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ヨージ・F・ケナンと

九四五−四九年

佐

々

木

卓

国務省内に新設された政策企画室勺o＝ξ里彗邑詣望亀−

ナンΩ8﹃oqo戸宍昌量目である︒彼は一九四七年五月︑

たが︑その提唱者として名高いのが︑ジョージ．F．ケ

ト政策は︑﹁封じ込め政策﹂の名で知られることとなっ

ある︒そして第二に︑これがケナンの主張を非常にユニ

策勧告とも密接な関連を示すふくらみをもつに至るので

後にはヨーロヅバ連邦︑東ヨーロヅバ諸国についての政

策醤言が︑一貫して対ソ関係の文脈でなされたばかりか︑

たからである︒従ってケナンの対ドイツ政策に関する政

政策を︑対ソ・対ヨーロッパ政策の中心課題と捉えてい

柔軟な対ソ・アプローチを求めるに至った点である︒

のドイツ分割論提唱から︑数年の内に再統一論に転換し︑

ークたらしめているのだが︑米ソ対立を前提とする当初

一九四五−四九年におけるケナンのドイツ分割・再統

る︒

り︑冷戦外交遂行の中で大きな影響カを振った人物であ

＾1︶

の専門家として︑アメリカの戦後世界戦略の構築に携わ

ツのヨーロヅバに占める重要性に鑑みて︑彼が対ドイツ

上で︑次の点で重要であろう︒それはまず第一に︑ドイ

一問題に対するアプロiチは︑彼の外交政策を理解する

也

PPS室長に抜擢され︑以後約二年半にわたりソ連問題

第二次大戦終了後まもなくアメリカの採った対ソビエ

はじめに

ドイツ分割・再統一問題︑

ジ
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従来ケナンに関する研究は︑彼が一九四六年二月に赴

目は冷やかであった︒それより数ヵ前にケナンは︑ヤル

理に関するポツダム会談を︑モスクワから見つめる彼の
＾6︺

任地のモスクワより本国に送った長文電報や︑翌年夏

ある本稿は︑ドイツ分割・再統一問題に対するケナンの

きらいがあった︒その点を少しでも補おうとする試みで

ナンが果たした役割は︑ややもすれぱ等閑視されてきた

中心であった︒そして様々な政策の形成や展開の中でケ

或いは彼が唱えた対ソ封じ込め政策をめぐる論争がその

勢カ圏に分けることが︑戦後ヨーロッバの安定の鍵だ︒

トメントする必要はない︒ヨーロッバをはっきり彼我の

共同体の利益に敵対するソ連の政治プログラムにコミヅ

いのはよく知っている︒しかしだからといって︑大西洋

リカがソ連の戦争協カなしには︑今次犬戦を勝ち抜けな

宛て︑次のように分割論を主張している︒自分は︑アメ

タ会談に出席した同僚のボーレン9邑9貝田o巨竃に

考え︑そしてそれと密接に結ぴついていた彼の戦後外交

アメリカは︑ソ連の東・南東ヨーロヅパ支配に物理的外

︑きミ帝s＼さぎ︑．誌に発表したX論文についての解釈︑

構想を明らかにするとともに︑この問題に関するアメリ

交カを用いて反対しないのであれぱ︑それらの地域はあ

＾3︶

＾2︶

カ政府の認識形成と政策立案の上でケナンの果たした役

きらめるべきであり︑﹁ドイツの完全分割を既成事実と

︵4︺

分割論の展開

して受け入れ﹂︑西ドイツを含む西ヨーロッバ連邦形成

割を研究しようというものである︒

二

＾ヱ

について英仏と協議を開始するべきである︒彼は以上の
ように説いた︒

ヨーロヅバを東西の勢力圏に分けるという考えは︑決

してケナン独自のものではなかった︒実はヤルタ会談で︑

ケナンが果たしていつ頃から︑米ソ対決を前提とした
＾三
ドイツ分割論を抱懐していたのか明確ではない︒ただ彼
は既に戦間期︑大戦下の国務省勤務の中で︑ソ連との友

ローズヴェルト軍嘗⁝目U・寄富睾筆大統領が黙認

妻oo旨oξミ豪昌流の理想圭義的レトリヅクで巧みに

したアプローチであった︒彼はそれを︑ウィルソン

好的な協カ関係の維持には極めて消極的かつ悲観的であ
ったから︑戦後ドイツ管理についても︑ソ連との協カを

期待するのは非現実的だと判断していた︒ドイツ問題処
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＾10︶

こうした状況の中で︑新たな対ソ認識・政策の枠組を

抱き始めたワシントンに大きな衝撃を与えた︒

提供したのが︑ケナンの長文電報であった︒彼の分析に

＾8︺

はり大きな違いがあった︒ローズェルトが一応︑対ソ協

よると︑ソ連の行動は西側の政策に関係なく︑国内の基

覆い隠していたといえよう︒しかし両者の前提には︑や

ナンはそのような期待を全く持たず︑ソ連を政治上のバ

本的必要−安全保障への伝統的不安1から生ずるもので

調路線を戦後国際政治の基軸と描いていたのに対し︑ケ

ートナーとしてではなく︑敵対者とみなすよう勧告して

あり︑マルクス主義は︑そうした不安感の伝達手段であ

化を狙っているが︑決まった計画に基づいているのでは

った︒ソ連は︑公式・非公式の政策を通じて西側の弱体

いたからである︒ローズヴェルトよりもはるかに普遍的
＾9︶
な国際体制の構築にコミットメントしていた国務省内で

は︑ケナンの対ソ不信むき出しのカ関係に基づいた考え

感である︒﹂従って﹁強カな低抗に遭えば︑どんな所で

なく︑冒険主義的な訳でもない︒﹁高度にカの論理に敏

一方ローズヴェルトの死後︑大統領に昇樒したトルー

も⁝⁝容易に撤退する︒かくて対抗国が︑充分な力とそ

は︑極めて異色であった︒

マン＝胃qω︑H昌昌彗は︑次第にハリマンミ︒＞く胃邑

れを用いる用意を明確にすれぱ︑それを用いなければな

べ︺尚もはるかに弱体である︒﹂彼はこのようにソ連の

匡胃ユ冒彗駐ソ大使らの助言に従い︑強い態度でソ連か

ソ交渉のテコとして期待した経済協力の問題も原爆の保

行動を分析し︑ローズヴェルトの妥協的アプローチも︑

らないことは殆んどあるまい︒﹂﹁ソピエトは︹西側に比
＾u︶

有も︑ソ連の姿勢に何の変化ももたらさなかった︒また

ら政治的譲歩を引き出そうとした︒しかしアメリカが対

東ヨーロヅバのみならず︑イランにおけるソ連の行動も

の対ソ政策は︑﹁封じ込め政策﹂の名で知られるように

なる︒彼の電報はワシントンで異常な反響を呼ぴ︑ケナ

ハリマンのアプローチも効を奏さない理由を明らかにし
＾娑
た︒長文電報は一年余り後のX論文へと発展し︑ケナン

ンはワシントンヘ呼ぴ戻され︑ナシ冒ナル・ウ才1．力

アメリカの不信を煽った︒さらに四六年二月に行なわれ

戦争の不可避性を指摘したマルクス・レーニン主義の公

たスターリン旨器暑ω邑巨演説は︑資本主義国間の
式論に則った内容に過ぎなかったが︑深い対ソ警戒心を
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て取り扱われ︑共通の経済政策と毛のための中央行政機

ツダム協定では︑ドイツは経済的に﹁一つの単位﹂とし

て分割され︑各国軍が占領地域を直接統治していた︒ポ

いられなかった︒当時ドイツは米英仏ソ四ヵ国軍によっ

接対時しているドイツに関する認識にも反映されずには

対決の姿勢を強めていくが︑この態度は︑ソビエトと直

ケナンの分析に基づいて︑アメリカ政府は急遠に対ソ

ならぱ︑ソ連は現在自国占領地域での自由裁量権を喜び︑

政機関の樹立を現時点で望んでいるとは考えない︒何故

シスト共和国︒﹂の建設である︒一方彼は︑ソ連が中央行

ツに﹁︑ソビエト社会主義国家への遺を拓く 反ファ

ル．ナイセ線の創設であった︒そして第二段階が︑ドイ

イツ政策には︑二つの段階があり︑第一段階がオーデ

送られてきた彼のドイツ間題分析によると︑ソ連の対ド

は殆んど関心を払わなかった︒三月上旬にワシントンに

そうしたOMGUSの認識を一蹴し︑フランスの態度に

関の設立が約束されていた︒しかし︑ベルリンのドイツ

そこに強固な政治的基盤を築こうとしているからだ︒し

＾皇
レッジで教鞭をとることになった︒

管理理事会におけるその方面の企ては不調であり︑米軍

かしながら同時に︑﹁適当な時機に他の三国占領地域に

入って行き︑ソビェトの政治プログラムの達成を容易に

政府O雪oooh；＝冨qOo≦；昌o巨︷oHΩ宵∋彗さ⊂1

＾皇
ω．lOMGUSの苛立ちの色は濃かった︒そして米軍政

するための不可欠の道臭を︑中央機関に見出している﹂

を負いたがらないのだ︒﹂従ってソ連にとり︑フランスの

訳だから︑﹁原則として︑そうした諸機関樹立反対の責任

府長官代理クレイ■9一易U．Ωξ︵四七年三月より長
官︶を始め現地レベルでは︑管理理事会での不首尾を︑

ソ連よりもむしろ∫イツ再興への懸念をもつフランスの

ランス共産党が中央機関の樹立に反対している︒ソ連は

反対は﹁完壁な解決策﹂となっている︒その証拠に︑フ

S付政治顧問マーフィー勾o9ユP雪昌oξの報告で

央機関の設立を支持しまい︒それ故︑中央機関は﹁容易

責任に帰する傾向が強かった︒四六年二月末のOMGU

も︑その点が強調され︑本国政府のパリヘの圧カ行使が
＾些
︑望ましいと示唆されていた︒

に両刃の剣﹂である︒結論としてケナンは︑オーデル・

ドイツ支配の機会が充分に増大したと判断するまで︑中

マーフィー報告へのコメントを求められたケナンはい
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ーロヅバにおける膨張を食い止めるために︑アメリカは

ヨーロッパを二つに分割し︑東からの金体主義勢カの浸

ナイセ線を受け入れた以上︑もはやアメリカには次の二

・つの選択肢があるだけだと述べた︒即ち︑ソピエトの政

現のために︑ソ連との対立の的であった賠償問題に関し︑

透に対抗できる西側諸国の強化に努めるべきだと勧告し
む㌍さらに一〇月クレイとマーフィーが︑ドイツ統一実

ーロヅバヘ統含される分割国家︑西ドイツの建設である︒

アメリカ側が柔軟な姿勢をとるよう求めたのに対し︑ダ

治的影響・浸透に脆弱な名目的統一国家か︑或いは西ヨ

ケナンはこのようにドイツ問題に対するアプローチを説

くり︑ドイツ共産化の危険を指摘した︒彼はさらに︑ア

彼は五月にも︑ソ連の対ドイツ政策に関する覚書をつ

るために提出したドイツ非武装化条約案がモロトフ＜・

戸d＜昌易国務長官も︑バリ外相会議でソ連の意図を計

正当化するものは何もないのであった︒バーンズ盲旨9

彼によると︑ソ連がドイツを共産化しないという希望を

iブロウヨ旨巨o目oU膏σ﹃o婁駐ソ代理大使は反対した︒

明し︑共産化する危険の高い統一に固執するのではなく︑

メリカがポツダム協定に拘東されないことを発表し︑オ

うした政策勧告は︑ソ連外交に関する新たな認識に基づ

た︒バーンズは﹁統一ドイツの希望を殆んど失った﹂と

たる安全保障ではなく︑西方への膨張であると結論づけ

ア

語った︒九月にはシュツツトガルトで演説を行ない

︑

いて︑ドイツ問題を対ソ関係の中で捉え直すよう求めた

一方ワシントンでは︑長文電報の影響を強く受けたク

し苧

領地域と英国の占領地域の経済統合のための協定が成立

一﹂を求めると言明した︒二一月までに米国のドイツ占

＾22︶

メリカは完全な統一にこだわらず︑﹁最大隈の可能な統

＾18︶

宋にはスミスξき雪甲ω邑；駐ソ大使が︑ソ連のヨ

目ーロヅバ局局長にたしなめられる有様であった︒五月

論してきたが︑逆にマヅシューズ主﹄︑o︒冒陣目昌串暮箒ξ眈

OMGUS首脳は︑ケナンの分析に同意できないと反

内容であウた︒

＾21︶

境内でのドイツの経済的統一を提案し︑ソ連に真正面か
︵〃︶
ら問題を突きつけるべきだと述べた︒ケナンの一連のこ

声峯〇一〇εくによって拒否されると︑ソ連の目的は純然

＾20︶

ーデル・ナイセ線のみならず︑東プロシアを除いた旧国

稜極的 に 分 割 策 を 採 用 し ︑ 実 行 す る こ と を 進 言 し た ︒

＾16︶

第2号
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（147）ジ11ジ…ケナンとドイツ分割・再統一間題、一九四五＿四九年

リフオード報告が︑政府首脳の協議を経て︑九月二四日
付でトルーマンに提出されていた︒大統領特別補佐官ク

リフオードを中心に作成されたこの報告は︑ソ連の行動
に占めるイデ才ロギーの役割を重視し︑軍事力志向の強

一24一

硬な対ソ戦略を唱ったものであったが︑同時にヨーロッ
一︑

ノ分割政策を肯定していた︒このメモの草案をみせられ

たケナンは︑その内容に何の欠点がないばかりか︑全体

の調子が・藩らしい・と；ンー﹂苧こうしてケナ
ンが構矢を放つた形のソ連との厳しい対立を前提とする
トイツ．ヨiロツバ分割諭は︑アメリカ政府内に浸透し︑

ケナン及びPPSがまず最初に手がけた仕事は︑後に
マーシャル．プランの名で知られるようになるアメリカ

宣言し て い た ︒

ン．ドクむンを発表し︑ソ連との厳しい対妾蓑に

マン大統領が︑ギリシァ・トルコ援助のためにトルーマ

きな懸念を抱いた時であった︒既にこの三月にはトルー

︵26︶

峯印︑︑σ嘗E国務長官が︑西ヨーロツパの経済的危機に犬

ケナンがPPSの室長に就任した四七年五月は︑モス
クワ外相会議の失敗を受けて︑マーシャルΩ8・鴇ρ

広まっ て い っ た ︒

■

の西目ーロヅパ援助に関する計画の立案であった︒尤も

既にこの春ワシントンでは︑国務・陸軍・海軍調整委員

△鏑の特別グル︑プが︑アメリカの援助問題を欝して

おり︑またクレイトンミ⁝陣昌FΩ串首9国務次官補

も︑アメリカの対ヨーロツパ援助の緊急性と必要性を訴

える文書をつくり︑PPSの作業に大きな影響を与ギ雌︒

PPSは︑こうした様々な報告や分析をまとめ上げ︑そ

の独自の勧告も盛り込んで︑マーシャル演説へと結実化

シヤル．プランがドイツ・ヨーロヅバの分割を尤進させ

させる上で大きな役割を果たした︒ケナンは当然︑マー

ることになると考えていたであろう︒彼は︑ドイツ西半

分のマーシヤル．プラン加入は当然視する一方で︑東ヨ

ー貝ヅパ諸国．ソ連の参加は︑一応は呼ぴかけたものの︑
＾30︶

実際には期待していなかつた︒事実︑事態は彼の予想通
りに進展したのであった︒

マーシヤル．プランの具体化の手順について一段落し
た二月上旬︑ロンドン外相会議を控えケナンは︑﹁世

界情勢のレジメ﹂と題する報告書を作成したρそこでは

彼の従来の見解が繰り返されていた︒即ち︑アメリカは︑

︒ンドンではドイツ問題につきソ連と﹁再度不同意する

湖
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他なく・分割ドイツを最大限に利用することに取り組む
以外に選択肢がない︒従つて︑西ドイツを他の西ヨーロ
ッバ諸国に受け入れられる関係へ持ち込む︑一とが肝心で

あるLと述べられていたからである︒彼は︑分割策及ぴ

西ドイツの西冒ーロヅバヘの統合の必要性を改めて強調
気︶
したのであった︒それに応えるかのように︑0MGUS
のクレイやマーフィーも︑西ドイツ政府樹立を進言して
︵32︶

来た︒この頃までには彼らも︑対ソ強硬論で足並みを揃
えていた︒

現時点で統﹂ドイツを期待できない

何ら成果を挙げることなく決裂したロンドン外相会議
後︑マーシャルは

から・﹁アメリカの影響カが及ぶ地域で最善を尽くさね

ぱならない﹂と宣言し︑ドイツ分割の帰結である西ドイ
ツ政府建設へ進むことを示唆した︒彼はニカ月後にも︑

アメリカは︑ソ連に支配される統一ドイツを絶対に承服
できないと述べ︑﹁西ドイツの経済と政治的活カを西ヨ

統一論への転換

ーロソバに統合する努カ以外に選択肢がない﹂と言明し
＾鎚︺
ケナンの勧告を復唱した︒

て

三

↓・プログラムAの提唱

．

がなく︑牝らが受け入れる意向はないようだ︒従つてア

いう考えは︑依然統一に執着しているドイツ人には人気

だろう︒﹂しかし︑このヨドロツパ連邦やドイツ分割と

ヨーロッパ連邦に組み込まれれぱ︑はるかに容易になる

集権化されているか︑或いはドイツの構成諸州が単独で

するには︑﹁ドイツが分割されているか︑大幅に非中央

までもなくヨーロツバ連邦である︒そうした連邦を達成

の将来についてアメリカにとり最も望ましい形は︑いう

彼によると︑長期的観点に立てぱ︑西．中央昌ーロヅバ

なるドイツ問題の分析を行なうのである︵PPS二三︶︒

四八年二月下旬になると︑これまでとはニユアンスの異

を侵略的・攻勢的ではなく︑防衛的なものと考えており︑

あると予測していた︒従つて彼は︑ソ連のそうした魂

特にチェコスロバキアでは共産党の政権奪取の可能性が

本楮的な開始を前に︑自国衛星圏の引き締めにかかり︑

ケナンは前年秋︑既に︑ソ連がマーシャル．プランの

点に達した︒

ン問題︑チェコスロバキアの政治情勢をめぐり緊張の頂
︵讐

一九四八年に入り︑ヨーロヅバの国際政治は︑ベルリ

（
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メリカは︑このヨiロヅバ連邦形成の上でドイツ人に多

くを期待できない︒ケナンはこのように述べ︑一応は西
ドイツのヨーロツバ連邦統合を支持した︒だがこの文書
は︑彼が分割ドイツの統一を志向するナシ目ナリズムに
も懸念を払い始めていることを示し︑従来の分割政策一

辺倒の勧告ではみられなかった特色があった︒また連邦
構成の対象は西ヨーロツバだけではなく︑中央ヨーロッ
パにまで拡大される可能性が示唆されていた︒さらにP

PS二三は︑ソ連につき︑その対外状況が好転せず︑西
ヨーロヅパの自信が回復されれぱ︑戦後初めて﹁真剣に

アメリカとドイツ及びヨーロツバ全般について交渉をす
る用意があろう﹂と予想し︑ヨーロツバの相互兵カ引き

離しに関する話し合いを︑ソ連と非公式・内密に行なう
︑
＾36︶
必要
性があると指摘し て い
た︒

ケナンは五月にボーレンを誘い︑クレムリンに対し︑

アメリカがソビエトに脅威を与えるつもりも侵略する意

図もなく︑同時にソビエトのヨーロヅパ支配を許すつも

りもないことを知らせるべく︑その内容の声明書を手渡
してはどうかとマーシャルに提議した︒これは取り上げ
られ︑ケナンらにより作成された文書は︑スミス大使を

通じモロトフソ連外相に手交された︒しかし︑声明書の

一部が︑あたかもアメリカがクレムリンに会談を呼ぴか

けているが如くソビエトに歪曲されて報道され︑ケナン

一一苧

の企ても︑単なる宣伝として利用されたに終わってしま

一方西側諸国は︑四八年春に二期にわたりロンドンに

ログラム︶をつくり上げ︑西側占領地域に新政府を樹立

集まり︑西ドイツ政府建設のプログヲム︵ロンドン・プ

させる動きを加速させていた︒ヨーロツバの緊迫した政
＾㎎︶
治状況が︑その動きに一層はずみをつけた︒

これに対しケナンは︑ベルリン危機の最中の四八年夏

から秋にかけ︑これまでの彼の立場を全面的に転換させ

る包括的なドイツ問運処理案を提示した︒PPS三七及

び三七／一がそれである︒便宜上﹁プログラムA﹂と名

づけられたこのドイツ再統一提案の内容の骨子は︑国際

管理の下で全ドイツの選挙を行ない︑ドイツ臨時政府を

樹立し︑それと同時に軍政を終わらせ︑全占領軍は特

定の地域−米軍はブレーメン︑英軍はハンブルク︑仏軍

はラインラント︑ソ連軍はヅユチェチンーにまで撤退す

る︑ドイツの非軍事化・非武装化は維持するというもの
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であった︒その主な利点として︑ヨーロヅバの現在の分

割線の凍結を回避できること︑アメリカの威信の喪失な
しにペルリンから撤退でき︑ソ連軍も自国の占領地域か
ら引き揚げるから︑かくてペルリン間題の解決になるこ

と︑ソ連によるペルリン封鎖の結果︑ドイツ国内では親

西側的 感 情 が 高 ま っ た か ら ︑ た と え 軍 政 を 終 了 さ せ 中 央
政府を樹立するに至っても︑ドイツの政治状況は西側に

有利なことを挙げた︒また彼は︑当時進行中であった北
大西洋条約機構︵NATO︶創設のための協議にみられ
るように︑封じ込め政策の軍事化も不安の的であった︒

そういった軍事同盟は分割を固定化し︑﹁衛星国群の最
終的なヨーロツパ共同体への統合を紛糾させるだけだ︒﹂

一方プログラムAは︑﹁ソ連の究極的には平和裏に印央

ヨーロヅバから撤退をする︑そのためのドアの開放に役
立つ︒﹂ケナンは︑クレムリンがすぐにもこの提案を受け

入れるとは思っていなかったが︑将来の交渉の主導権を

このように四八年後半以降︑ケナンは明らかにドイツ

握り︑ソ連にドイツ分割をもたらした黄任を負わせるこ
＾靱︶
とができるとも判断していた︒

問題に関し︑ソ連と積極的に話し合う姿勢に転じていた︒

換したのである︒彼がその対ソ観を基本的に変えたとは

強硬なドイツ分割諭者が︑今や再統一を求める立場に転

思われない︒ただケナンの判断する所では︑一九四八年

に入り︑国際政治は西側に有利に展開し︑ソ連は政治的

退却を行ないつつあった︒しかも目ーロツバの分割を決

定的なものにするばかりではなく︑ソ連の対外姿勢を硬

直化させ︑東ヨーロツバ締め付けの口実を与えることに

なる西ドイツ国家とNATOの建設は︑そのための協議

は行なわれていたものの︑まだ実現していなかった︒従

ってそれらが既成事実となる前に︑対ソ交渉を呼びかけ

るのが良策であった︒但しソ連を交渉の場に引ウぱり出

す環境づくりが必要であり︑それはソ連の威信を損うこ

とのない形で︑アメリカ側がイニシアチヴをとるべきで

あった︒米ソ双方が死活的関心をもつドイツ問題は︑話

し含いの絶好のテーマであり︑プログラムAが︑米ソ交

渉のきっかけをつくることになると期待していた︒さら

に︑ケナンは次のようにも考えていた︒まず︑現在のド

イツ分割という現状がいかにも異常であり︑決して安定

的に永続するとは思っていなかったのである︒そしてそ

の不安定要因の中心は︑統一を求めるドイツ人のナシ目
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ナリズムと予想していた︒また︑確かに現在米ソは軍隊

を駐留させているものの︑いつかはそれも引き揚げなく
てはなるまいとみていた︒特にアメリカが︑ヨーロヅバ

に長期にわたり政治的・軍事的コミットメントを行なう
ことは︑制度的にも気質的にも不可能と観察していた︒

そして東ヨーロッバ諸国を最終的にソ連から政治的に引
き離すためには︑ソ連圏からの離脱後の受け皿が必要で

あった︒統一ドイツを含むヨーロヅパ共同体がその受け
皿であった︒そしてそのヨーロツパ共同体が政治的に米
ソから自立しているのが好ましいのであった︒ケナンは

東ヨー 回 ヅ バ 諸 国 の ナ シ 冒 ナ リ ズ ム を 信 頼 し ︑ 文 化 的 に
ソ連より優越しているこれらの国々が︑現状に苛んじ続

けるとは思っていなかった︒コーゴスラビアの例は︑大
石︶
きな励ましであった︒

しかし︑このケナン構想に対する国務省内の反応は芳
しいものではなかった︒八月末まずヒヅカーソン﹄o巨
O・雪oぎ︑眈昌ヨーロツバ局局長が︑﹁・⁝：西ヨーロッバ

が現在より経済的にも軍事的にも強カになるまで︑−−：

︹ケナン︺提案に沿ってドイツの統一に同意するのは極
めて危険と恩われる﹂と述べ︑反対する意向を示した︒

次いで経済間題担当次官補の特別補佐官ラインスタイン

シャル．プランに否定的影響を与え︑共産主義の浸透に

盲o毛窃−・射9易置目は︑プログラムAの実現は︑マー

有利な経済状況をもたらすだろうから︑現時点では︑西

ヨーロヅバ．システムの一部としての西ドイツを発展さ

せる方が賢明だろう生言明した︒さらに占領地域担当次

官補ザルツマン9胃一g申ω葦・昌竃も︑ソビエトが自

由なドイツ政府に圧カを行使しないという保証は何もな

いから︑アメリカは︑占領軍の撤退という危険をおかす
石︺
ぺきではないと語り︑やはりケナン構想に異議を唱えた︒

不評であったのは︑国務省内にとどまらなかった︒OM

GUSのクレイもマーフィーも︑それぞれ冷淡なコメン

トを寄せただけであり︑ケナン案に同調しなかった︒こ

のようにプログラムAに関し横極的な賛成が得られない

状況を受けて︑ロプェヅト射oσ①津＞．■oく①ユ次官は︑

＾㎎︶
二一月ケナン案の再検討を命じ︑ひとまず却下した︒

ところでこの夏国務省内では︑大戦終結後のアメリカ

の対ドイツ政策を総括した﹁国務省政策文書U︷彗彗？

鼻O︷ω蟹庁①勺O＝︷望算O昌彗ごが作成されていた︒こ

の文書の調子は︑ロンドン・プ回グラムに沿って西ドイ
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ツ政府を樹立させることが︑当然かつ必要であるという

ものであった︒従って長期的なドイツ分割を予測してお
＾柵︶

り︑その前提に立った上での将来の政策を立案するよう

呼ぴかけていたのである︒ケナン的見解が省内では少数
派に転落していたことがわかるが︑皮肉にも今や多数派
を形成する見方が︑かつてケナンが懸命に主張したそれ
であった︒

↓ プログラムAの最終的挫折
︵
■四九年一月︑マーシャルの後任としてアチソンUo竃
o■＞o5ω昌が国務長官に就任した︒アチソンが就任早
々︑どの程度ドイツ問題について識見を持っ・ていたのか
＾榊︶

明確ではない︒ただ少なくともこの年の半ぱに至るまで︑

一月末に国家安全保障会議は︑対ドイツ政策研究のた

彼はケナン構想を全面的に放鰯していなかった︒

＾竺

めの下部委貝会として作業グループを設置し︑ケナンを

その長に任命した︒彼は︑再び自分の構想を持ち出す場
を与えられたのである︒ケナンは二月上旬のぺーパーで︑

次のように述べた︒アメリカは︑ドイツのヨーロッパ連
邦への編入を支持するし︑ヨーロツバ連邦国間の緊密な

協カにも賛成だ︒しかし︑これは基本的にヨーロツバ人

の間題である︒アメリカとしては︑外国の支配に黄縛さ

れない︑自由に発言する権利をもつヨーロヅバを期待し

ている︒彼は︑長期的には米ソから独立したヨーロツバ

の出現が望ましいと考えていた︒その一ヵ月後︑視察の

ためドイツヘ発つ直前のぺーパーでは︑西ドイツ政府建

設がドイツ人のナシ目ナリズムを高揚させ︑ヨー回ヅパ

連邦に入り切らないドイツ再興を求める運動の中心にな

りかねないと響告した︒そこで彼は︑分割の最終化を意

味する西ドイツ政府ではなく︑﹁暫定的に西ドイツ行政
＾蝸︺
機関﹂の設置を捷案した︒

国務省内では︑もちろんロンドン・プログラムの早期

履行を求める意見は圧倒的であった︒またこの年の二月

には︑ロンドン・プログラムに従って︑ボンで西ドイツ

憲法となるぺき基本法が作成されていた︒また英米の合

同占領地域と仏の占領地域との統合の協議︑或いは新た

に樹立される西ドイツ政府と三国占領軍との関係を規定
＾柳︺
する占領法規の間題の検討が︑三国間で進行中であった︒

ビーム言8σ冒民S目中央ヨーロヅバ課課長は︑ヒッ

カーソン︑マーフィー︑ラインスタインらと共に︑西ド

イツ政府の﹁可能な限り早い樹立への遜進﹂を主張し︑
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竈︶

これには即座にマーフィーが︑ロンドン・プログラムに

定ではないのではないか﹂とコメントしていたのである︒

としない︒それはむしろクレイ将軍の考えで︑政府の決

イツ政府或いは国家の樹立をみる決定に至ったのか判然

の論理に説得されたといい︑﹁自分は︑どうやって西ド

ぺきは︑アチソンの反応であった︒彼は︑殆んどケナン

機関の設置にメリヅトがあると反論した︒ここで注目す

に遅すぎる﹂という批判に対して︑尚も暫定ドイツ行政

イツ政府樹立に関する立場をアメリカが変えるには余り

三月九日の国務省首脳会議の場で︑ケナンは︑﹁西ド

ラムAが来たるべき外相会議で提案されるようなことに

べきではないのであった︒改めてビームも︑もしプログ

確定していた︶︑西ドイツ政府樹立の延期を受け入れる

た近い将来︑四大国の外相会議が開催されることはほぼ

間で封鎖解除をめぐって話し合いが行なわれており︑ま

ルリン封鎖の解除との引き換えに︵折りから当時︑米ソ

沿って︑統一が回復される最善の保陣﹂なのであり︑ベ

西ドイツ政府樹立こそ﹁アメリカの政策と一致する線に

ーによると︑﹁ドイツがもし再統一されるようならぱ﹂︑

見解を盛り込んだ文書をアチソンに提出した︒マーフィ

うに思われた︒これに対しマーフィーは︑省内の主流的

勢は比較的柔軟で︑ケナンの帰国報告を期待しているよ

至る経過を説明し︑﹁これは断然政府の決定であり︑一

なれぱ︑﹁現在の西側のプログラムに大きな亀裂が生じ︑

ケナンと対立した︒

地方の陸軍指揮官によるものではない﹂と反発した︒ア

予想した︒万が一プログラムAが外相会議で賛同された

としても︑﹁それは︑他の領域︑特に経済において多くの
＾g
未解決の間題を残すだろう︒﹂彼はこのように響告した︒
壼︶
ケナンは三月二九日に帰国報告を行なった︒だが︑英

それがフランスに受け入れられるとは考えられない﹂と

＾珊︶

チソンは︑ケナンの帰国まで対ドイツ政策に関する決定
石︶
を延期する意向を明らかにした︒

題協議のため三月末ワシントンを訪れるはずであった︒

仏両外相との会談を直前に控えたアチソンが︑三一日に

ところでペビン向昌Φ9困ω三冒︑シューマン勾oσ⑰ユ

そのためにアチソンは︑アメリカの対応策を一応決定し

トルーマンに提出︑承認を得た覚書は︑マーフィーらの

留巨昌彗英仏両外相は︑北大西洋条約調印とドイツ問

ておかなけれぱならないと感じていたであろう︒彼の姿
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ラムは捨象されるぺきではない︒彼は以上のように述ぺ

いはソ連の反対が予想されるからといって︑このプログ

から修正があろうとも︑基礎として役立とう︒L英仏或

ンが︑ロンドン・プログラムについて︑﹁ベルリン封鎖

た︒五月一一日にアチソンが駐英大使に宛てた書簡では︑

進言を全面的に取り入れたものだった︒そこではアチソ

の解除もしくは四ヵ国の占領地域へのドイツ政府樹立に

彼が尚もプログラムAを完全に放棄していないことを示

ケナン構想に賛同することを明らかにしたのだ︒来たる

信頼厚いジェサヅプ勺巨吾Oこ轟ω毛無任所大使が︑

まずケナンが改めて覚書をつくった︒次いでアチソンの

で︑その後一ヵ月半近くも検討が続けられたのであった︒

だ下していなかった︒現にこの問魍は尚も国務省︑軍部

へ傾いていたと思われる︒だが彼は︑最終的な決定をま

この時期に至りアチソンは︑ケナン構想に否定的方向

地域の合同︑占領法規が︑会議後発表されたのであった︒

家建設への段取りが確認されたのであり︑また三国占領

ろロンドン・プログラムに沿った遅滞のない西ドイツ国

でも︑プログラムAは提出されることはなかった︒むし

のアメリカの政策の変更と受け取られかねず︑ヨーロッ
＾雲
パ世論に動揺を与えようと響告した︒

における軍隊の再配置の可能性﹂である︒それは︑従来

は反発した︒彼が唯一納得できない点は︑この﹁ドイツ

ことを伝えたからである︒この書簡をみせられたベピン

の駐留地からの撤退の可能性にコミットメントしている

重要だ﹂と述べ︑プログラムAの根幹というぺき占領軍

ドイツの統一の促進と西側とドイツの統一の促進にとり

置の可能性は︑重要な利点をもっている︒−−・それは︑

におけるプレゼンスを終了させる効果をもつ軍隊の再配

を東方へ除去させ︑おそらくは彼らの東ヨーロッパ諸国

に高い代償であろう﹂ことは認めつつも︑﹁ソビエト軍

＾砧︺

関する交渉の目的のために延期されたり︑中止されるぺ

す︒アチソンは︑﹁ドイツからの米英軍の撤退は︑余り

ぺき外相会議を前に︑﹁アメリカの政策形成は︑最適の

一方その頃ワシントンでは︑軍部がプログラムAに反

︵鴉︺

らである︒従って三一日に始まった英米仏三国外相会議

きではない﹂と明言し︑その早期実行を確約していたか

プログラムを供与することを求めるべきである︒﹂プロ

対する意向を明らかにした︒ジ目ンソン■g尻＞こo3−

＾則︺

グラムAは︑﹁ワシントンにおける英仏との合意の襯点
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までの努カの延期もしくは放棄を引き起こす1であり︑

もう一つは西ドイツ国家建設である︒﹁慎重な分析の結

咀昌国防長官は︑米英軍の撤退は軍事的観点から好まし
くなく︑ソ連軍の攻撃の揚合︑敵国に有利に展開するだ

果﹂︑後者が健全で賢明な政策であると思われる︒また

えない︒﹁⁝世界で最も危険なことは︑その履行をソ

米軍の駐留は絶対に必要であり︑撤退は現時点ではあり

ろうと懸念を表明した︒彼は︑ドイツの安全は西側軍の

プレゼンスにより維持されているのだとカ説した︒アチ
ソンの述懐によると︑軍都の反対後︑彼のプログラムA

ビエトとの協カと善意に頼る協定を再ぴ結ぶことであ

＾駅︶

への﹁関心は薄れていった﹂のであった︒さらに決定的

る︒﹂アチソンは︑パリでソ連に何ら譲歩する余地のな

いことを明言したのであった︒

＾60︶

であったのが︑プログラムAがマスコミで報道され︑そ
れに対してみせた西ヨーロツバ諸国の否定的反応であっ

翌五月二〇日ケナンはアチソンに︑プログラムAの最

終的挫折を宣言する覚書を提出した︒米英仏には︑﹁こ

た︒ワシントンはすぐに記事の打消しに努め︑﹁アメリ
カは︑目ーロヅバで自国の影響カを弱めるような米箪の

のドイツ問題を動的な観点より静的なそれで捉える傾向

＾駆︺

撤退︑もしくは配置を支持しない﹂と約束した︒また五

がある︒﹂アメリカは︑ソビエト軍の撤退への無関心︑

結論

ケナンの主張は非常にユニークに思われる︒ というの

四

一た
聖︒
はこのように述ペ︑．
フロクラムAの終結を宣し

歩で捨てさられてしまい︑その論理も崩壊した︒ケナン

の﹁本質﹂は︑少しずつアメリカ側の考えや英仏への譲

返しを食うのではないか︒何れにしても︑プログヲムA

米軍の再配置への消極さ等により︑いつか手痛いしっぺ

月上旬に寄せられたクレイの意見も断然反対のそれであ
った︒ケナン提案では︑﹁アメリカは戦闘に勝ったのに﹂︑

﹁あたかも敗北した如く休戦条約を書いているようだ︒

それは︑共産主義と自由との間の終わりのない永続的な
＾娑
闘いの中でアメリカを不利な立場に置く︒﹂
大勢は決した︒アチソンはパリ外相会議を四日後に控ー
えた一九日︑上院外交委員会に出席︑証言を行なった︒

その内容は極めて明快だった︒ドイツには二つの選択肢
がある︒一つは統一ドイツー必然的に︑西側諸国のこれ
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も︑かつてのドイツ分割論者・対ソ封じ込め論者が︑今
や再統一論を唱え︑ソ連との話し合いに極めて積極的な
姿勢に転じたからである︒だがケナン自身の述懐lJ．
L・ギャディスもそれを忠実に反復している︑ーによれぱ︑

そこには︑彼なりのある一貫した論理があることになる︒
それに従えぱ︑ケナンの戦後外交構想の第一段階として︑

まずローズヴェルト外交に象徴される ナィ﹁ヴ な対
ソ観︑或いは何ら・かの圧カでソビエトから譲歩を引き出

正確︒で

現実的

な認識を得ること︑第

せると考えたハリマン的アプローチとは訣別し︑ソ連外

交について

二段階として︑中央ヨーロヅバにまで進出してきたソ連
の勢力に対抗するため︑政治・経済的に疲弊←︑共産主

建することにより︑西自ーロツバ諸国に心理的自信を取

義の浸透に脆弱な西ヨー口︐ツバ︵西ドイツを合む︶を再

り戻させ︑ソ連に有利に転じて︑いる大陸の勢カ均衡を回

後すること 第三段階として︑ソ連に従来の戦術︑戦略
．では︑もはや浸透できないことを知らしめ︑その上で︑

ソ連とドイツ問題を含む戦後未解決の問題を話し合い︑

できるならぱ政治的にも軍事的にも︑米ソ両超大国から
自立的なヨーロヅバの出現が望ましいこと︑と要約で．き

a︶
よ士つo

従ってこれによると︑ケナンの分割論主張は︑彼の最

終的な目標達成の上での手段に過ぎなかったことになる︒

しかし彼が︑強硬なドイツ分割論を開陳していた四五︑

六年の早い時期から︑四八年以降に展開するような精撤

化された外交戦略を練り上げていたのか必ずしも明確で

はない︒当時のケナンは︑アメリカの対ソ政策︑そして

是正︒に精一杯であり︑その後の政

対ドイツ政策に深刻な疑問と不満︑懸念を抱いていた訳
であるから︑その

策までも考え合わせていたのかどうか︑もし考え合わせ

ていたとしても︑戦争末期や終戦直後の彼の政策勧告︑

憎勢分析では全く触れられておらず︑分割の必要性のみ

が強調されていたのであった︒そしてクリフォード報告

への賛成にみられるように︑当時のケナンのタカ派ぷり

は際立った特徴であった︒むしろ彼が︑PPS室長とい

の国際政治状況判断と相侯って︑その外交戦略が出来上

う大局的立場から外交政策形成に取り組む中で︑彼独特

がっていったと理解する方が自然なように思われる︒

ケナンが︑四六年審以降の分割政策推進の上で大きな

影響カを振い得たのは︑やはり何といっても︑ソ連との
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対決の遣を歩み始めていたワシントンの意に沿う内容で

政治的孤立化を示す象徴的な出来事に他ならなかった︒

思われるぱかりではなく︑ケナンのワシントンにおける

︵1︶ 08﹃o官o向・穴竃冨Pミ軸§oぎ︑o蟹−葛S︵氏og〇三

あったからだ︒これに対して︑彼が再統一論に転換した
四八年夏以降の政治状況は︑全く異なっていた︒ワシン
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ω8冒雪彗oq眈︑︑以上三本の論文は︑↓5昌鶉ρ勺go冨昌一

汗山目OO︷OO目斤巴自目5目一川．︑ミ⁝ポ目
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︵2︶

〇四−三五ぺージ︒

邦訳︑前掲書︑二四−二五︑二七−二八︑三六−四二︑

宍彗目嘗一〇︑．ミ︑＝oや−oolHジ彗−8一曽−讐一−畠−亀−

また外交官としても赴任した経験をもつドイツ遡であった︒

九二ぺージ︒彼は︑幼少の頃よりドイツをたぴたぴ旅行し︑

ナン回顧録︵上︶﹄︵読売新聞社︑一九七三年︶︑三八九−

トンでは既に分割論者が多数派を占めていた︒彼らにと
り︑分割政策の当然の帰結である西ドイツ政府こそリス
クの少ない︑安全な方策に恩えたのであった︒ケナンの

論理自体が︑緊迫した国際状況を背景にした場合︑必ず
しも説得的ではなかったのである︒さらに︑ヨーロッパ

の中心地帯に一種のカの真空をつくることが︑そしてそ
こに出現する統一ドイツが︑アメリカの国益に寄与する
ことになるのか︑またそもそもヨーロヅパ諸国そしてソ

連がドイツの再統一を望むのから︑ケナン自身明確に答
えてはいなかった︒アチソンのロンドン・プログラム選
択は不可避であったといわざるをえない︒

ケナンは︑世論︑議会に対し一種軽侮の念を抱いてお
＾蘭︶

り︑職業外交官へ信頼を寄せることを期待し︑柔軟な外

交を展開することを理想としていた︒しかし︑ドイツ分
割．再統一問題をめぐりケナンが四八年後半に到達した

結論が︑その職業外交官を中心に構成される国務省の中
で受け入れられなかったことは︑彼にとり皮肉なことと
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一九七三年︶︑三二一−三四ぺージにある︒

分割・解体論とは全く異質なものである︒モーゲンソーの

﹄﹃︑財務長官の唱える対ソ友好政策の枠組の中でのドイツ
考えについては︑d．ω︑b①o彗斤冒g一gω冨言一︑ミ雨耐s

一
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異がある︒まず第一に︑長文電報に比ぺX論文では︑ソ連

電報とX論文の間には︑内容的に徴妙な︑しかし重要な差

九五二年︶︑一二四−四八ぺージに収録されている︒長文

晋一︑飯田藤次訳︑﹃アメリカ外交五十年﹄︵岩波書店︑

肉雨ミ§§呉き雨qミ︑＆い︑ミ事︵以下︑向qいとして引用︶一
Hぎoo書ミ§雨ミo§㊦s︐oミら勺﹂昌−；oo及ぴ︑勾qい
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ワ蜂起に対するソ連の冷酪な仕打ちが明らかになるや︑ケ
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外交に占めるイデオロギー上の役割がより強調されている︒

具体的にアメリカの対抗策を説いた︒第三にX論文では︑

性を指摘し︑尚も漢然としているものの︑長文電報よりも

第二に︑X論文はアメリカのソピエト封じ込め政策の必要

ナンは︑明確に勢カ範囲政策を主張するぺーバーを著わし
ている︒
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封じ込め政策の結果︑ソ連権カの崩壊︑温和化の可能性が
肴及されていた︒
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