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核兵器保有によるイギリス外交の自立性への影響
インドシナ和平問題とスエズ危機を事例として―

―

福本ひかる

（宮岡研究会 4 年）
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おわりに

はじめに
核兵器が冷戦にもたらした影響は大きい。「核による平和」という言葉はリア
リズムにおける核抑止論の象徴的な考え方と言える。「核兵器をどのように用い
て戦争を抑止するのか、あるいは万が一戦争になった際には、これが全面核戦争
にエスカレートすることをどのようにして防ぐのか」1）というようなアメリカと
ソ連の核戦略の研究は冷戦期の安全保障、ひいては国際政治における大きな課題
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であった。
しかしながらこの論文ではアメリカとソ連の二大国に続き、三番目の核保有国
となったイギリスの核保有と外交に着目したい。アメリカとソ連の核開発に注目
が集まる中で、
「それ以外の国はなぜ莫大な費用を投じて核を開発したのか」に
関心があったからである。
第二次世界大戦後のイギリスの国力は疲弊していた。かつての大英帝国はその
影響力を失い、反植民地主義の機運の高まりやドル不足による財政難など、イギ
リスの抱える問題は山積みであった。このような苦しい状況の中でイギリスが核
兵器を持とうとした理由は、軍事的な目的の他に、アメリカへの影響力を確保し
外交的な自立性を高めるため2）だと指摘されている。さらに、先行研究において
は実際の核兵器の効果として、「核兵器はイギリス外交のアメリカからの自立性
を高めた」としている。
先行研究を踏まえ、本研究では「イギリスの核保有はイギリス外交のアメリカ
からの自立性を高めたか？」を問いとする。しかし、先行研究の結論とは異なり、
この論文では「核兵器はイギリス外交のアメリカからの自立性を高めることに影
響しなかった」という結論を提示したい。核兵器を持つ動機と核兵器の実際の効
果には乖離があり、この差に注目し、核兵器の外交への実際の影響を精査するこ
とは安全保障上重要だと考えるからである。また、イギリスとアメリカの核戦力
には大きな差があり、イギリスの核がアメリカからの自立的外交に影響をもたら
すほどの力があったか、という点も疑問だったからだ。
この結論を導くために、 2 つの事例を取り上げた。冷戦期においてイギリスが
アメリカと対立し、自立的外交をする必要があったインドシナ和平問題とスエズ
危機である。当時のイギリス外交の中心的人物であったイーデン（Anthony Eden）
の回顧録や議会での発言記録などを参考に、核を持つ動機と核を持ったことによ
る実際の影響に区別をつけながら、核兵器とイギリス外交の関係を検討していく。
最後に、この論文の構成について言及する。本論文は、第Ⅰ章では研究テーマ
の概要を説明した後、先行研究の批判的考察を行い、問いを抽出した上で、本論
文の仮説を提示する。そして仮説を検証するための独立変数と従属変数の概念を
定義する。さらに事例研究を行う上での具体的な研究方法について述べる。第Ⅱ
章では、インドシナ和平問題の事例研究を、第Ⅲ章ではスエズ危機の事例研究を
行い、仮説の妥当性を検証する。イギリスの核戦略についてはインドシナ和平問
題とスエズ危機という非常に近い時期に起きた事例を扱うため、一部重複するが、
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できる限り事例が起きた段階での核戦力で検討するよう努めた。最後に本論文の
まとめと含意を提示する。

Ⅰ

問題提起とアプローチ

本章では、核兵器のイギリス外交への影響に関する先行研究の批評と問題提起
を行い、本論文における研究上の仮説とアプローチを設定する。第 1 節では、研
究テーマである核兵器と国際政治の関係性について記述する。第 2 節では、先行
研究を批評し問題提起を行う。第 3 節では、本論文における仮説と研究方法を設
定する。

1

研究テーマ：核兵器と国際政治

核兵器はその巨大な破壊力から、国際政治に大きな影響をもたらす。国が「核
を保有する」という事実が外交を大きく変化させるのである。特に水爆の開発は
飛躍的に大きくなった破壊力を小さな弾頭に搭載することを可能にし、わずか30
分で大陸間戦争が勃発するシナリオを完成させた。
ナイ（Joseph Nye）とウェルチ（David Welch）は水爆がもたらした政治的影響
に以下の 5 つを挙げている。 1 つ目に限定戦争の概念の復活である。 2 つ目は危
機が大戦争に代わって決定的瞬間となったこと、 3 つ目は抑止がカギを握る戦略
となったことである。 4 つ目は超大国間の慎重に基づいた連携が誕生したこと、
最後 5 つ目は核兵器、特に水爆はほとんどの当事者によって、戦時に使用不可能
であるとみなされるようになったことである3）。核の存在が、戦争へのリスクを
大幅に増大させたのである。
アメリカとソ連、いずれも核兵器を保有する超大国が対立する冷戦期に注目し
よう。冷戦が熱戦とならなかった原因を核による「恐怖の均衡」と指摘する研究
は多い。核の恐怖が未来を映し出す「水晶玉」のような効果を持ち、各国の外交
に慎重さを生み出したのである4）。核が使用されれば人類の破滅に繫がりうる。
そういった意味では核兵器の生み出す悲劇的な破壊に見合う政治目的はほとんど
ないと各国指導者が考えるのは自然な流れである。冷戦期に起きた「恐怖の均衡」
は国際政治におけるバランス・オブ・パワーの特殊な形態とも言え、リアリスト
は核がもたらす抑止効果を指摘している。
一方で、使用されれば、「核の冬」を到来させる巨大なパワーを持つゆえ、国
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際社会では核軍縮も大きな議題である。1963年に国際連合で採択された核拡散防
止条約では国連常任理事国でもある 5 カ国以外の核の保有を禁止している。しか
し、北朝鮮の度重なる核実験など、条約に反した行為は現在でも多く見られ、な
らず者国家による核の使用は冷戦後の国際社会にとって新たな火種となっている。
この論文で注目するイギリスもまた核拡散防止条約の被許可国として国際的に
核の保有を認められている。冷戦期と言えば、アメリカとソ連の核戦略が注目さ
れがちではあるが、イギリスの核開発は第二次世界大戦時から始まっていた。イ
ギリスは1952年にモンテベロ諸島、西オーストラリア間のサンゴ礁にて最初の核
実験をしており、その後、2017年現在215発の核を持つ世界第 5 位の核保有国と
なっている。

2

ベル「大胆化を超えて」
（2015年）

この論文では核の保有による国家の外交政策への影響をテーマとした先行研究
として、ベル（Mark Bell）の研究を取り上げる。ベルは核の所持がどのように国
家の外交政策に影響を及ぼすかという問いについて、影響を類型的に分けた上で
1955年以降のイギリスの外交政策を事例として取り上げている。ベルによれば、
イギリスの外交戦略における核兵器の役割について、攻撃性や拡張的行動を高め
るような働きは認められず、第二次世界大戦後疲弊していた国家の国際社会にお
ける地位やパワーの維持に用いられたとしている。これは、イギリスがアジアや
中東、ヨーロッパ諸国との関係について、通常兵器によるコミットメントを抑え、
代替として核兵器の抑止効果を利用することで、経済的なコストを抑えながら影
響力を高める、といった働きを指す。
また、この核兵器の効果に加え、ベルはイギリスがアメリカからの自立的な行
動を取るために核兵器を利用したことを強調している。1951年のアングロ・イラ
ニアン石油会社の国営化、1945年から1951年のスエズからのイギリス撤退を要求
するエジプトに対する外交、1952年のサウジアラビアによるブライミの占領、
1956年のスエズ危機、そしてオマーンとジョーダンでの危機という 6 つの事例を
取り上げている。しかし、最初のアングロ・イラニアン石油会社の国営化の際に
は、イギリスは「一国で行動する準備をしていなかった」5）のに対して、1955年
以降の事例では同盟国アメリカから距離を取った立場や政策を表明したとしてお
り、その後ろ盾には核兵器があったという。
これらのベルの指摘は次の 2 点において、優れた研究であると考えられる。 1
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つ目は、ベルは核兵器が外交に及ぼす影響について、攻撃力の増加、拡張主義化、
自立性の増加、同盟の強化、強硬路線化、妥協を導く効果の 6 つの類型に分類し、
さらに国家によってその影響には差が出るものとしている点である。これはベル
自身も述べているが6）、核による影響に国家間での差はないものとする先行研究
が多い中、核兵器のより具体的な国際社会での役割を考察する上で役立つもので
ある。
また従来、核兵器の役割というと、冷戦期の米ソ間に見られたような相互確証
破壊に代表される敵対する核保有国同士の抑止効果や核の傘理論が注目されがち
である。しかし、ベルはアメリカと相互確証破壊状態に持ち込む必要がない同盟
国であるギリスの外交政策への核の影響を取り上げている点が二つ目として挙げ
られる。
一方でイギリスの外交政策において実際に核兵器が直接的にどのくらい自立的
政策や行動に影響していたかについては曖昧である。「アメリカの経済的な圧力
7）
については核兵器の所持は万能ではなかった」
、とあることから、アメリカの

ような大国にとって優先順位の高い国益に関わる事例の場合、国力的に下位の同
盟国の核の所持はあまり意味をなさないとも解釈できる。また、イギリスとアメ
リカは共に冷戦時西側勢力であり、表向きには対立していないため、核戦争を想
定する相手ではないことはあるにしても、両国の核戦力の非対称性については述
べられていない。しかし、当時のアメリカの核戦力とイギリスの核戦力には大き
な差があった。弾頭数については勿論であるが、技術力にも乖離があり、この差
を検討しないことは核兵器の効果を示すうえで不十分であると言える。以上のこ
とから、この論文ではイギリスの当時の核戦力を具体的に検討しながら、「イギ
リスの核兵器保有はイギリス外交のアメリカからの自立性を高めたか」を研究す
る。

3

仮説提示と研究方法

本節では、前節で設定した問いに関する理論を紹介し、次にこの論文における
仮説、研究方法を提示する。ウォルツ（Kenneth Waltz） によれば、「核兵器は国
家の行動をより慎重にする」ものであり、多くのリアリストが核兵器による抑止
効果に重点を置いている。また、リアリズムの傾向として、核兵器の国家への影
響は単一的で、出の国家に対しても同じ効果があるとする傾向が強い。
一方で、サガン（Scott Sagan）は、国家が核兵器を保有する目的として、以下
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の 3 つのモデルを挙げている。 1 つ目は、「安全保障モデル」である。これは国
家がアナーキーな国際社会において自助の為に大量破壊能力のある核兵器を持つ
ことである。大量破壊能力を相互に持つことにより、互いを抑止する効果も大き
い。また、自国だけでなく主要な同盟国へのコミットメントを高めることも出来
るとされている。 2 つ目は「内政モデル」である。このモデルでは核兵器を政治
的な手段として想定し、国内の官僚政治を推進するために使うとされる。 3 つ目
は「規範モデル」である。核兵器のシンボル的な役割を強調するモデルである。
核軍縮が難しいのは「安全保障モデル」「内政モデル」に加えて、核が与える国
際社会での一定的な地位によるものだという。以上の 3 つのモデルは 1 つの核保
有国につき、どれか 1 つのモデルが当てはまるというわけではなく、外交の場面
によって核兵器がもたらす外交への影響はモデルを横断するものだと考えられる。
また、国家によりどのモデルが当てはまるかについては異なる見解が可能なこと
から、リアリストの指摘する単一的効果よりも国内政治事情や対外関係を考慮す
る事ができるという特徴がある。
次に、前節で設定した問いに対し、上記で紹介した諸理論を参考にし、仮説を
設定する。前項で示した通り先行研究では、イギリスの核保有の目的について 2
つの大きな外交的効果を示している。しかし、本研究では、「イギリスの核保有
はアメリカからの自立的外交に影響は及ぼさなかった」との仮説を提示する。独
立変数は「イギリスの核兵器保有」とし、従属変数は「イギリス外交の自立性」
とする。仮説を踏まえ、独立変数と従属変数の概念の定義を行う。まず独立変数
の「イギリスの核兵器保有」とは、イギリスが実際に持っていた弾頭の量と核技
術、破壊能力を指す。また、アメリカの核保有量や技術との相対的関係も考慮に
入れるとする。そして、従属変数の「イギリス外交の自立性」はイギリスがアメ
リカと外交的に対立した際にどのような政策をとったかに焦点を当てる。自立性
に関しては、アメリカと異なる政策を打ち出し、さらにそれが成功した場合を自
立性が高いとし、アメリカと異なる政策を取ることに失敗し、譲歩せざるを得な
い状況になった場合を自立性が低いと定義する。
以上の仮説について本稿では事例研究によって検証する。事例として第Ⅱ章で
はインドシナ和平問題（1946年～1954年）を、第Ⅲ章ではスエズ危機（1956年）を
扱う。これら 2 つの事例においてアメリカとイギリスは対立し、両国が築いてき
た「特別な関係」は危ういものとなった。当時のイギリスが国益を守るためにア
メリカから自立的な外交政策をとろうとしたこれら 2 つの事例における核兵器の
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図1

仮説のアローダイアグラム

【独立変数】
イギリスの核保有

【従属変数】

（核保有量・核技術）

イギリス外交の自立性

出所：筆者作成。

影響を検討することは仮説の立証に有効であると考える。これらの事例研究につ
いて、本稿では資料としてイギリス政府による外交記録、国際機関による核兵器
に関するデータ等を中心に扱う。

Ⅱ

事例研究①：インドシナ和平問題（1946～1954年）

本章では、インドシナ和平問題を事例としてイギリスの外交政策の分析をする。
第 1 節においては、インドシナ和平問題の背景と当時のイギリス外交における課
題を説明する。第 2 節においては、独立変数である「イギリスの核兵器保有」の
変化を分析する。第 3 節では、従属変数である「イギリス外交の自立性」を検討
し、第 2 節で分析した核保有との関係について述べる。

1

イギリス外交の課題とインドシナ和平問題

本節では当時のイギリス外交の課題を踏まえた上でインドシナ和平問題の背景
説明を行う。イギリス国内では1951年10月の総選挙でチャーチル率いる保守党が
勝利をおさめ、第 2 次チャーチル政権が発足し、1955年まで政権を担うことと
なった。チャーチル首相の下で外相を務めたのは後の1955年 4 月に自らも首相に
なるイーデンである。イーデンにとっては 3 回目の外相就任であり、老衰してい
たチャーチルの政権の下、彼はイギリス外交において大きな役割を占めていた。
イーデンが外相の座に戻ったことで、「イギリスは再び世界で重要な役割を担
うであろう」という国民の期待は高まったという8）。しかし、チャーチルとイー
デンが政権を一旦離れた1947年当時とイギリスの置かれた状況はかなり異なって
いた。1945年 7 月にはイギリスはポツダム首脳会談に出席し、アメリカやソ連と
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並ぶ「三大国」の一角を占めていたのが、1951年にはヨーロッパ諸国の一国に成
り下がっていたのである9）。
チャーチルやイーデンはこのような厳しい状況の下でイギリスが「世界大国」
として国際社会への影響力をどう維持するかという問題を抱えていたと言える。
インドシナ和平問題はチャーチル政権下で抱えていた具体的な問題の 1 つであ
る。まず歴史的な背景を簡単に記述すると、インドシナ戦争は1946年末にフラン
ス領インドシナ（ヴェトナム、ラオス、カンボジア）で起こった独立戦争である。
農村部のゲリラにより苦戦を強いられていたフランス軍が敗北の瀬戸際に立つ中、
この戦争の対処めぐって、英米は対立した。アメリカのアイゼンハワー大統領は
「中ソと連携したホー・チ・ミン軍の勝利はインドシナ半島の共産化にとどまら
ず、ドミノが次々に倒れるようにインドネシアやフィリピン、さらには台湾、日
本、オーストラリア、ニュージーランドまでもが共産化の危機に瀕することにな
る」10）とし、全面的な極東の共産化を防ぐには、インドシナを死守することが肝
心であるとした。いわゆる「ドミノ理論」である。戦争が始まった当初、フラン
スの植民地主義を批判し、援助に消極的であったアメリカが中華人民共和国の成
立を受け、態度を一変させたのである。アイゼンハワー政権は集団防衛に際し、
イギリスに協力を要請した。しかし、チャーチルはインドシナ戦争について「フ
ランスが自助努力で解決すべき問題だ」11）と協力を拒否した。また、イーデンと
アメリカの国務長官ダレス（John Foster Dulles）も度重なる会談で対立姿勢を明
確にした。イギリスのイーデンは共産主義諸国との対話によって解決を試みたの
に対し、アメリカのダレスは「圧倒的な軍事力を背景にインドシナに本格的な軍
事介入を行い、共産主義勢力を打倒する」12）ことを望んでいたのである。反共意
識の強いダレスは軍事介入によって共産勢力を排除することを期待していたが、
軍事力の効用に依存し、安易に軍事力行使に走ろうとするこのような態度にイー
デンは苛ついていたという13）。
インドシナ戦争をめぐる英米の関係悪化はそもそも両国の共産主義への脅威認
識やその対処手段の違いに深く根差していたとされる14）。アメリカが西側諸国の
リーダーとして反共イデオロギーに依拠した強気の外交政策を繰り広げたのに対
して、イギリスはアメリカの核先制攻撃による全面戦争を恐れていたのである。
アメリカが西側陣営全体の反共化を求めたのに対して、イギリスはこの戦争をエ
スカレートさせて自らが巻き込まれる事態を避けたかったのである15）。
以上みてきたようにインドシナ和平問題はイギリスとアメリカの共産主義への
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表2

イギリスの核実験年表

1940年

原爆生産の可能性を検討する科学者委員会の設置

1943年

アメリカのマンハッタン計画に参加

1946年

原子力研究所の設置、独自の原爆開発計画を推進

1952年

オーストラリアのモンテベロ等で原爆実験に成功

1953年

エミュー（オーストラリア）での核実験

1957年

クリスマス島で水爆実験に成功

出所：広島平和記念資料館「核兵器の開発」2011年 8 月、http://www.pcf.city.hiroshima.jp/Peace
/J/pNuclear1_1.html、Federation of American Scientists, Status of World Nuclear Forces,
2017, https://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces/ を基に筆者作成。

脅威認識の違いを浮き彫りにする事例であった。次の節ではイギリスの平和的解
決を望む外交に核兵器が影響を与えたかを検討していきたい。

2

イギリスの核兵器保有（独立変数）

本節ではイギリスの核保有の変遷についての分析を行う。まず、イギリスの核
実験について広島平和記念資料館や米科学者連盟（FAS）のホームページを基に
表 2 を作成した。
表 2 の年表から1952年には初の原爆実験に成功し、イギリスは事実上の核保有
国になっていたことが分かる。イギリスの核開発は当初マンハッタン計画に参加
していたことからも分かるようにアメリカとの共同開発路線を取っていた。しか
し、1946年 8 月にアメリカでマクマホン法として知られる他国との情報共有を禁
止する法案が可決したこと16）から1946年以降、少なくともこの法が廃止される
1954年までイギリスは独自の核開発を行っていた。
図 3 はイギリスの核保有量の推移を示したグラフである。1952年に初の原爆実
験に成功して以来、イギリスの核保有量は1953年時に 1 弾、1955年に10弾となっ
ている17）。一方、アメリカは1952年時点ですでに841弾もの核弾頭を保有してお
り、1955年には2422弾とわずか 3 年で2.8倍も核保有量を増やしていたとされ
る18）。この保有数だけを見て分かるように、イギリスとアメリカでは核戦力に大
きな差があった。
技術面については、1952年の実験で用いられた原爆は第二次世界大戦時にアメ
リカが長崎に落としたファットマンのコピーであった。英国の核戦力はアメリカ
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図 3：イギリスの核保有量の推移
図 ３ イギリスの核保有量の推移

出所：原子燃料政策研究所「世界の核兵器の現状」2016年 9 月、http://www.
出所：原子燃料政策研究所「世界の核兵器の現状」2016
年 9 月、http://www.c
cnfc.or.jp/j/state/ より筆者作成。

c.or.jp/j/state/より筆者作成。

から購入したポラリス潜水艦ミサイル（SLBM）を中心に構成されており、数的
には米ソに到底及ばなかったが、「ソ連の対英国攻撃を躊躇させる『最小限の抑
止』として位置づけられていた」19）という。しかし、実際は島国のイギリスに対
するソ連の軍事的な脅威は間接的であり、「国家的威信や外交発言力」を意識し
た側面があった20）。前章で述べたサガンのモデルで言えば第三の「規範モデル」
にあてはまる。
次にイギリスの核政策について、外交政策の中心的人物であったイーデンの回
顧録を参考に、その狙いを分析する。そもそも、戦後イギリスの原爆製造は労働
党によって秘密裏に進められた。これについてイーデンは「労働党政府が原爆を
作ったことは確かに正しかったし、この事実を支持者たちにも隠していたのは賢
明だっただろう」21）と評価している。そして彼は自国の科学者たちの業績につい
ても評価したうえで、原爆実験の成功と同様、水爆の製造にも成功するだろうと
いう確信を持っていた。
また、水爆実験に成功すれば、イギリスは「この最も強力な核抑止力をもつ世
界三大強国の一つとなるはずだ」と自信をもっていたのである22）。自身が用いた
「抑止力」という言葉については「イギリスの島々に、水爆や原爆のストックと
これらを運ぶ手段を所有、管理するようになれば、国民を奇襲攻撃から安全に守
る可能性は増えるだろうと私は考えた。またそれによって、他国の野心に影響力
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23）
を与えることもできよう」
と補足している。このことから、イーデンは当初、

イギリスが核保有国としてアメリカとソ連とならぶ影響力を持つことを期待して
いたと言える。これは本章 1 節で述べたイギリスの地位に自信を持っていたイー
デンの態度と一致する。
以上の点からイギリスは核戦略について、1953年に 1 発の核弾頭を所持したこ
とから始まり、数的にはアメリカとソ連を大きく下回っていたものの、自らが第
三の核保有国として大きな役割を果たすという期待感を少なからず持っていたと
考えられる。しかし、ここで注意しておきたいのはあくまでも核兵器を持つこと
によって期待される効果（動機）と実際に及ぼした効果が一致するとは限らない
ということである。次の従属変数の変化では核兵器が実際にイギリス外交の自立
性に効果を及ぼしたのか検討する。

3

イギリス外交の自立性（従属変数）

本節ではインドシナ和平問題を中心に、原爆実験に成功した1952年から1955年
にかけてのイギリス外交の自立性を検討し、核兵器との関係性を検討する。
まず、そもそもイギリス外交の自立性があったかどうかという点に注目したい。
圧倒的軍事力による強硬的措置を主張したアメリカに断固として反対し、結果と
してイーデンはインドシナ和平をめぐるジュネーブ会議をソ連のモロトフ
（Vyacheslav Mikhailovich Molotov）外相と共同開催し、粘り強い外交交渉の末にイ

ンドシナ戦争休戦に導いたのである。この外交成果は国際紛争解決における「イ
ギリスの自立的な外交政策の最後の提示」24）と言われた。この経過を踏まえると、
インドシナ和平問題においてイギリス外交はアメリカと異なる外交政策を採り、
休戦という成功を導いたため、自立性を発揮できたと言ってよいだろう。事例当
時のイギリスの外交は「経験主義的な伝統を背景に現実的な和平外交を展開しよ
うとする」25）ものであった。
では、次に「この自立的外交に核兵器は何らかの効果をもたらしたか」という
ことについて検討をしたい。そもそも、この当時のイギリスの核戦力は前章でも
見てきたように決して進歩的なものではなかった。イーデンが抑止力を得る条件
として挙げた運搬技術の確立も1956年以降のことである。まずこの事実からもイ
ギリスの核保有が外交に与える影響が大きかったと考えるのは難しい。
イーデンは前節でまとめたように、インドシナ和平問題での対立が深まった
1954～1955年にかけて、外交的な対話による解決を主張した。イーデンはダレス
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との度重なる会談の中で、ダレスを外交の「素人」として扱ったという26）。この
時点ですでに核兵器を持っていたイギリスであるが、イーデンはむしろ圧倒的軍
事力を盾に力を行使しようとするダレス、ひいてはアメリカの態度を嫌っていた
のである。外交舞台における彼の自信を裏付けるのは、第 2 次世界大戦でローズ
ヴェルト（Franklin Delano Roosevelt） やスターリン（Joseph Stalin） と関係を取り
結び、五大国としてのイギリスの地位を保った輝かしい経験であり、当時数発し
か持っていなかった核兵器ではなかったのではないだろうか。
また、1954年 4 月13日にイーデンは議会で「東南アジア防衛と原子力エネル
27）
ギー」
という議題において、インドシナの反乱が当事国のみならず、東南アジ

ア、西太平洋全体の平和安全保障を脅かすものとなり得ると発言している。しか
し、この発言に続けて、イーデンはジュネーブ会議が問題の解決を導くだろうと
している。このことからもイーデンはあくまでジュネーブ会議での外交的解決に
こだわりと期待感を持っていたとわかる。さらに、核兵器についてはダレスとの
会談の中で原子力の平和利用についての話題が上がったことを明言しており、ア
メリカの強硬姿勢が核戦争に繫がりうることを懸念していたのである。加えて
チャーチルもまた、
「水素爆弾による世界の破滅を恐れていたが、核戦争はソ連
の核開発の追い上げに焦るアメリカの先制攻撃によって始まる可能性が高い」28）
と考えていた。核戦争を恐れたイギリスの慎重姿勢は敵国ソ連の協調を引き出す
ことに成功した。核戦争を恐れる国際的な風潮をうまく利用したことで、長期的
な交渉で事態を停滞させることに対する批判をかわせたこともイギリスが自立的
外交を進められた要因と言える。
ここまで述べてきたことを踏まえると、インドシナ和平問題においてはイギリ
ス外交の自立性は認められるが、それは核兵器による後ろ盾によるものではない
と結論づけることができる。イーデンの経験に基づく自信や核戦争を懸念する国
際的な風潮を味方につけたことが外交的自立の要因と言える。

Ⅲ

事例研究②：スエズ危機（1956年）

本章では、スエズ危機における事例を検証する。第 1 節においては、事例の背
景を説明すし、第 2 節においては、独立変数である「イギリスの核兵器保有」の
変化を分析する。第 3 節では従属変数である「イギリス外交の自立性」の変化を
分析する。
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1

イギリス外交の課題とスエズ危機

スエズ危機の歴史的な背景を振り返る前に、まずはこの時期のイギリスの外交
的課題について述べる。前章でも言及した通り、イギリスにとって世界的な外交
的影響力の維持は大きな課題であった。その中でも「インドを失った後にイギリ
スの「世界大国」としての地位を保証するのは中東での影響力の維持であった」
と考えられている29）。また、中東の石油はイギリス経済にとって重要な資源で
あったこともイギリスが影響力の維持に固執する原因であった。
スエズ危機はアメリカとイギリス・フランスが勢力圏をめぐって争い、アメリ
カが勝利して世界的な覇権を握った最後の舞台であった30）。発端は第 2 次世界大
戦以前のエジプト独立まで溯る。1936年にイギリスの委任統治から独立を果たし
たエジプトであったが、その独立はスエズにイギリス軍を駐在させるという条件
付きのものだった。15年後の1951年にエジプトはイギリス軍の撤退を宣言し、完
全独立へと踏み出したのである。1952年、青年将校の中心であったナセル（Gamal
Abdel Nasser） は軍事クーデターを起こし、1954年に権力を完全掌握した。アラ

ブ世界の団結を主張し、西側にも東側にも傾向しない全方位外交を生み出したナ
セルは1955年、台湾の国民党政権と断交して中華人民共和国と国交を樹立、チェ
コからの武器購入とソ連への綿花の輸出を始めた31）。
この一連の動きを社会主義への傾斜と捉えたアメリカは1956年にアスワンハイ
ダム建設計画への英・米・世界銀行からの融資を取りやめたのである。資金難に
陥ったナセルは運河の国有化を宣言することでスエズ運河の通行料をダム資金に
充てようとし、スエズ運河の利権を持つイギリス・フランスと対立したのだ。
この時イギリスの首相を務めていたのは、前章に記したインドシナ和平問題で
外交的成功を収めたイーデンである。イーデンは以前から個人的にもナセルを嫌
悪しており、第二次世界大戦の直前にエチオピアに侵攻したムッソリーニ（Benito
Mussolini）と同等視していた 。ナセルのスエズ運河会社国有化を受け、イーデ
32）

ンは軍事力を行使し、ナセル政権の打倒を目指した。
一方のアメリカは軍事力行使に消極的であった。アイゼンハワーが大統領選挙
を控えていることも大きな要因であったし、そもそもスエズの問題について軍事
力行使を必要とするほど切迫したものとして見てなかったのである。
この状況の中、イーデンはスエズ運河会社を共同所有するフランスに接近した。
イギリスとフランスは運河の国際管理と言う妥協案がソ連の拒否権によって却下
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されるとイスラエルとの「共謀」計画に合意し、スエズ運河に侵攻した。しかし、
33）
「最大の問題点はこの計画をアメリカ政府が了承していない」
ということで

あった。国連緊急総会でアメリカを含む諸国がイギリスとフランスの軍事行動を
厳しく非難34）し、紛争の即時停戦を求めると、イギリスとフランスはやむなく
停戦に合意し、運河制圧からわずか 2 か月後には英仏軍は撤退せざるを得なく
なったのだった。
以上を持ってスエズ危機は収束に向かうが、イギリスからしてみれば全くもっ
て自立した外交とは言い難い屈辱的な失態であったと言える。インドシナ和平問
題で成功を収め長く続くと思われていたイーデン政権はわずか 1 年余りの短命政
権に終わってしまった。イーデンの失敗の原因は「イギリス経済のドル依存と世
界政治でのアメリカの影響力の大きさを過小評価」35）したことにある。もはやイ
ギリスの衰退は歴然としており、アメリカという超大国の後ろ盾なしには何もで
きない状況になってしまったのである36）。

2

イギリスの核兵器保有（独立変数）

本節では前章のインドシナ和平問題からスエズ危機にかけてのイギリスの核保
有について説明する。前章の図 3 からも分かる通り、イギリスの核保有量は1956
年に50弾と前年の10弾に比べて格段に増えた。1956年には核の運搬も可能になり、
スエズ危機は核戦略の本格化の時期に起きた。
この時期にイギリスが保持していた核弾頭はブルーダニューブと呼ばれる種類
で長崎に落とされたものと同じタイプであった。1952年に初めて行われた核実験
に使用されたものである。1956年後半にオーストラリアにて行われた実験にて実
用が確認された37）。また、イギリス最初の戦術核レッドベアードの核実験も1956
年に始まった。実際に核弾頭として保有するようになるのは1960年に入ってから
だが、イギリスは1958年にアメリカ・フランス相互防衛協定が結ばれアメリカと
の技術的協力が再開するまでにも積極的な核開発を行っていたとわかる。この積
極的な核開発の成果は後にアメリカに情報共有の価値を見出させることとなっ
た38）。
以上の点から1956年時点でイギリスは核保有量、核技術に関して大きな進化を
遂げていたと言える。また、Ⅱ章の 2 節で示したイーデンが核の抑止力を持つ技
術的条件として挙げた運搬技術に関してもクリアしており、外交に影響をもたら
しても不思議ではない状況であった。
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表４

イギリスの保有核弾頭量内訳
1956年

1962年

50

211

ブルーダニューブ

50

10

レッドバード

RAF

―

70

レッドバード

RN

―

5

イエローサン MK1

―

20

イエローサン MK2

―

86

ブルースチール

―

20

核保有数

（弾）

出典：Bulletin of the Atomic Scientists, “The British Nuclear Stockpile, 1953-2013,” July 1, 2013,
https://thebulletin.org/2013/julyaugust/british-nuclear-stockpile-1953%E2%80%932013
(accessed November 26, 2017) を基に筆者作成。

しかしながら、実際にイギリスの核技術が実用に向けた向上を見せるのは1958
年以降のアメリカとの共同戦略が始まってからだということにも注意したい。表
4 はイギリスの1956年と1962年の核技術の比較である。
表を見ても分かる通り、技術の開発は1956年時点で進んでいたものの、実際に
所有している核弾頭は1953年時と変わらないブルーダニューブのみであった。こ
の核弾頭は当時の技術レベルで言えば小型のものであったが、実用性に優れたも
のではなかった。イギリスが効果の高い二段階メガトン級核兵器の製造知識を持
つようになったのは1958年の春ごろであったとされる39）。
1962年の保有核の内訳を見てみるとレッドベアードに続いてイギリスが所持す
ることとなるイエローサン Mk2はアメリカで設計された B28のコピーである。
また、イエローサン Mk2に格納されるレッドスノーもまた同協定をきっかけに
アメリカから提供された技術情報を基にイギリスが作成した40）。このようにイギ
リスの核開発は1958年にアメリカからの情報提供が再開されてから本格化してお
り、イギリスがアメリカとソ連に次いで三番目の核保有国になれたのはアメリカ
との特別に緊密な同盟によるところが大きい41）。

3

イギリス外交の自立性（従属変数）

スエズ危機の歴史的な流れについては 1 節で説明した通りであるが、この節で
は、従属変数である「イギリス外交」の変化に焦点を当て、核兵器の保持が外交
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に影響をもたらしたかを検証する。
イギリスの核戦略を見て分かる通り、スエズ危機が起きた1956年にイギリスは
核の本格的配備を開始した。先ほど 2 節で述べた通り、そもそもスエズ危機はイ
ギリスが単独で核開発を行っていた最後の時期に起きたのである。しかしながら、
イギリスの自立的な外交に核兵器が影響をもたらしたかについては疑わしい。イ
ンドシナ和平問題の時とは対照的にダレスがイギリスに外交的解決を訴えてい
た42）が、イギリスはこれに応じなかった。英米の対立の表面化に伴い、アメリ
カはイギリスに対して 2 つの側面から圧力をかけた。
まず 1 つ目は国際連合という場における「国際世論」の圧力である。イーデン
は国連総会でアメリカやユーゴスラビアによって提出された「即時停戦を求める
決議」が成立した翌日1956年11月 3 日の議会にて、フランス政府との協議の末、
停戦に合意する方向性を示している43）。また、同じく議会に出席していたゲイツ
ケル議員（Hugh Gaitskell） も国連総会で決議が64：5 （棄権 5 ） で可決されたこ
とを受け、
「残念ながら、現在の私達（イギリス）の行動は国連総会の決議を無視
する立場に直面している」44）とし、国連総会の決議を重く受け止めていることが
うかがえる。このようにアメリカはイギリスに対して国連という枠組みを使い、
国際世論からの批判を圧力に利用したと言える。
また、アメリカからの経済的な圧力もイギリスがスエズ撤退をせざるを得なく
なった要因の 1 つである。当時はパクス・アメリカーナと呼ばれる時代の始まり
であり、アメリカは「世界の GNP の39％、世界の輸出の30％、世界の金保有の
70％」を占めていた。さらにアメリカ主導で IBRD（世界銀行、International Bank
of Reconstruction and Development）や、IMF（世界通貨基金、International Monetary
Fund）
、GATT（関税と貿易に関する一般協定、General Agreement of Tariff and Trade）

を創設し、ブレトンウッズ体制が発足していた。このような状況でアメリカはイ
ギリスに対して、ポンドを売却することでポンドの価値を暴落させることを仄め
かす経済的圧力を加えており、ただでさえ軍事費で圧迫され困窮していたイギリ
ス経済はこの圧力に屈するしかない状況であった。イーデンが国連決議の翌日に
速やかにこの決議に応じたのもこうしたやむを得ない事情があったからと言える。
このようにイギリスはアメリカからの自立的外交政策を試みるもアメリカの圧
力に屈することとなる。当時国際社会において軍事的にも経済的にも覇権を握っ
ていたアメリカに対して、ソ連のように明らかな敵対をしているならば別である
が、アメリカ依存の側面が強いイギリスのような西側諸国の自立的な外交に核兵
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器が大きな影響を与えたとは考えにくい。アメリカからしてみれば、イギリスの
核兵器が西側諸国の防衛にメリットをもたらすことはあっても、アメリカ自身の
外交政策を脅かすような状態には到底至らなかったと言える。
また、イギリスが第三の核保有国として国際社会に位置づけられたのはスエズ
危機での失敗以降であり、1956年までの独自の核政策が大きな影響を与えられる
ほどの技術があったかは疑わしい。そもそもイギリスの核戦略自体がアメリカか
ら自立したままでは進めるのが難しかったともいえる。
英米間では1958年に、全面核戦争時には両国の戦略核兵器と戦術核兵器の照準
設定を共同で行うことを約束していたにもかかわらず、イギリス製核爆弾の運用
が開始されると、アメリカはイギリスの単独行動を懸念するようになった。この
事実からもイギリスの自立的な核戦略を快く思っておらず、技術情報の提供を条
件にアメリカはイギリスの核戦略を常に把握する方向性を示していたとわかる。
このようにイギリスの核戦略がアメリカに依存していることからも核の保有が
自立性を生み出さないのではないかと考えられる。

おわりに
本論文では、イギリスが自立的外交を試みたインドシナ和平問題とスエズ危機
の事例を扱い、核兵器によるイギリス外交の自立性への影響を検討した。この 2
つの事例を踏まえて、「イギリスの核保有はイギリス外交の自立性を高める影響
はなかった」との結論を得た。
インドシナ和平問題におけるイギリスの立場は軍事力を行使しようとするアメ
リカに対して外交的解決を説得するものであり、この交渉にはイーデンの外相と
しての「経験」による自信が表れており、核兵器を後ろ盾としたものではなかっ
た。また、核戦争を懸念する国際世論を味方につけたことで自立的外交を進めら
れたともいえる。
第二の事例であるスエズ危機では、イギリスの核戦力は覇権国アメリカの国際
世論と経済力を使った圧力に耐えるには十分でなかったのである。なお、この研
究を通してイギリスの核戦力が向上し、第三の核保有国として安全保障における
役割を果たし始めたのは、スエズ危機後のアメリカの情報提供が始まって以降で
あり、そもそもイギリスは核戦略もなおアメリカへの依存をなくしては成り立た
ない状況であったことがわかった。また、スエズ危機で深まったアメリカとの溝
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を埋めた大きなきっかけもまた、核分野における協力であった。このことは、核
によってアメリカからの外交的自立を保つことを 1 つの目標としていたイギリス
にとっては少し皮肉な結末ともいえる。
この論文の含意としては、核兵器を持つ動機と実際の効果を混同してはならな
いことが挙げられるのではないか。核兵器は実際に戦争に使われていない兵器だ
からこそ、その効果を測るのは難しいともいえる。
一方、今回の論文では核兵器がイギリスに与えた影響として外交の自立性の向
上を否定したが、実際にイギリス外交にどのような影響をもたらしたかについて
は検討ができなかった。ベルが挙げた核兵器の 6 つの効果のうち、同盟の強化に
ついてはイギリスが核兵器を持つことで中東やアジア諸国との関係を強化できた
のではないだろうか。アメリカ以外の国との外交、特にイギリスが利権を持って
いた中東やアジアにおける外交に核兵器のどのような影響があったかについては
今後の研究課題である。
また、さらにこの論文の内容を一般化させ、イギリスとアメリカのような核戦
力に非対称性がある同盟関係の国において、核兵器は弱い方の国の自立的外交を
高める効果を持っていないという理論的な仮説についても検討をしたい。大国で
ない国にとっては、自身が核保有国としてアメリカのような大国と協力し安全保
障の一翼を担うことで国際社会における一定の地位を保つ、といった外交的効果
をむしろ狙うべきではないかと考えられる。
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