

込め﹄ではなかった︒意図していた事後工作が何にも行

われなかったのであった︒﹂この状態が︑一九五〇年春

最大限可能な限り︑様々な脅威に対応すぺく︑柔軟で多
＾33︺
角的な目的を持つ兵カを開発しなけれぱならない︒﹂．
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はかつて︑﹁ソ連の全体主義システムに内在する矛盾は︑

以降のニヅツィ主導の米国外交政策の実体であった︒彼

たのである︒対ソ交渉は放棄され︑しかもトルーマン政

事的立場の改善が︑封じ込め政策の目的と化してしまっ

余りに関心を払い︑その結果︑世界的規模での米国の軍

■

我々からの積極的援助にもより︑次第にそのシステムを

権終了の時点でニヅツィは︑一体いつになったら︑そし

＾糾︶

ノツィが︑外交的手段も含めどの程度具体的にこの﹁積

ついに提示出来ず仕舞いであった︒彼が︑自分の政策の

これは︑ケナンの封じ込め政策とは対照的であった︒

極的援助﹂について考え巡らせていたのか全く不明であ

明らかにNSC㎜は︑ニヅツィ外交路線の行き諾まり

もちろん彼の政策は欠点のないものでなか一た︒特にソ

目的と手段の関係を整合的に把握していたとは思われな

を示す文書であった︒しかし彼は自分の政策そのものに

連の侵攻を真剣に恐れる西欧の懸念︑或いは世界の主要

る︒むしろ︑米国の軍事プレゼンスを世界中で強化する

欠陥があるとは考えていなか↓た︒是正されるぺきは︑

工業地域以外︵例えぱ中国︶の出来事が米ソ関係に与え

いのである︒

NSC㎜が強く示唆するように︑米国が充分な資源を自

る影響を︑ケナンは軽視していた︒しかしながら︑彼は

打たれた米国にとり︑その反動としてある程度の軍備拡

事カ増強のみが最優先された︒朝鮮戦争の勃発に不意を

ニヅツィの進めた封じ込め政策においては︑西側の軍

ニヅツィにとり何より皮肉であったのは︑彼がPPS

提案したように︑この状況を利用してソ連に交渉を呼ぴ
義︶
かけ︑欧州の将来について話し合うべきであった︒

利な国際情勢を生み出していた︒米国政府は︑ケナンが

に中心を置いたその政策も︑一九四八年までに米国に有

自己の政策の手段と目的を明確に知覚し︑非軍事的手︑段

大は避けられない選択であった︒しかしニヅツィは︑本

室長を務めた時期はスタiリン時代の末期であり︑当時

末 結論

由世界防衛のために費やしていない点であった︒．

ことが︑唯一最善の道と思っていたようだ︒

てどのくらいの費周で﹁カの立場﹂を構築できるのか︑

弱体︑衰退させよう﹂と語ったことがあった︒しかしニ

●

来ある目的を達成すべき手段の一つにすぎない軍事カに
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のソ連政府は﹁事実上機能停止していた﹂ことであった

ろう︒彼が想像したような︑世界のどこかでソビエトが
充分に計画した軍事作戦に出る可能性には乏しかったの
轟︶

である︒しかしこの皮肉な事態も︑ニソツィがNSC68

で定義されたソ連観を持ち続けたことに起因するのであ
る︒

ニッツィは新共和党政権のダレスーo巨句o洛gU昌霧

国務長官と合わず︑まもなく国務省を去った︒しかし彼
は︑一九六一年には再ぴ民主党政権に︑今度は国防省高
官として迎え入れられ︑NSC68で提起され︑NSC㎜

で体系化された彼自身の政策−今や 柔軟反応︒戦略の
名で︑一般的に呼称される1の履行に加わるのであった︒
ケナンの封じ込め政策については実に膨しい数の論文︑
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