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貿易期待と戦争 
―日本の対米開戦決定を事例として―

鈴木　勇輝 
（宮岡研究会 4 年）
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はじめに

経済は国家間関係を語る上で重要な要素である。中でも、経済的相互依存関係

と戦争の関係性は長い間議論されてきた。ノーマン・エンジェル（Norman 

Angell）は著書『大いなる幻想』の中で、これほどまでに国家間の経済的結びつ

きが強くなった状態において、戦争はコストが大きすぎるために発生しないと述

べた1）。しかし、実際には、第一次・二次世界大戦が起きた。第二次世界大戦に
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おける太平洋戦争は、経済的依存関係が深かったアメリカ（以下米国）に対して

日本が真珠湾攻撃を行ったことで勃発した。

そして、第二次世界大戦時よりもはるかに世界の経済的結び付きが深化した現

在においても、国家間の紛争、緊張関係は存在する。現代においては、貿易や通

信技術の発達によって、世界が経済的に強く結び付けられている。日本を含むア

ジアにおいても、ASEAN経済共同体が発足され、TPP環太平洋経済連携協定が

結ばれるなど、国家間の経済的結び付きは益々密接なものになっている。しかし、

中国の南沙諸島開発や、度重なる領海侵犯、尖閣諸島を巡る争いなど国家間の領

土的軍事対立の緊張は妥協を許さない状況にある。安倍首相は、2016年 1月16日

に、中国の現状変更の動きを強く牽制すると同時に、経済を中心に日中関係を構

築していく意向を示した2）。このような背景を踏まえ、経済的相互依存関係と戦

争の関係性を再度分析することは、今後の日本の安全保障を語る上で有用である

と感じ、本論文を執筆することにした。

経済的相互依存関係と戦争についての研究は、リアリズムとリベラリストに大

別される。本論文では、リベラリズムに基づくコープランド（Dale C. Copeland）

の「経済的相互依存と戦争―貿易期待値理論―」3）に着目した。

本論文の目的は、上記の先行研究を踏まえ、「貿易期待値理論は本当か」とい

う問いに答えることである。経済的相互依存関係と戦争の関係性を考察すること

は、現代の国家間関係における安定性を追求することに繫がる。

本稿の主張としては、コープランドの「国家の安全保障政策に影響を与える将

来の貿易期待値が低下した時、国家は戦争を選択しやすい」という仮説が太平洋

戦争において妥当することを示しつつも、根本的な開戦原因ではないとして部分

否定する。資料には、日本の官僚、軍部間における議論を分析した日本語文献を

主に使用する。コープランドが読み込めなかった日本側の開戦に至るまでの過程

を含む資料を基に、新たな視点を見出していくことに努める。

本論文の構成は以下の通りである。第Ⅰ章では、先行研究であるコープランド

の「貿易期待値理論」の要旨の説明、批評、そして問いの設定を行う。第Ⅱ章で

は、問いに関連する経済的相互依存と戦争に関わるリアリズム、リベラリズムの

代表的な諸理論と、近年公表された第一次世界大戦に関する論文も紹介する。次

に、仮説を提示し、分析方法を示す。第Ⅲ章では、第二次世界大戦前の日米関係

を取り上げて事例研究を行う。太平洋戦争の開戦経緯を追っていくことで、コー

プランドの主張する貿易期待値の低下が開戦原因であったのかどうか検証する。
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おわりにでは、理論的含意と政策的含意を述べ、本論文を締めくくることとする。

Ⅰ　先行研究の批判的考察

1　研究テーマ：国際政治経済学、資源を巡る国際政治

本論文では、「経済的相互依存関係がある国家間において、なぜ戦争が起きる

のか」というテーマを設定している。本項では、経済的相互依存と戦争に関する

研究の基礎を成す、国際政治経済学の外観を紹介する。そして、国際政治経済学

の中でも、資源を巡る国際政治についての概略を記述する。

第一に国際政治経済学の展開について説明する。国際政治は、軍事、戦略問題

が主に注目されることが多かったが、1970年代より国際政治学者の中で、経済問

題が重要視されるようになった。その背景にある理由は主に三つあると考えられ

る。一つは、第二次世界大戦後、米国は他国に対し経済的な優位関係を保持し、

余裕があったが、日本やヨーロッパ経済の発展により、経済的な競争相手という

意識が高まったためである。二つ目は、1970年代から米ソの緊張緩和が進んだ一

方、二回の石油危機などに代表される第三諸国の資源が大国に大きな影響を与え

ることになったためである。三つ目に、戦後の経済交流の発達によって、一国の

経済的変化がすぐに他国に影響するようになったことが理由として挙げられる。

この頃より、相互依存が世界を取り巻く概念として注目されるようになった4）。

次に、資源をめぐる国際政治について説明する。国際政治において、勢力圏の

確保と同様に、天然資源の獲得が重要視されてきた。天然資源獲得を巡る競争が

激化したのは産業革命以降である5）。産業革命に成功した先進諸国は、アジア、

アフリカ、中東地域に競って進出し、天然資源の獲得に努めた。この資源獲得競

争が、国家間に摩擦をもたらし、第一次・二次世界大戦の原因の一部になったと

言える。近年においては、資源産出国が、「資源ナショナリズム」6）として自国資

源の輸出を制限し、消費国との摩擦を強める事態も起こるようになった。このよ

うな点で、今や大国のみならず、発展途上国も含めた国家間関係は経済によって

密接に関わっているということができる。

2　先行研究の要旨

本節では、まず先行研究の要旨について説明し、批判的な考察を加えていく。

経済的相互依存関係と戦争について検討されている論文の中でも、コープランド
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の「経済的相互依存と戦争（Economic Interdependence And War）」という論文に注

目した7）。この論文は、将来の貿易環境予測が楽観的か悲観的かによって、戦争

勃発か平和的関係かが左右されると主張している。

経済的相互依存関係と戦争に関しての考え方は、リアリストとリベラリストで

異なる。リアリストの意見は、ウォルツ（Kenneth Waltz）やミアシャイマー（John 

Mearsheimer）に代表されるように、経済的相互依存関係は安全保障競争を加速

させるとしている8）。経済的相互依存は、脆弱性、脅しの手段、国内政治体制の

特化など、パワー行使の道具になるとし、戦争原因の一つであるという悲観的な

見方をしている。これに対し、ローズクランス（Richard Rosecrance）等のリベラ

リストは、高い相互依存関係は平和的関係を促進させると考える9）。これは、国

家は利益を重要視しており、貿易関係の利益が、戦争・侵略によって得られる利

益よりも上回るはずだと考えるからである。

以上のリアリストとリベラリストの見解に対してコープランドは、どちらも利

益とコストどちらか一方に偏った主張だとして批判し、リアリストとリベラリス

トの主張を掛け合わせた貿易期待値理論という新たな理論を提唱している。ここ

で筆者が重要視しているのは、現在の貿易関係ではなく、将来の貿易関係の予測

という点である。そのため、現在の貿易量が多いか否かは問題ではないとしてい

る。将来の貿易期待値は楽観的な貿易関係か、打ち切られる恐れの高い悲観的な

貿易関係かという場合分けになる。ここから導き出せる仮説として、貿易依存度

が高い国家は、将来の貿易に対する期待が低い場合、戦争を選択しやすいと述べ

ている。政策決定者の本質的な意思決定要素は、短期的な平和と戦争の利益では

なく、予測可能な将来の利益に基づいていることが、コープランドの議論におい

て重要な点である。

そのため、国家 Aが国家 Bに対して現在は貿易関係がなかったとしても、将

来の貿易によって得られる利益を予測できれば楽観的な状況であるとする。一方

で、石油やその他の資源をある国に依存していた場合、急に貿易関係を断ち切ら

れればその調整コストは大きなものになり、貿易期待値は悲観的なものとなる。

国家 Aの貿易相手国 Bに対する依存レベルは、貿易をしなかった場合に比べて

貿易によって得られた分の利益と、貿易を断ち切られた際に生じるコストを足し

た値である。また、A国に足りていないものを B国が供給し、A国は他に供給し

てもらえる国が少ない場合、依存度は高いとしている。

コープランドは、戦争か平和的関係の継続かを選択する時、国家の行動を依存
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度レベルによって簡単に規定することはできないとして、むしろ、全体的な将来

の貿易見込みを検討する必要があると訴えた。コープランドは、第一・二次世界

大戦時のドイツ（以下独）を事例研究として取り上げている。

第一次世界大戦時の独は、1914年の時点では周辺国と高い貿易関係であったの

にも拘わらず、将来的に他の強国が貿易関係を衰えさせると予測し、資源や市場

の防護のために戦争が必要であったと考察している。一方で、現在の貿易関係が

低いレベルでも、将来的な貿易期待値が高い事例が、冷戦時の米ソデタント期で

あるとしている。現状では東西の貿易関係は低いレベルだったが、ソ連は西洋の

技術を必要とし、将来的な貿易価値が高いと考えていたために戦争は起きなかっ

たと述べている。

コープランドは、国家は将来的な貿易関係の期待値によって、戦争か平和的関

係継続かを選択するという主張を以上のようにしてきた。彼はさらに補足として、

政治的、軍事的、経済的譲歩によって、相手国の貿易規制を緩和させることがで

き、低い貿易期待値を向上させることができると述べている10）。

3　先行研究の批評と問いの設定

前節ではコープランドの貿易期待値理論を説明した。現代において、戦争とい

う選択までには至らないにせよ、中国の海洋進出、ウクライナ危機など、領土的

な紛争は世界で未だに存在する。国家は、経済的依存関係があるのにも拘わらず、

なぜ領土的な対立が生じるのかを考える上で、コープランドの議論は有用である

と感じ、貿易期待値理論を先行研究として取り上げることにする。

果たして、この理論は国家の経済的相互依存関係と戦争の関係性を語る上で、

本当に正しいのだろうか。本節では、この論文に二点の批判を加える。一つ目は、

太平洋戦争開戦前における貿易期待値理論の妥当性について、二つ目は、コープ

ランドの分析に際して使用された資料の選択問題について指摘する。

第一の批判として、太平洋戦争における貿易期待値理論の妥当性が曖昧である

ことが挙げられる。コープランドは、貿易期待値理論が当てはまる最適な事例と

して太平洋戦争前の日米関係を提示している11）。彼によれば、日本は米国と高い

相互依存関係があったのにも拘わらず、将来の貿易期待値の低下によって開戦に

至ったとしている。しかし、日米開戦の原因は諸説あり、この理論が本当に開戦

原因であるかどうかは疑いの余地がある。日米開戦の原因は満州権益、軍部の暴

走、欧州戦線との関係などが挙げられる。その中でも、コープランドが重要視す
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る原因が米国による石油の禁輸である。貿易期待値理論では、日本が米国に依存

していた石油の禁輸が日本の長期安全保障を脅かし、真珠湾攻撃に追い込んだと

主張している。しかし、なぜ日本は米国との貿易期待値を向上させることができ

なかったのか。欧州戦線に日本を組み入れようとする独との関係や、ソ連との関

係についての分析が不足している。貿易期待値理論が諸説ある開戦原因の中でも

最も有力なのか、検証が必要である。

第二に、分析における資料選択に問題がある。コープランドの事例研究では、

米国の文献に基づいて記述されている。しかし、これでは日本の行動事実だけに

基づく分析に偏り、政策決定者の意図、方針を理解しにくい。日本が開戦を決定

した理由を考察するには、日本側の文献、資料に基づき、外交方針の決定過程を

再検証する必要がある。

本節では以上の先行研究批判から問いを設定する。問いは、「貿易期待値理論

は本当か」である。コープランドの論文の妥当性を問い直す目的でこの問いを設

定している。深い相互依存関係があるにも拘わらず戦争、対立に至ってしまった

事例として、第二次世界大戦前の日本を事例として検証していく。また、付随す

る問いは、「日米開戦の原因は何か」である。太平洋戦争前の日米関係を考察し、

貿易期待値が低下したことで日本は米国との開戦に至ったのか、また、これが真

だとすれば、なぜ貿易期待値が低下したのかを検証する。

Ⅱ　分析枠組の構築

1　問いの関連諸理論の考察

相互依存関係と戦争についての諸理論を考察する。相互依存関係と戦争の関係

性については多くの学者たちに検討されており、大きく分けてリアリストとリベ

ラリストの二つの考え方に分けることができる。

リアリストは、脆弱性という概念とコストに注目し、相互依存関係は平和促進

の失敗、戦争可能性の増加を招くと考えている。この考えは、ウォルツやミア

シャイマーに代表され、相互依存関係によって脆弱性の深刻化、脅迫、国内政治

体制の特化（ブロック経済政策）などの政策を生み出し、安全保障競争を拡大さ

せるとしている。ウォルツは、自助システムにおいて、国家は自身の生き残りを

懸念すると述べている12）。相互依存関係が深い国は、脆弱性を必然的に認識し、

自国が依存しているモノを確保できるのかどうかを心配することを指摘した。こ
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の不安が、国家に支配領域を拡大させる帝国主義的行動や、自給自足を目指させ

るとしている13）。また、国内のようにフォーマルに組織化されていない互いの将

来の意図と行動が不確実な状況、安全が保障されないことが、相互依存関係が戦

争に繫がる要因だとした14）。

次に、相互依存関係について説明する。相互依存関係とは、文字通りお互いに、

通貨、財、人間、情報などのフローの国際的交換において、お互いに依存し合う

ことを意味する。ここで、注意しておきたいのが、相互依存関係であると言って

も、その依存具合がお互いに等しく均衡のとれた相互間の依存関係ではないとい

う点である。『パワーと相互依存』において、コヘイン（Robert Owen Keohane）

とナイ（Joseph Samuel Nye）は、以下のように述べている。

　相手にあまり依存していないアクターは、あるイシューをめぐって交渉し

たり、他のイシューに影響を与えるためにパワーの源泉として相互依存関係

をしばしば利用することができる。100％対称的である相互依存関係の正反

対が100％の依存関係である。しかし、100％の相互依存関係も100％の（一

方的）依存関係も稀である。ほとんどのケースは両極端の中間に位置してい

るのである。その中間的位置とは、相互依存関係をめぐる政治的駆け引きの

プロセスが行われる場である15）。

このように相互依存関係は、一種のパワーとしての役割を果たすと考えられる。

つまり、アクターが他の人々に普通ならしないことをさせる能力を有するのであ

る。相互依存関係をパワーの一種として考えるとき、敏感性と脆弱性という概念

が登場する。敏感性とは、「一国における変化が他国におけるコストのかかる変

化をどのくらいの早さで引き起こすのか、そしてそのコストをかけて生み出した

効果はどの程度大きいのか」16）という反応の程度を示す。次に、脆弱性とは依存

具合を示し、ある国家 Aが他国 Bにあるモノにおいて依存していた場合、その

モノにおいて B国以外に供給してもらえる国がない時に脆弱性が高いというこ

とができる。このように代替ができない状況の頻度を脆弱性と呼び、国家の交渉

に重要な役割を果たす17）。

一方で、リベラリストは、利益に注目し、高い相互依存関係を伴う有益な貿易

関係は平和を促進させると考える。貿易による利益が、戦争によって得られる利

益を上回り、戦争によって生じるコストが現在結ばれている貿易関係によって得
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られる利益よりも大きい時、国家は戦争ではなく平和的な貿易関係の継続を選択

するという考え方である18）。ローズクランスは、武力政治の世界と貿易の世界と

いう二つの枠組を設け、「貿易の世界の魅力が増せば増すほど、武力政治の世界

を選択する国は少なくなる。」19）と述べた。また、貿易が盛んになる条件として、

国家の経済状態が好調であることが必要だと指摘した20）。

また、近年第一次世界大戦と経済的相互依存関係についての論文がガーゼック

（Erik Gartzke）とルプ（Yonatan Rupu）によって発表された。彼らによれば、第一

次世界大戦は貿易依存関係が小さかった国同士の対立に起因する戦争であり、経

済的依存関係が強い国同士では戦争は起きなかったことから、経済的相互依存関

係は戦争を防ぐ重要な要素であると主張している21）。

以上のように、経済的相互依存と戦争に関する議論は、リアリズムとリベラリ

ズムの間で、意見が分かれている。

2　仮説の提示

本論文における仮説は、「貿易依存関係が強く、将来の貿易期待値が低下する

ほど、国家は戦争を選択しやすい」というものである。この仮説は、コープラン

ドの貿易期待値理論の仮説を基本的に引き継いだものである。リアリストの主張

である「国家の高い脆弱性を回避するために戦争を主導する」という論理では日

米開戦は説明できないという前提に立つ。リアリストは、国家は脆弱性を認識す

ることで自国の安全が保障されない状態を認識し、戦争を選択するとしている22）。

本論文ではこれを否定し、将来の貿易期待値の低下と強い貿易依存関係が戦争選

択に繫がるという仮説を設定した。

検証する仮説の従属変数は、日本の国家行動であり、「日本が戦争を選択する

か否か」である。日本の軍や官僚といった政策決定者が決定した国家行動や意図

を戦争の選択として定義する。

これに対する独立変数は、「貿易依存関係の強弱」と「将来の貿易期待値」で

ある。「貿易依存度の強弱」は、ある物資に関する相手国との貿易量、そして、

代替供給国があるかどうかという脆弱性を含むものとして定義する。「将来の貿

易期待値」は、国家が相手国との将来の貿易関係を打ち切られる心配のない楽観

的なものと認識するか、打ち切られる恐れのある悲観的なものと認識するかどう

かと定義する。
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3　研究方法

本節においては、研究方法を示していく。本論文では、事例研究によって仮説

の妥当性を検証する。事例としては、第二次世界大戦前の日米関係を取り上げる。

仮説の独立変数である「貿易依存度の強弱」と「将来の貿易期待値の低下」は、

太平洋戦争開戦原因論を含む日本の文献を主に利用して判断する。国家行動に重

要な影響を与えた会議、首相や外相の発言などを参考にして、日本の外交意図・

方針を分析する。

次に、事例選択の理由を説明する。事例としては、太平洋戦争前の日米関係を

選択した。コープランドは、日米開戦に至る過程が貿易期待値理論を説明する上

で最も適した事例であると述べている23）。しかし、日米が開戦に至る原因は欧州

の対立の激化、日中戦争の泥沼化、国内政治における軍部の暴走など諸説あり、

コープランドの主張の真偽は疑いの余地がある。また、コープランドが扱えな

かった日本語文献を用いて、より詳しく日本の政策決定過程を分析できるという

理由からこの事例を選択した。

事例研究では、金融恐慌が起こった1929年から日米通商航海条約が破棄された

1939年まで、日米通商航海条約破棄後の1939年から真珠湾攻撃が始まった1941年

までの二つに時代を区分する。1939年で時期を区切る理由としては、コープラン

ドは日米通商航海条約の破棄が最も重要な日本の政策方針を変える出来事だと指

摘しているからである。

事例研究は以下の順に分析していく。まず、日米間の貿易依存関係の強弱を分

析する。次に、日本が将来の米国に対する貿易期待値をどのように考えていたの

かを分析する。そして、従属変数である日本の行動を分析し、最後に全体を含め

図 1 　仮説のアローダイアグラム

出所：筆者作成

【仮説の独立変数 1】
強い相互依存関係

【従属変数】
戦争の選択

【仮説の独立変数 2】
将来の貿易期待値の低下
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た日米開戦原因を考察する。

Ⅲ　事例研究：太平洋戦争前の日米関係

Ⅲ章では1927年の金融恐慌～1941年の真珠湾攻撃、日米開戦に至るまでの、日

米の貿易関係と開戦経緯を考察する。本論文では第二次世界大戦前の日米関係を

事例として取り上げる。事例は、太平洋戦争であるが、1927～1938年、1939～

1941年と二つに年代を区切って分析していく。1939年で時期を区分する理由は、

コープランドの理論において重要な貿易期待値を左右すると思われる「日米通商

航海条約破棄」を境とするためである。日米開戦に至った最終的な原因は、日本

の米国に対する貿易期待値が低下したことであるが、根本的な原因は日華事変処

理を巡る日米間の意見の相違、独ソ開戦であったことを本章で主張する。

1　金融恐慌から日米通商航海条約破棄まで（1927～1938年）

（ 1 ） 日米貿易依存関係

本項では、独立変数である「貿易依存関係」に関して検証していく。まず1927～

1938年の日本の米国に対する貿易依存度は、非常に高かった。日本は、機械、鉄

鉱石、石炭、石油などの物資において、多くを米国からの輸入に頼っていた24）。

その中でも、特に日本が米国に依存していた物資が石油である。 8割近い石油を

米国からの輸入に頼っており25）、この依存関係からの脱却が日本にとっての課題

とされていた。このように強い依存関係に至った原因としては、戦争経済の発展

が挙げられる。1937年の盧溝橋事件をきっかけとする日中戦争によって日本経済

は軍事化に偏り、米国の機械や資源をより必要とするようになっていった26）。

1939年の輸出入状態は、輸出 4割、輸入で 3分の 2を米英との貿易で占めてい

た27）。軍需として必要不可欠な金属類、ゴムなどにおけるほぼすべてを米英から

の輸入に依存し、石油においては米国からの輸入に頼っていた。つまり、日本は、

日中戦争が長引くに連れて、戦争物資を益々米国に依存することとなり、依存度

を高めていったと言える。以上の点から、本項では、開戦直前の1938年まで日本

は米国に対する貿易依存度は非常に強かったということができる。

（ 2 ） 日本の米国に対する将来の貿易期待値

次に、日本が将来の貿易期待値をどのように予測していたかを考えていく。日
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本は大東亜共栄圏の設立を目指し、米国からの依存体制脱却を図ろうとしていた。

その背景にあるのが、国際貿易体制の崩壊である。1927年から金融恐慌が始まり、

1929年のニューヨーク株式市場大暴落によって世界大恐慌が巻き起こった。各国

のブロック経済政策により、輸出主導で経済発展を進めてきた日本にとっての海

外市場は狭められ、欧米中心の大陸間貿易は収縮していった28）。貿易期待値は

1927年の時点から低下していたと言える29）。第一次世界大戦以来、重油備蓄を行

い、国内油田開発を行いながら、人造石油による「液体燃料」を用いて、資源自

給率を上げる計画を模索していた30）。これは、自国の石油に対する脆弱性を認識

し、石油輸出を打ち切られた場合を想定していた証拠であると考えられる。石油

に関する貿易期待値が高くなかったことを裏付けている。さらに、1931年の柳条

湖事件をきっかけに始まった満州事変の影響から、日本は国際連盟を脱退するに

至り、国際的な孤立を深めていった。1937年を境に、日本の主要輸出品であった

綿製品の流入阻止、排斥、対日輸入割当制の導入、高関税によって、綿織物、毛

織物、生糸等の製品の輸出量が減っている31）。同年にはルーズウェルト（Franklin 

Delano Roosevelt）が「隔離演説」を行い32）、日中の紛争を事実上の侵略戦争に等

しいと見なしていたことからも、日米関係の緊張が存在していると言える。以上

から、本項では1929～1938年までの日米貿易期待値はやや低かったと結論づける。

（ 3 ） 日本の行動

1931年 9月に柳条湖において満州鉄道爆破事件が勃発した。これは、軍部の謀

略とも言われているが、その意味としては「西洋の代表たる米国と東洋の選手た

る日本の争覇戦」33）と関東軍の石原莞爾が述べているように、日米戦争が見据え

られていたことがわかる。また、1929年の世界恐慌に影響する、浜口内閣の緊縮

政策によって、1930年から31年にかけて経済的窮迫が農民や労働者を苦しめ、世

論は満州に対する強硬政策を支持していた34）。1932年に日本軍は錦州を占領し、

翌月、満州国を建設した。錦州の占領後、米国の国務長官スチムソン（Henry 

Lewis Stimson）は日華両国宛に、「九国条約及び不戦条約の契約に違反して日華

両国に取り極められる如何なる事態、条約及至協定も承認しない」という通牒を

発した35）。リットン調査団が派遣され、関東軍の行動が自発的なものではないと

結論づけられる。米国は日本の一方的な侵略行動だと見なし、満州国を認める意

思はなかった36）。満州事変の結果、国際的な孤立と、満州に隣接するソ連の脅威

を感じていた日本陸軍は、1936年11月独との防共協定を締結する37）。しかし、こ
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の時点において日本は「帝国と英米二国との間の友好関係、殊に日英両国間の親

善関係を保持増進することに於いては、当局に於て常に最大の努力をいたすべき

事を期す」38）と述べており、米英との対立する意思はなかったことがわかる。

1938年 1月、独から三国同盟案が提出される。日本はこの三国同盟によって英仏

と対立し、いずれ対米戦へと発展することを予測して、難色を示していた39）。

1938年11月、近衛文麿内閣は、「東亜新秩序」声明を発表する40）。この声明は、

ワシントン体制の否定を意味するもので、日本、満州、支那による地域秩序の形

成を目的とするものであった41）。

2　日米通商航海条約破棄から真珠湾攻撃まで（1939～1941年）

（ 1 ） 日米貿易依存関係

1939年 7月には日米通商航海条約破棄を通告された。日中戦争勃発から米国は

日本の行動を非難し続けるものの、実質的な措置は取っていなかったが、この条

約破棄によって日本に対する大きな牽制ができるようになった。日本が真珠湾攻

撃をする前年の1940年における機械及び部品部分の輸入額は、全体で 2億2,548

万円の内、米国だけで 1億4,959万4,000円を占めており、金額比でいえば全体の

6割以上を米国から輸入していたことになる42）。日本は、米英から原材料を輸入

し、それを加工し、米英に輸出して利益を得るという貿易体制が変わっていな

かった43）。この点で、依然として日本の米国に対する貿易依存関係は強かったと

いうことができる。1938年から1940年における石油の輸入高は85～86％であり44）、

特に石油の依存度はかなり高かった。以上より、1938～1941年における日米貿易

依存関係は依然として高かったと言える。

（ 2 ） 日本の米国に対する将来の貿易期待値

日本の行動として重要な政策となったのが、南進政策である。1939年12月、日

本の対外方針を示す「対外施策要綱」が完成した45）。この方針によれば、日米通

商航海条約の失効と、欧州戦争の本格化によって、英米仏からの物資輸入が困難

になると予測している46）。そのため、仏印の領土を獲得し、資源を得ることを目

的とする南進政策が検討された。この南進政策に対して米国は経済制裁という形

で日本に圧力をかけていく。1940年 6月からは段階的に経済制裁を発動していっ

た。しかし、石油の禁輸に関しては、日本をさらに南進政策に向かわせる危険性

があるとして、制裁項目からは除かれていた。日本は、南進政策を放棄して米英
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との譲歩の道を選び、米英から石油等の物資の輸入を再開するか、南方資源地帯

の領土獲得を進め、米英との貿易を打ち切って開戦に臨むかの二つの選択肢が残

されることになった。当時、米国の最大の脅威は独であったため、米国は日本に

対する「段階的な経済制裁」で東亜秩序構想を断念させようと考えていた47）。米

国は、日本を戦争に向かわせることを回避するため、妥協の余地を残すことを考

慮し、慎重な態度を見せていた。しかし、1941年 7月に日本が南部仏印進駐を

行ったことにより、米国は在米資産凍結と、石油の全面禁輸を実施した48）。この

時点で、日本が大きく米国に依存していた石油の貿易関係が断たれた。以上より、

1939～1941年の日本の貿易期待値は低かったと結論付ける。

（ 3 ） 日本の行動

以下では、従属変数である日本の政策について検証していく。日本は、大東亜

共栄圏と呼ばれる新秩序を作り出し、政治的、経済的自立を図ろうとしていた。

1938年11月、近衛文麿内閣は、「東亜新秩序」声明を発表する49）。この声明は、

ワシントン体制の否定を意味するもので、日本、満州、支那による地域秩序の形

成を目的とするものであった50）。1938年 1月、独外相リベントロップ（Joachim 

von Ribbentrop）は日独防協定の強化を打診する。日本はソ連の脅威を除きたいと

いう思いと、独との関係を強化することによって英仏戦、さらには対米戦に巻き

込まれることを懸念していた51）。そんな日本の意見が割れていた最中、1939年に

ポーランドとの関係が悪化した独は英仏との開戦を予期せざるを得なくなり52）、

独ソ不可侵条約を締結する。これは日独防協定に違反するものであったが、独は

日独の友好関係の継続、日ソ協定を斡旋することなどの弁明を日本に行った53）。

日本は独の協定違反に不信を抱き、協議されていた日独伊三国同盟案が一旦保留

となった。しかし、独の目覚ましい欧州での勝利と躍進によって、日独伊三国同

盟案が再び浮上する。独外相のスターマー（Heinrich Georg Stahmer）と日本の松

岡洋右外相の間の意見は、米国の参戦を防止すること、独ソ・日ソの国交調整を

図り英米との勢力均衡を図ること、という二つの共通利益の下まとまった。日本

は、日独伊が毅然とした態度で米国を牽制することで、米国との戦争を回避でき

ると考えていたのである54）。しかし、実際にはこの現状変更政策が、米英の反発

を招き、日米通商航海条約の破棄という米国の経済制裁によって牽制される。こ

の米英の反発に遭いながら、1939年の阿部信行内閣、1940年 1月の米内光政内閣

いずれにおいても、「東亜新秩序」放棄という案は検討されなかった55）。1940年
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7月、日本は一向に解決しない日華事変の解決のため「日独共同防衛協定」を締

結し、仏印に進駐した。さらに1940年 9月、日独伊三国同盟が結ばれた。しかし、

独ソの交渉が決裂し、1941年独ソ開戦が勃発することで、独・日・ソの協調構想

は一気に崩れることとなった。

米国の経済制裁による日本経済の打撃と、南進政策を進めれば日米戦争は避け

られないことが明確になってきた。1941年 4月より、日米交渉が開始される。し

かし、日華事変をめぐる問題に関し、米国が中国からの撤兵を求めるのに対し、

日本は承諾できず交渉が纏まらなかった。そして、1941年 6月、独がソ連に宣戦

布告する。これを受けて、1941年 7月、南部仏印への進駐が実行された。この時

日本は「蔣介石政権屈服のため、さらに南方進出を強化し、対米戦を辞せず」56）

という方針であった。翌月、米国は対日石油全面禁輸を実施することで、日本の

経済はいよいよ困窮することになった。近衛首相は、米国との妥協案交渉に努め

るが、その主な焦点は、①仏印からの撤兵、②三国同盟からの離脱、③中国から

の撤兵であった57）。近衛内閣は、開戦を要求する軍部からの反発のために崩壊し、

10月東条英機新内閣が発足した。仏印進駐以前の事態に戻す暫定協定が模索され

ていたが、「ハル・ノート」によって米国の非妥協的な案が示され、日本は交渉

を断念し、真珠湾攻撃を実行した。

3　問いの考察

上記の検証を踏まえて、以下では日本が米国との開戦に至った原因、本論文の

仮説の妥当性を分析する。第一に、貿易期待値理論は概ね妥当するが、貿易期待

値の低下は日米開戦の根本的原因ではない。1929年の金融恐慌が始まった時点か

ら、日本はアジアとの貿易は依然強かったものの、欧米各国との貿易は世界経済

のブロック化によって縮小していた58）。よって、コープランドが指摘したとおり、

貿易期待値は徐々に低下していたと言える。しかし、日本が米国に依存していた

のは、安全保障上（戦争遂行上）必要であった石油や鉄鉱石、ゴムなどの資源で

あり、金融危機、世界恐慌による貿易期待値の低下は、安全保障を脅かす貿易期

待値の低下であったとは言えない。貿易の縮小は国内経済の衰退をもたらし、そ

の後の日華事変を後押しする結果となった。

1941年の日米開戦は、軍事上必要な石油をかなりの程度米国に依存していたた

め、それを禁輸されたことによってやむなく日本は真珠湾攻撃を行った。この点

で、貿易期待値理論は正しいと言える。日本は米国との貿易期待値が著しく低下
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したため、戦争を早期に行うことでしか勝機を見出せなくなっていた。つまり、

貿易期待値の低下により早期開戦の利益が向上したと言える。しかし、コープラ

ンドの分析とは若干異なる部分がある。コープランドは、1941年 4月の時点では

日米はどちらも戦争を望んでいなかったとし、1941年11月後期の時点でルーズベ

ルトが石油の制裁を決めたことで日本の将来の貿易期待値を低下させ、日本の外

交方針を変化させたとしている59）。しかし、日本が「対米戦を辞さない」として

開戦を決意したのは、南部仏印進駐を実行した時点である。そして、日本を南部

進駐に向かわせた原因は、独ソ開戦であった。日本はあくまでも米国との開戦を

回避するための行動をとっていたが、独ソ開戦という予想外の事態に直面し、日

華事変の終結のために南進論を決定したのである。よって、日本の外交方針が転

換し開戦を決意したのは1941年11月の石油禁輸の時点ではなく、独ソ開戦後の南

進決定時であり、貿易期待値が低下したことが開戦決定の最大要因ではなかった

と言える。

次に、日米開戦の原因は何かという問いについて考察する。日米開戦の根本的

な原因は日華事変についての議論が日米間において決裂したことである。そして、

日華事変が生じた原因は一貫して放棄されることのなかった「東亜新秩序」構想

であった。「東亜新秩序」はコープランドが指摘する日米通商航海条約破棄通告

の前に宣言されており、貿易期待値が著しく低下する以前に日本の政策として考

えられていた。このため、将来の貿易期待値に拘わらず、自国の脆弱性認識から

「東亜新秩序」つまり、太平洋戦争の根本原因となった日華事変が生じたと言え

る。よって、日米開戦の最大原因としては、貿易期待値の低下ではなく、日華事

変を巡る日米の意見対立であったと言える。

表 1 　仮説の検証図

日米貿易依存関係
日本の米国に対する
貿易期待値

戦争の勃発

1929～1938年 ○ △ ×

1939～1941年 ○ × ○

出所：筆者作成
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おわりに

以下では本論文の要旨を説明し、それに付随する理論的含意、政策的含意を述

べる。本論文では、経済的相互依存関係と戦争についての先行研究であるコープ

ランドの貿易期待値理論の真偽を確かめた。事例研究では、太平洋戦争開戦前の

日米関係に注目して検証を行った。本論文の問いは「貿易期待値理論は本当か」

であり、「日米開戦の原因は何か」であった。日米開戦は、日華事変における日

米間の交渉が決裂したことが根本原因であり、それに伴う貿易期待値の低下が日

本を真珠湾攻撃に向かわせたと本稿では結論付けた。

この主張の理論的含意は、貿易期待値が低下した時、国家は戦争による経済的

なコストよりも自国の安全保障を重要視して、戦争に踏み切る可能性が増すとい

うことである。当時の日本にとって貿易が失われることは、戦争が起きた場合に

防衛不能な状態を意味するため、日本を結果的に追いつめる形になってしまった。

しかし、将来の貿易期待値が低下し続けているのにも拘わらず、日本は最後まで

米国との開戦を回避しようと努力していたことに注目する必要がある。経済的相

互依存関係は日米開戦を長引させたと言え、国家の脆弱性がすぐに戦争を引き起

こすというリアリズムの考えを部分否定することができる。

また、コープランドは日米開戦の原因として各国とのパワー関係、世論、軍の

圧力などの要素は妥当しないと述べている60）。しかし、独、ソ連、英、中国、米

国を含めた複雑な国際環境下において、日本は米国を封じ込めるために独、ソと

の協調を図ろうと考えており、結果的に米国の大きな反発という勢力均衡政策の

失敗に陥った。世論、軍の圧力に関しては、1941年からの政権交代、日華事変の

方針に対する指示などがあり、軍、世論の影響も大きい。そのため、貿易期待値

理論以外の要素の影響が少なかったわけではない。

政策的含意としては、安全保障の脅威に繫がる物資を制限する際には、政策決

定者同士の意図を明確にしたものにすると同時に、相手国の安全保障を脅威にさ

らす程度の制限は行わないことを宣言する必要性があると述べておく。相手国と

の貿易を制限する際に、譲歩する姿勢を見せなければ、突発的な先制攻撃を招き

かねないことが日米の事例から指摘できる。この点から、相手国にまだ戦争以外

の解決策が残っているという安心を供与する必要があると考えた。しかし、独の

ナチス政権のように宥和政策が戦争を助長するという主張も存在する。戦争に繫
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がる悲観的貿易期待値と宥和政策の境界線を模索し、経済的相互依存関係を利用

した協調関係を追求していくことが、今後の研究課題である。
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