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　日本の国連安保理の常任理事国入りが囁かれ始めた 05年春、中国で大規模な

反日デモが展開された。

　これまではアジアでは中国だけが常任理事国で、日本は国連の条項上、「敵対国」

とされ、国際的な発言力も制限されてきた。そのくせ国連分担金は米国についで

日本が約 20％を負担してきた。日本は敵国条項を消し、さらに分担金に見合っ

た国際的地位を回復したいという希望を持つ。

　歴史上の功績、実力、経済力などを考えれば、むしろ遅すぎるきらいもあるが、

これが中国を刺激した。侵略国家・日本にその資格はないと主張し、その阻止を

図る。

　果たして、それは事実か。

　17世紀以降、アジア世界を白人諸国が植民地化し、その資源と労働力を搾り

取った。いわゆる欧鯨米虎の脅威の中で、中国は属国のベトナムをフランスに売

り渡すなど、その責務を完全に放棄していた。

　その時代にあって独自に近代化を果たし白人国家に対抗できることを証明した

日本は中国を目覚めさせ、手を携えてアジアの自立のために立ち上がることを促

した。そのために中国の近代化に手を貸し、青年に教育も施した。

　しかし中国はその道の半ばにして日本を裏切り、植民地化されたアジア諸国の

希望を踏み躙って欧米側に寝返った。

　中国の民も華僑として進出した東南アジア諸国、すなわちベトナム、マレー、

インドネシア、ビルマなどで、白人宗主国の代理人として阿片を売り高利の貸付

金で民を縛り、私腹を肥やしていった。
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　第２次大戦は日本の敗戦という高い代価を払ってアジアに遅ればせながら独立

の機会をもたらしたが、中国はそこでも中越紛争の如き武力干渉を行い、チベッ

ト、満州を力づくで併合し、また華僑もアジア諸国で富の独占を図り、アジア諸

国を悩ませ続けた。

　中国には日本やアジア諸国に対して歴史的な背信行為があり、今という時点で

もその覇権主義、侵略行為によってアジア諸国には深刻な中国に対する嫌悪感を

醸成している。

　そこに日本が国際舞台に復帰する、常任理事国入りする流れが出てきた。

　それは日本にかけられた侵略者の汚名を雪ぐことも意味する。アジアの歴史再

評価も行われるだろう。すべては中国にとって何としても阻止したいものであり、

それゆえに国民を煽って反日デモを演出することにもなった。

　反日デモで中国の国家イメージは落ちたが、歴史の真実が暴露されることの痛

手よりはるかに軽いダメージだと読んだのだろう。こうした中国の行動に対し、

日本の政財界の一部に中国の市場参入という現実問題をすえて、中国を刺激しな

い、特に小泉首相の靖国参拝をやめろといった言葉もでてくる。

　朝日新聞（05年６月３日付）は持田政治部長が「首相は国益を語れ」の見出

しで中曽根首相が「国益を守るために」靖国神社参拝をやめたことを引用、「小

泉首相の参拝でどんな国益を追求しているのか」と指摘する。

　靖国問題は、日本が国際舞台に復帰するのは自国の利益にならない、つまり「中

国の国益にならない」とみた中国が、それを阻止するための口実で持ち出したも

のだ。

　その口実に従うのが「日本の国益」になるという朝日新聞。比べて見るとどち

らかが国益の解釈を誤っていることになる。

　いったい国益（National Interest）とは何か。

　それを米国の外交、とりわけ日米関係を通じて解明してみるつもりである。

　なぜ米国かというと、この歴史の浅い国は自国の利益のみを極めて単純に、露

骨に、分かりやすい形で追求してきたからだ。

　米国史はそのまま国益追求の見本市でもある。

　文中、引用については煩雑になるが、その場で（　）内に示す。
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〔リリパットなみの日本〕

　日米間の外交関係が始まるのは言うまでもなく 1853年７月のマシュー・ペリー

（Mathew Galbraith Perry）の来航になる。

　「泰平の眠りを覚ます蒸気船（上喜撰）たった四杯で夜も眠れず」とは当時の

ざれ歌だが、これは徳川幕府の当時の心境、夜も眠れないほどの苦労を十分に言

い表している。

　ペリーの開国要求は、表向きは通商を求めて開国を迫った英国やロシアなど

と違って日本近海に出張る米捕鯨船が台風などによる荒天のおりの避難場所とし

て、あるいは薪炭、食糧の供給のために、つまり人道的な対応を主眼とした開港

要求だった。

　日本人の気質を心得た心憎い要求の出し方だが、それに加えてもし拒絶すれば

沖縄か北海道かどちらかを武力で取るという脅迫もちらつかせた。日本側に贈っ

たものの中に降伏のための白旗を入れたのは有名な話だ。

　確かに日本の東側、とくに金華山沖は「低気圧の墓場」と呼ばれ荒れる海で知

られる。大陸生まれの低気圧は日本を横切り、大概がこの墓場を目指し、それで

１年の半分は大荒れに荒れるが、それが鯨を追って東太平洋から日本海にくる米

捕鯨船の航路に重なる。

　そして残る半年は台風だ。

　結局、日本は人道的な対応から翌 54年２月に日米和親条約を締結するが、実

はこの「日本開国」はアメリカが初めて獲得した外交ポイントでもあった。

　というのは 19世紀という時代に於いても欧州諸国にとって日本は極めて特異

な、言い換えれば、好奇心をそそられる存在だった。

　もっとも好奇心と言っても経済的、地政学的な意味はない。同じ世紀の初め、

英国人医師が今の南アからコイサン族（ピグミー）の女性を欧州に連れて行き裸

にして見世物にした。英国名はサラ・バートマン。

　動物界の中には人類に似た存在もある、というわけだ。彼女の死後はその脳

味噌と性器を切り取ってパリの人類博物館に展示した。これが撤去されたのは

1970年代。彼女の遺骨が祖国に返されたのは 21世紀に入った 03年でその葬儀

が南アで行われている。
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　日本に関する関心もこのたぐいのものだった。　

　だいたい日本についての知識はマルコ・ポーロの伝えた黄金の国ジパングに始

まる。黄金に目のないスペイン、ポルトガルはすぐに宣教師を派遣する。

　宣教師を送り込み、国防、軍事から病気や因習などの情報を収集し、カネにな

りそうなら軍隊を送り込む、あるいは後の時代には気候から土壌まで調べて輸出

作物の育成事業（Plantation）が可能か、地政学的な軍事拠点に成り得るか、な

どを探るのも宣教師の役目だった。

　あとで触れる 19世紀末のハワイ王朝の乗っ取りではこの宣教師たちが主役で、

彼ら自らが銃を手にしてリリオカラニ女王を強制廃位させている。

　宣教師という美しそうな響きの陰からのぞくのはまず例外なく強欲で奸智にた

けた素顔だ。

　中南米のインディオをほぼ皆殺しにしたスペインの行状を綴ったラス・カサス

の「インディアスの破壊についての簡潔な報告」（岩波文庫）にそれは詳しい。

　最近の例で言えば昭和 34年、BOACのスチュワーデス武川知子が殺された。

容疑者として彼女と交友のあったサレジオ教会のベルギー人神父ベルメルシュが

浮上する。被害者と原宿駅前の連れ込み旅館にいったこと、被害者の膣に残って

いた精液の血液型が彼のものと一致したこと、死体遺棄現場で彼の乗用車ルノー

が目撃されていることなどが判明したが、逮捕状が執行される直前、サレジオ教

会は彼を転勤の名目で国外逃亡させた。これが神の僕の偽らざる素顔だ。

　さて「黄金の国ジパング」の伝説に舞い上がったスペインはバスク出身のフラ

ンシスコ・ザビエルを、その後を追って同じイエズス会のルイス・フロイスを、

そしてポルトガルからはホアン・ロドリゲスなどを続々と日本に投入してきた。

　ルイス・フロイスの報告には日本の船の構造から材質、さらに食糧や兵器、人々

の衣服に至るまで征服する場合に必要となる基礎知識がすべて並べられている。

　その中で彼らが特記していることが日本の貧しさについてだ。日本では支配者

から下々の民まで同じものを食べ、質素で勤勉だということ。そして国土の９割

近くを山が占め農地はごくわずかしかないこと。

　さらにそこに住む者は義を重んじ、不名誉を嫌い、信ずることには死をも賭し、

そして勇猛だということだ。



日米関係に見る米国外交術

－ 36 －

日米関係に見る米国外交術

－ 37 －

　ザビエルはこうも書く。日本人は全知全能の創造主がすべてを創造したと言う

と「なんで全能の神が邪悪な悪魔を創ったのか」「罪を犯した者を永遠の業火で

焼き続け、どこが慈悲溢れる神なのか」とキリスト教の自家撞着を鋭く衝いてき

て答えに困った、と。

　あるいはザビエルが欧州を出た 1541年の直前に発表されたコペルニクスの地

動説の話をすると、ゼウスなどどうでもいい、宇宙のメカニズムをと根掘り葉掘

り聞いてくる。

　ザビエルは「日本人は中国人と違って星や太陽の話になると目を輝かせる。神

学や科学に長けた者を派遣されたい」（ザビエルの見た日本＝講談社学術文庫）

と書いている。

　つまりジパングとは黄金もなければ植民地にするうまみもない。下手に手を出

せば逆に好奇心の強い勇猛な住民に手ひどくやられかねない危険な国だというこ

とだ。

　現実的な興味の対象でなくなった日本はその後、自ら鎖国したこともあって、

欧州社会には「閉ざされた神秘の国」として記憶の端に残った。

　例外はあった。「Hot Water」（暖かい南の海の意。ゴルバチョフの言葉）を求

めるロシアだけは地政学的な関心から日本という国に現実的な関心を持ち続け

た。

　ロシアの「宇宙誌 1670年」の第 70章には日本について「日本人は極めて聡明。

記憶力優秀で気性は激しい」とある。

　ロシアは 1736年、アンナ・ヨアノヴィナ女帝のときに漂着した日本人漁民を

科学アカデミーに置き、日本語学校を設立して日本についての勉強を始める。

1779年、エカテリナ２世は日本と友好を保てと勅命を出し、択捉島などに調査

団を派遣もした。

　しかしその他の欧州では東方の妙な国という認識のまま。それを象徴したのが

スイフトの「ガリバー旅行記」（1727年）だ。

　この中でガリバーは西太平洋の空飛ぶ国「ラピュタ」を訪ねたあと日本に立ち

寄り「江戸に上陸して将軍に拝謁」し半年後に長崎から英国に帰っている。

　スイフトたちの時代、日本は小人の国「リリパット」か「ラピュタ」か、そう
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いう不思議の国の一つぐらいに思われていたということだ。

　この雰囲気は 19世紀に入っても続く。ペリーが日本に来る２年前に出たハー

マン・メルヴィルが書いた「白鯨」の中でエイハブ船長とモビイ・ディックが対

決する場所はミステリアスな西太平洋。それも金華山沖になる。悪魔の化身が出

没するのはやはりハワイ沖や香港沖ではどうもぴったりこなかったのだろう。

　白人たちが奇異なる目線で日本を見るのに対し、非白人の中には「第三世界が

白人列強に好きに蹂躙されている中で、独り孤高を保つ」日本に憧れをもつ者も

出てくる。

　1847年、米国インディアンの混血児 Ronald MacDonaldがこの神秘の国、そし

て母親の血と同じモンゴロイドの国に惹かれ、米国捕鯨船（Yankee Whaler）に

乗り組んで船が日本海に入ると今の利尻島に独り上陸する。

　彼は捕まって江戸経由で長崎に送られ、米国に送還されるが、その７ヶ月ほど

の滞日期間に日本人に英語を指導している。

　このメルヴィルの時代を境に、ロシア、英国、フランスそして米国を加えた列

強が太平洋の覇権に強い関心を示し始める。

　日本はガリバーの世界から現実の世界に引き戻された。フランスは宗谷海峡の

国際名に名を残すラペルーズがやってきているし、ロシアはプチャーチンが、英

国はオールコックが日本の門戸を開かせようとした。

　そんな中で一番遅れて参加してきた米国のペリーが日本開国に成功する。

　前述したように英露が通商で開国を迫ったのに対し、米国は人道論と脅迫で開

国を迫って日本に国を開かせるのに成功した。それが評価されて米国外交の初の

ポイントになった。

　しかしこれは褒められるべき外交手腕と言っていいが、ここにいたるまで、そ

してこれ以降の米外交は国益を実に粗野であからさまに追求している。

〔アンフェアな領土獲得〕

　まず米国が独立した 1776年当時の北アメリカ大陸を俯瞰すると、その国土は

東部アパラチア山脈の東側ニューイングランド地方のニューヨーク州やデラウェ

アなど 13州だけで南のフロリダもテキサスもスペイン領で、アパラチアの西側
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のミシシッピー川流域はフランス植民地。その向こうロッキー山脈の西の現在の

カリフォルニア州などもまたスペイン領だった。

　アメリカの本能は何かというと、本人たちはフロンティア精神というが、要す

るに剥き出しの領土欲にある。

　米国はまず隣接するフランス領ルイジアナを欲しがった。ルイジアナとは「仏

国王 Louisの土地」という意味で、ミシシッピー川とロッキー山脈に挟まれた地

域になる。

　今で言うルイジアナ州にアーカンソー、オクラホマ、カンサス、ミシシッピ、

アイオワ、ネブラスカ、南北ダコタ、モンタナまでを含む。

　この領土獲得はうまくいった。折りしもフランスはあの革命のあとの殺戮ごっ

こが一段落しナポレオンの時代になる。

　彼は欧州諸国と戦争を繰り返し戦費が必要だった。ナポレオンは 1803年、

1500万ドルで米国に植民地ルイジアナを売った。世に言う「Louisiana Purchase」（ル

イジアナ購入）である。

　ロッキーまで達した米国は次に南部のメキシコ領テキサスの獲得に乗り出す。

　少数のインディアン以外ほとんど住む者もないこの地域に米国は開拓民の入植

をメキシコ政府に願い出る。

　そして開拓民の数が現地民を上回ると彼らは「テキサス市民の多数意見」とし

てメキシコからの分離・独立を宣言し、一方的にテキサス共和国を名乗った。

　メキシコ政府は怒って軍を差し向ける。当たり前だ。すると米国側は連邦議会

議員のデビー・クロケットらが「圧政を跳ねのけ自由を求めて独立した人々を助

ける」とテキサスに乗り込み、アラモの砦に立て籠もった。

　総勢 187人の独立派と支援者たちは 1836年３月、サンタアナ将軍率いる 3000

のメキシコ政府軍に全滅させられる。

　この悲劇は全米に「Remember Alamo（アラモを忘れるな）」の合唱を巻き起こ

し、義勇軍が編成されてメキシコ政府軍と戦い、これを破って今度こそテキサス

共和国が正式に誕生する。

　そしてそのほとぼりが冷め切らない 1845年、共和国政府はテキサス全領土を

米国に寄贈し、米国の 28番目の州となった。
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　米市民を入植させ、独立運動を起こして共和国政府を作り、のちに領土ごと米

国に寄贈し併合される、という狡猾な領土拡張手法はこれ以降も頻繁に使われる

ことになる。

　米国は次にロッキーの向こう側を狙う。ここで活躍したのが外交官ポインセッ

ト（Poinsett）だ。

　彼は 1840年代、公使としてメキシコに赴任すると、金をばら撒いて反政府勢

力を勢いづかせ内乱を起こさせようとする。

　しかし土壇場で露見して追放される。

　その際、彼が持ち帰ったのがメキシコの原野で咲いていた花木メキシコ名

「Flora de Noche Buena」。今では世界中でクリスマスの花として珍重されるポイン

セチア（Poinsettia）のことで、その名はこの外交官にちなんだものだ。

　米国は彼をしてメキシコに内乱を起させそれに乗じて狙いをつけた太平洋への

出口カリフォルニア州を入手する腹積もりだった。

　そんな米国の手口がばれたことに加えて 1845年、「自由を求める人々を助ける」

とかきれい事を並べたテキサス共和国が米国に正式に併合され、アラモを含めた

すべてが米国の狡猾な領土獲得のための作戦だったことが表面化した。

　激怒するメキシコ政府に米国は平然とカリフォルニア州の買い取りを申し出

る。交渉は当然ながら決裂すると米国は実力に訴え、46年４月、リオグランデ

に出兵して両軍の間に戦いが始まる。

　これが米墨戦争で、1847年メキシコシティは陥落、ロサンゼルスも落ちてメ

キシコは全領土の 51％を賠償に取り上げられた。今のカリフォルニア州など太

平洋岸の３つの州も含まれ、これで米国は太平洋と大西洋という二つの大洋に跨

る巨大な領土を手中に納めることになった。

　しかし米国の領土欲は太平洋の海岸線では止まらなかった。自身、捕鯨船に乗

り組んだ経験のあるメルヴィルは「現代のイスラエルびと（神に選ばれた民とい

う意味）米国は太平洋を自分のものとするためにハワイを、そして次に日本を取

れ」と書いている。

　「あの二重錠を施した日本が余所者を受け入れるとしたら最初に好意に甘えら

れるのは捕鯨船だろう。なぜならもう（日本の港の）入り口まできているのだか
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ら」と。

　米国はまさにその状況をフルに利用して日本の開国を迫ったことは前述した通

りだ。

「太平洋の覇権」

　米国は日本を開国させると、次にハワイの獲得に乗り出す。その尖兵は宣教師

だった。彼らはハワイ王朝に取り入る。ルイス・フロイスやザビエルと同じに。

　今、ハワイ州旗となっているハワイ王朝の国旗はユニオンジャックが旗の左

肩についている。英国のキャプテン・クックが 18世紀に発見した時の名残だが、

その当時のカメハメハ王朝の血筋は途絶え、1874年、王室会議は新聞記者出身

の政治家カラカウアを国王に推戴した。

　しかし国王の王権はすでに制限され、王国議会は前述した宣教師やその息子、

進出した米企業家など白人（ハオリ）が大半を占め、事実上王国を乗っ取っていた。

　そのリーダー格がジュースメーカーとして今も名を残すサンフォード・ドール

（Sanford Dole）だ。宣教師を父にハワイで生まれた彼は政界に進出していた。

　その彼が仕組んだ王国乗っ取りはまず 1887年、民主主義の導入という口実で

新しい憲法案を起草し、カラカウア王に署名を迫った。

　内容は①国王の専制を抑え閣僚罷免権を否定する②王国の貴族だからといって

議会議員になるなどの特権を剥奪する③高額納税者にのみ選挙権、被選挙権を与

える ― というものだった。

　しかし民主主義と言いながら、結果的にはハワイ王国の民である島民は貧しい

がゆえに国政に関与できず、王族は国政から排除された。何のことはない、米国

からの企業家や商人が国政を独占することになった。

　カラカウアは署名を拒否したが、ドールたちは私設の軍隊 Honolulu Rifle部隊

を出動させ、その銃口の下で国王はサインをすることとなる。「ハオリ（白人）

の押し付けた銃剣（Bayonet）憲法」とそれは呼ばれた。

　1891年、カラカウアを継いだ妹のリリオカラニは音楽、詩作に通じた文人女

王だった。ハワイアンの名曲「アロハ・オエ」は彼女の作詞作曲になる。

　彼女はハオリの押し付けた憲法の改正を試み、1893年１月 14日、その改正案
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をドールに示した。要は島民など本来のハワイ王朝の民に選挙権を付与すること

とハワイ貴族の権利を回復する。そして最大の譲歩として米国人など「改正前憲

法で享受された外国人の特権は剥奪されない」ことも書き加えられた。

　しかしドールらはそれを拒絶し、米国公使ジョン・スティーブンス（John 

Stevens）に「米国系市民のクーデター」計画への協力を要請した。

　スティーブンス公使はあらかじめハワイ沖で待機させていた米戦艦「ボストン」

をホノルル港に入れた。

　その理由として彼は本国に「血に飢え、そして淫乱な女王が恐怖の専制王権を

復活させようとしている」から「米国人市民の生命と財産を守るため」としている。

　同年１月 16日、巡洋艦「ボストン」はホノルル港に入港するやスティーブン

ス公使の命令で海兵隊を上陸させ同艦の主砲をリリオカラニ女王のいるイオラニ

宮殿に向けた。

　女王は屈し、翌 17日、退位し、ハワイ王朝は幕を閉じた。そして即日、ドー

ルを大統領とする「ハワイ共和国」が独立を宣言した。

　ドールらはそれから５年後の 1898年ハワイ共和国の領土を米国に寄贈し、併

合された。テキサス州とほぼ同じ手順になる。

「日本がいた」

　しかしこの過程で思わぬ障害が起きた。

　ハワイのような有色人種国家ならどんな欺罔や脅しや汚い手を使って取り潰そ

うと、白人国家の間では問題にはならなかった。

　問題にしたのはハワイ島民と同じ有色人種国家・日本だった。

　なぜ日本が動いたか。実はその前段があった。1881年、カラカウア国王が欧

州訪問の道すがら日本を訪ねている。日本の暦では明治 14年になる。

　カラカウアはまず白人の手を借りずに鉄道を走らせ、ガス灯を灯し、発電所の

建設に取り掛かっている日本人に驚愕する。

　明治天皇と会談した彼は姪のカイウラニと山階宮親王との婚姻を求めた。カイ

ウラニはリリオカラニの次の国王になることが予定されていた王女だ。

　それは日本の皇室とハワイ王朝が姻戚関係になることを意味していた。もっと
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言えばカラカウアは近い将来、米国によって王朝が簒奪される予感があった。

　それは前述したように事実となるが、それを防ぐためにも非白人国家の同盟が

欲しかった。できれば米国の野望をくじく力を持った国との同盟が。そして国王

は日本にその可能性を賭けたのだ。

　結論から言うと明治政府は怖気づく。それも無理はない。日本は明治維新から

まだ十余年。富国強兵という近代化に取り掛かったばかりだ。まだ日清戦争にも

勝っていない時代の話だ。

　米国は本気でハワイを取るつもりだ。もし婚儀が成立し、ハワイ王朝と姻戚関

係があれば米国が砲艦外交でハワイを奪取したとき日本は米国に敵対せねばなら

ない。

　米国と戦争にもなりかねない。明治政府は翌年、特使をハワイに派遣して丁重

に婚儀を断っている。リリオカラニはそれから 10年後に退位をさせられた。

　しかしそれは明治政府の中央に居座る伊藤博文や井上馨、山県有朋など長州の

足軽、小者出身者たちの考え方で、明治政府から疎んじられた旧武士階級たちの

反応は違った。

　リリオカラニが米国の砲艦外交で退位させられて１か月後の２月 23日、巡洋

艦「浪速」が、さらに５日遅れてコルベット級「金剛」が米艦「ボストン」を挟

んで投錨した。表向きは１万人を越えた日本人移民の生命と財産を守るためだが、

存亡の危機を前にしたハワイ王朝から救援要請があったと言われる。

　それを示す証拠の一つが、リリオカラニが退位させられる１月 17日、女王と

して最後に行った外交案件が対日不平等条約の撤廃だった。

　それは各国足並みを揃えていた不平等条約の一角が崩れたことを意味し、日本

はその後の各国との改正作業をごくスムーズに行うことができた。

　ドールらに衝撃を与えた巡洋艦「浪速」の艦長は東郷平八郎と言った。約 10

年後の日露戦争に於いて三倍の勢力をもったロシア艦隊を壊滅させた連合艦隊司

令官である。

　東郷は入港後ただちに女王の側近４人と長時間の会談を行っている。さらに

ドールの共和国政府から追われた政治犯が「浪速」に逃げ込むという事件も起き

た。
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　「浪速」はドールたちに圧力をかけ、彼らの専横を抑えたのを確認したうえで

一旦はホノルルを離れるが、翌年１月の「アメリカ人のクーデター」１周年に再

びホノルルに入ってきた。

　ハワイ共和国政府はドール大統領のもとで建国１周年を祝っていた。

　「浪速」に対しても祝砲 21発を撃つよう共和国から依頼があったが、東郷は「そ

の理由を認めず」と拒絶した。港にいた英海軍巡洋艦など外国艦艇も東郷にならっ

て祝砲を拒んだ。

　「ホノルル港はハワイ王朝の喪に服すような静寂に包まれた」とジョン・ワイ

リー（John Wiley）著の「The Stolen Kingdom」は書いている。

　この騒ぎは当然、米本国にも知らされた。海軍省次官セオドア・ルーズベルト

（Theodore Roosevelt）は親友の戦略家アルフレッド・マハン（Alfred Mahan）に

こう書き送っている。「我々は明日にでもハワイ諸島を併合すべきだ。日本が英

国に発注した戦艦 2隻が英国を離れる前に我々はハワイのそこら中に星条旗を掲

げ、細かい問題はその後に片付ければいい。そしてニカラグア運河を早急に建設

し、12隻の戦艦を作って半分は太平洋に配置すべきだ。私は日本の脅威を現実

のものとして感じている」

　注釈を加えればニカラグア運河はのちに断念され、その南コロンビアの一州

だったパナマに変わるが、これは後述する。

　これが書かれたのは 1897年、日露戦争の７年前のことだ。つまり日本がロシ

アに勝つ前にルーズベルトは明確に日本を将来の脅威と予感していたということ

だ。

「米西戦争」

　多分、ルーズベルトの中ではこの時期、明確な「太平洋戦略」が形作られてい

たと思われる。そのためにハワイの次に米国が取らなければならない戦略拠点は

どこか。

　彼はそれをマハンともう一人、全米に 30以上の新聞社をもつ新聞王ウィリア

ム・ハースト（William Hearst）と話し合っている。

　その構想を実現するために彼は目の前のキューバを選んだ。
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　キューバ問題は実はこの時代の米国の安全保障にとっても不安材料だった。

　スペインは 16世紀、黄金を求めてカリブ海に進出する。後に西インド諸島と

呼ばれるこの海に散らばる島々には 1300万人のインディオが棲んでいた（ラス

カサス著「インディオの破壊に関する簡潔な報告」岩波文庫）。

　スペイン人はそのすべてを殺戮した。

　ハイチやドミニカ共和国のあるイスパニョーラ島ではたった 60年で 300万人

のインディオが殺し尽くされた。

　そのころになってコーヒーや砂糖、ゴムなど輸出作物を原住民に作らせるとい

う新しい植民地の使い方が考え出された。しかし気がついたらカリブには労働力

は消えていた。

　それでアフリカから黒人奴隷が運び込まれた。ハイチやジャマイカなどカリブ

諸国が黒人国家になったわけがここにある。

　ラスカサスによればキューバもほぼ全島民が殺された。彼の本にこんな描写も

ある。狩りに出たスペイン人の話で、[その日 ,獲物はなかった。空腹を訴える

猟犬のためにスペイン人はインディオの女が抱く赤ん坊を取り上げ、ナイフで手

足を切って犬の餌にした ]

　しかしスペイン人は若く美しい女は殺さずに犯した。そして生まれたのがイン

ディオと白人の混血メスチソである。

　キューバの構成はそのトップに宗主国スペインの白人支配者がいて、その下に

メスチソやアフリカ系、その混血児がいて過酷な植民地支配を受けていた。

　そして 19世紀末、白人の圧政に耐えかねた被支配者が立ち上がり、弱体化し

たスペイン植民地政府を押し捲っていた。ちょうどカストロが出てきたときと同

じ状況で、キューバ人独立派がほぼ勝ちを制していた。

　端から見れば虐げられた人々が圧政を撥ね退けて独立を果たす。喜ばしいこと

だが、地政学的には別の評価がなされる。

　キューバは米国にとってどういう位置にあるかを考えてみる。それは米国の脇

腹に突きつけられたナイフの形をしている。

　そこに有力な国家が生まれれば、その国は常に米国の安全にとって脅威になる。

日本の脇腹に位置する朝鮮半島に日本が神経質になるのと同じことだ。
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　キューバはその時点まで弱体化したスペインの植民地の内部でごたごたを続け

ていた。その限りでは米国の脅威ではないが、もし革命が成功すれば新国家が出

現する。それはどこの国とも同盟できる独立国家になる。

　ここで米ソ冷戦時代のことを思い出せばいい。独立国家キューバは米国と敵対

関係にあるソ連との同盟を選び、ソ連のミサイルがまさに米国の脇腹に配備され

そうになった。

　つまり米国は目下進行中のキューバ現住民による独立運動がうまくいっても

らっては困ることになる。

　言い換えればキューバでは内戦が続いている方がいい。独立した「意思のある

国」が誕生するのは何としても避けたい。

　そして不思議なことに米国の様々な発言とは裏腹に事態は米国がそうあって欲

しい方向に動き出していく。

　その最初が 1898年２月、米戦艦「メイン」がキューバの港に寄港中に起きた

爆発・沈没事件だった。

　「メイン」がハバナ港に寄港した口実はで在留米国人の保護ということだった。

ところが上級士官らが上陸した夜、艦は原因不明の爆発をし、乗員 260人が死ぬ。

多くは下級の水兵か非白人で、この中には初めて艦隊勤務を命ぜられた日系兵卒

９人も含まれていた。

　「メイン」の悲劇をルーズベルトの友人であるハーストの「ニューヨーク・ジャー

ナル」紙など傘下の新聞すべてとピュリッツァーの「ニューヨーク・ワールド」

紙などがそろってスペイン植民地政府が米戦艦を爆破したと報じ、さらにスペイ

ン植民地政府がいかにキューバ市民を虐げ非人道的な圧政を敷いていたかをセン

セーショナルに伝えた。

　「Remember Main」（戦艦「メイン」の悲劇を忘れるな）が全米にこだました。

　ルーズベルトも動く。彼は海軍省次官の職を辞し、自ら騎馬義勇軍「Rough 

Rider」を編成してキューバに渡り、「虐げられた人々のために」スペイン政府軍

相手に奮闘する。

　その姿はあのアラモの砦に駆けつけたデビー・クロケットの姿を髣髴とさせた。

　ハーストも動く。彼は新聞の挿絵画家を急ぎ自分の豪華ヨットにのせてハバナ
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に向かわせる。画家は開戦のときを待つが、一向にその気配がない。画家はハー

ストに「待っていても無駄だ。もう帰る」と打電する。

　これにハーストが有名な言葉を吐く。「お前は絵を描く用意をしろ。オレは戦

争を用意する」

　 ハースト系の新聞などによる世論の盛り上げとルーズベルトの「Rough Rider」

の活躍は全米を興奮の渦に巻き込む。

　そしてハーストの予言通り、「メイン」爆沈から２ヵ月後の 1898年４月 19日、

マッキンリー米大統領はスペイン政府に対し「キューバを支配する資格はない。

主権を放棄せよ」とする宣戦布告を行い、開戦した。

　キューバにあったスペイン艦隊は善戦するが、新興の米国に敵うわけもなく

４ヶ月後の 98年８月、スペインは降伏する。

　しかしキューバに誕生した新政権はスペイン植民地政府と戦ってきた独立派の

政府ではなく「独立運動を助けた米国」のお気に入りのキューバ人政権だった。

言葉を選ばずに言えば「米国の傀儡政権」だった。

　

「フィリピン戦争」

　キューバを発火点とした米国とスペインの戦争は実はこれで終わりではなかっ

た。

　カリフオルニア州ロサンゼルス。ウィルシャー

大通りがフリーウエー 405号線を越えて間もなく

左手に UCLAの森が見えてくる辺りに高さ数㍍

の白亜の像が道路わきに建っている。

　キューバ解放を発端とした米西戦争の記念碑

で、女神を中央に銃を携えた二人の兵士が左右に

配置されている。そして碑文には

To Those Who Volunteered And Extended The Hand 

Of Liberty To Alien Peoples

とある。「あの戦争に志願し、そして外国の虐げ

られた人々を解放するべく手を差し伸べた兵士た
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ちに捧ぐ」というような意味だ。

　ただ注目すべきはその米西戦争の始まりと終結の年だ。前述の通り開戦は「1898

年」になるが、終結は「同じ年の８月」ではなく「1902年」となっている。そ

れは実はフィリピンでの戦いが終結する年なのだ。

　そして驚くべきことにフィリピンの戡定作戦はスペインに宣戦布告する前から

準備されていた。

　以下「世界戦争犯罪事典」（文芸春秋社）「Response of Imperialism」（Richard 

Welch Professor of History Lafayette College）によると、米艦隊のジョージ・デュー

イ提督はスペイン開戦を前に香港に追放されていたフィリピン人の植民地抵抗勢

力の指導者エミリオ・アギナルドと接触し、米艦隊が海から攻めるのと呼応し、

陸側からマニラを攻撃する手筈を決めていた。

　スペイン軍が打ち倒されたときはフィリピンの独立を承認するというマッキン

リー大統領の言葉も伝えられた。

　そして実際にマニラ湾のスペイン艦隊に米艦隊が攻撃を仕掛けたのは宣戦布告

の日から 12日目の５月１日だった。

　通常大西洋に配備されている米艦隊が都合よく太平洋岸にあったとしてマニラ

湾までの距離は１万 5000キロ。仮に 20ノットで休まず航行してもたっぷり２週

間はかかる。

　それでマニラ湾についてすぐ攻撃に入るなどは戦術上もありえない。敵情視察

を含め準備は少なくとも 1ヶ月はかかる。

　つまりアギナルドの説得工作を含めこのマニラ湾攻撃には２、３ヶ月をかけて

いただろう。時期的にいえば戦艦「メイン」が爆発する前から準備が進められて

いたというわけだ。

　「Response to Imperialism」でウェルチはこのフィリピン作戦について「キュー

バ解放の戦いがなぜ太平洋の向こう側に飛び火したのか」という疑問があったこ

とを伝え、その一つの答として「当時の米国の政策は長期的な戦略展望として太

平洋に幾つかの拠点を獲得する方針をもっていた」「それは大きく海軍省次官セ

オドア・ルーズベルトと戦略家アルフレッド・マハンに負うところが大きかった」

と書いている。
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　つまりハワイ王朝を奪ったクーデターのおりに登場した日本を脅威として捉え

るルーズベルトがこのフィリピン獲得作戦の立案者だったというのである。

　さてフィリピンでの米西戦争の行方は簡単に決した。緒戦でマニラ湾にあった

艦隊がほぼ全滅し、また陸上では約３万のアギナルド軍の攻撃が苛烈さを増した

こともあってスペイン軍は同年８月 13日、降伏する。

　しかし米国の対応がここからおかしくなっていく。米西戦争の講和会議はパリ

で行われるが、スペインはキューバの主権放棄は認めたもののフィリピンの領有

は譲らなかった。米国はそこでルイジアナと同じに領土の購入を申し出て、結局

フィリピンとグアム、プエルトリコの領有権を 2000万ドルで買った。

　これで米国は晴れてハワイの向こう側、アジアの入り口に当たる拠点を獲得し

た。

　マッキンリー大統領はこれを受けて 98年 12月 21日、フィリピンを米国が植

民地として獲得したことを世界に通告した。

　フィリピンではすでにこの事態は予想されていた。スペイン軍が降伏したあ

と、マニラに上陸した米軍は勝利者であるアギナルド軍のマニラ入城を拒否して

いた。

　そこに米大統領の植民地支配通告だ。アギナルドは怒った。そして翌 99年１

月 27日、マニラ郊外のマロロスでフィリピン共和国の独立を宣言し、米国の植

民地支配にはっきり抵抗する姿勢を明らかにした。

　その直後の２月４日、両軍が睨み合うマニラ郊外サンタメサで米軍兵士がフィ

リピン人を射殺したのをきっかけに両軍が衝突。米国は 12万人の兵士を投入し

アギナルド軍の殲滅作戦が展開された。

　装備で劣るアギナルド軍は緒戦の４週間で兵力の１割に当たる 3000人を失い、

ジャングルに逃げ込んで抵抗を続けた。

　これを見た米軍司令官のアーサー・マッカーサーは「アギナルド軍はもはや正

規軍としての戦いを放棄した」と宣言する。

　今でいえば非合法なゲリラ、あるいはテロリストという認識で、従って捕虜に

なったとしても国際条約で禁止された尋問、拷問、あるいは処刑も勝手という意

味だ。
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　またそうした非合法ゲリラに食糧を与えたり、匿ったりした者はそれが家族と

いえどもその共犯者とみなして同じように拘留、処刑など厳しい処分が可能にな

る。ちなみに彼の息子がダグラス・マッカーサーである。

　この宣言が出されたあとフィリピンには夜間外出禁止令（curfew）が出され、

違反した市民はその場で射殺された。フィリピンは虐殺の島に変わった。

　後に米上院でこのときの殺戮戦の公聴会が行われ、その一部が公開された。

　ある証言ではアギナルド軍兵士に行われた拷問のひとつ「Water Cure」の詳細

が語られている。

　これは中世の魔女裁判と同じに拷問を受ける者を寝かせて手足を縛った上で約

18リットルの水を飲ませる。最初は飲み水が使われたが、やがて泥水や海水が

使われた。

　大方はそれで尋問に答えるか、死亡する。中にはしぶとく頑張る者もいるが、

そういう時は尋問する米軍兵士が机の上から膨れた腹の上に飛び降りる。「彼ら

は口から６フィートも水を噴き上げて、死ぬ」と。

　アギナルド軍の追跡で雇った道案内人がわざと回り道をさせた罪で処刑された

事件も公聴会議事録にある。

　尋問官は最初の日は膝を撃ち、２日目は肩を、３日目にもう一方の膝を撃ち、

４日目にやっと頭を撃って処刑した、と。

　アギナルド軍兵士の家族にも同様の災難が降りかかった。とくにアギナルドの

出身地マニラの南郊バタンガスの村はアギナルド軍兵士に援助したという口実で

すべての家と田畑が焼かれ家畜も殺された。食べ物を失った民の多くは餓死した。

　敵軍の兵士の故郷、兵士の妻子を殺すという手法はその後の日本の空襲、ベト

ナム戦争などで実行されている。

　戦いが３年目に入った 1901年、サマール島で米軍が不意討ちを食い、38人が

殺された。米軍はその報復にサマール島と隣のレイテ島に住む 10歳以上の村民

すべてを殺戮した。

　アギナルド軍の抵抗は 1902年７月に終わりこのとき大統領に就任していた

ルーズベルトは「フィリピンの反乱軍は鎮圧された」とコメントしている。

　この戦いで米軍は 4200人の戦死者を出したが、一方のアギナルド軍は２万人、
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一般市民を含め 20万人が殺されたり飢餓で死んだりしたと上院公聴会の議事録

は書いている。

　米西戦争は「1898年から 1902年」とあるが実際の米西戦争は４ヶ月で、残り

の４年間はフィリピン人の独立運動の鎮圧にあった。

　「虐げられた外国の人々に自由の手を差し伸べた」というロサンゼルスの米西

戦争記念碑の文言以上の嘘を知らない。

「Theodore Roosevelt」

　話を少し戻す。ペリーによってミステリアスな日本を開国させたことが米国の

外交勝利だった、ということを前に述べた。

　この時代、米国はそれを誇りにしていた。日本が 1860年、初の遣米使節団を送っ

てくると米国はそれを大歓待した。

　これに先立つこと３年。今の福島県出身の高野幸八を座長とする旅芸人一座が

米国を巡業し、欧州に渡っているが、彼らも歓迎され東海岸の巡業の折にホワイ

トハウスに招かれて大統領に謁見して「握手をし候」と彼の旅日記にある。

　遣米使節団も歓迎された。それはあのウォルト・ホイットマンが以下のような

詩を書いていることでも窺える。

　遥かな西の海原を越えて日本から／礼儀正しく日焼けした二本差しの使節たち

／無蓋の四輪馬車に凭れて、ああ使節は威風堂々／今日マンハッタンを駆けてい

く／自由な民よ／わが心、他人は知らねど／日本からの貴公子が行列の中に／ま

た付き人がしんがりをつとめ進み行く姿に／私は歌いたい／その自由の民のため

に（佐渡谷重信「アメリカ精神と近代日本」から）

　1876年、独立 100周年を記念してフィラデルフィアで万国博覧会が開かれた。

日本はその 10年前のパリ万博に初参加しているが、このときは徳川幕府と薩摩、

肥前藩がささやかな出品しただけだった。

　しかしフィラデルフィア万博では２年の準備期間を設け、本館と茶室の２棟を

建てている。近代国家に仲間入りした日本の気概が感じられるが、それ以上に米

国の反応は大きかった。

　「我が国が世界列強を差し置いて開国させるのに成功した不思議の国・日本」
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という意識がそこにあった。

　そしてその期待は後にジャポニズムとして欧米の人気をさらうことになる「日

本の美意識」との遭遇というおまけもついた。

　会場で日本の職人が日本館を建て始めると新聞も雑誌も張り付いてその報告を

興奮して紙面に載せた。ＮＹ・タイムズは「アーモンドのような目をした大工が

釘一本使わないで巧妙な組み合わせパズルのように茶店を建てていく」様を詳細

に伝える。「花園のような国からきた子供たちは大工道具をせっせと動かし」と

いう表現もある。

　そして出来上がった建物に陳列される七宝や象嵌、浮世絵、漆細工、磁器が並

べられると驚きと好奇は頂点に達する。

　「日本の作品を前にするとキリスト教聖堂の宝物は高価な宝石を使いながら何

と不細工で趣味の悪さを露呈していることか」

　「日本人には優美な空想と自然の光景に対する徹底した共感とユーモアを解す

る細やかな感覚、それに原色の使い方を知り尽くした特性が神から与えられてい

る」（いずれもＮＹ・タイムズ紙から）

　そして勢い、この時代に米国社会に苦力として入り込んでいた「同じように見

える中国人」との比較が行われる。

　「緋文字」で知られるエマニュエル・ホーソンの息子で批評家のジュリアンは「日

本の芸術はヒューモアに満ち、活き活きとしているが、中国人のそれは気味が悪

く、顰め面を想起させる」

　Historical Society of Pennsylvaniaのリポートには「我々は中国人を躊躇いなく、

また彼らに何らかの侮辱を与えたという感じもなく、半文明の部類に入れる。そ

してまさにこのことが日本文明と中国文明との間に重大な相違があることを分か

らせてくれる」とある。

　Marietta Holleyは著書「Samantha at Centennial」の中でサマンサに「日本の男

性は穏やかな態度や礼儀正しさを失わないません」と語らせ、さらに「日本も中

国も奇妙な国です。でも日本は奇妙でもそれには芸術的、創造的な性質があるの

ですが、中国は奇妙なところだけしかありません」と明快に区別する。

　これを総括して亀井俊介は「日本とアメリカ」の中で「日本の芸術品はペリー
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遠征以来、米国人が胸に抱いてきた日本の国民性に対するイメージを裏付けた」

と書いている。

「反日への傾斜」

　この感覚は 1885年のニューオーリンズ万博にも持続される。このとき新聞記

者として日本の芸術を取材したのがラフカディオ・ハーン（Lafcadio Hearn）で、

心酔のあまりやがて日本にやってきて小泉八雲になった。

　しかし 1895年に日本が日清戦争に勝ったころから米ジャーナリズムの表現は

変化していく。

　「日本は日清戦争で見せた気力、決意、見通しをもって世界の先進工業国に商

業戦争を挑んできた。日本で進んでいる産業革命は米国の最重要な権益にとっ

て実際的な脅威だ。何か手を打つべきだ」。これは 1900年サンフランシスコの

「Overland Monthly」誌の記事である。

　1904年、日露戦争の始まった年に開かれたセントルイス万博では日本の別の

顔に焦点が当てられた。「日本の電信制度は 30年で６万マイルに、鉄道は 20年

で 4000マイルに達した」そして出版図書はその時点で米国をしのいだことが強

調され、「日本人は商業と工業の達成と完璧な自然との協調を図ってきた。この

ことは戦術と平和の探求において世界の列強に伍して行こうとたゆまず前進する

国民の精髄を表している」（Isaac Marcosson）という評だ。

　ごく奇麗な言葉だが、言い換えれば、日本が「花園のような国」から脅威の国

に意識が転換していく過程でもあった。

　そしてこの時期、ルーズベルトが大統領に就任した。彼の側には米西戦争をと

もに立案し戦ったマハンとハーストが控え、それぞれに次の行動に着手していた。

　まずルーズベルトは南米コロンビアの北端にあるパナマ州で起きた独立運動に

支援を決めた。

　パナマはこの当時、太平洋側から大西洋に抜ける拠点だった。ポーハタン

（Powhatan）号で太平洋を渡った新見備前守、小栗上野介らの遣米使節団もサン

フランシスコに寄港したあとパナマに回り、汽車で大西洋側のアスペンウォール

に出て、ここから再び汽船ロアノーク（Roanoke）号でワシントンにいっている。
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　パナマは二つの大洋を結ぶ交通路の要であるだけでなく、もう一つの意味で

も注目されていた。それはスエズ運河を建設したレセップスが中米ニカラグア

で行っていた運河建設が挫折。彼に代わって積極的に運河建設に取り組んできた

ルーズベルトが運河用地としてまさにこのパナマ地峡に目をつけていたのだ。

　そのパナマは前述したように太平洋から大西洋の通路として米国が経済的にも

支配力を強め、加えて米国系市民も増加していた。

　そんな状況下でパナマ州民の一部が反政府運動を起こし、中央政府の圧政を逃

れて独立すると言い出した。何やらその昔のテキサスを思い出させる景色だった。

　そして例によって米国が「自由を求める人たちのために」軍事介入し、コロン

ビア政府の抗議も無視してパナマの独立を承認する。

　米国は独立したパナマにその支援の謝礼として国土の中央を幅 20キロにわ

たって縦断する形で租借すると通告してきた。国土は東西に分断され、行き来も

できない。しかし新政権に米国の横暴をたしなめる力はなかった。

　かくてハワイ王朝の奪取に冷たい視線を送り、米国の太平洋制圧に待ったをか

ける日本に対する備えとしてルーズベルトが悲願とした二つの大洋を結ぶ運河用

地が労せず米国に転がり込んだ。ルーズベルトは直ちに運河建設を命じ、それは

1914年に完成する。

　米国はこれで二つの大洋に素早く艦隊を移動させられるようになった。ちなみ

に二つの大洋は水位が 20メートル近く違う。

　それを閘門式の人工水路で結ぶが、その人工水路は幅 33㍍、深さ 13㍍。そ

れで米国の戦艦はすべて幅員 33㍍、吃水線下が 13㍍といういわゆる「Panama 

Depth」構造になっている。

　一方、ハーストも日露戦争で日本の勝利が続くのを見て動き出した。

　05年春、ハースト傘下の「San Francisco Examiner」とデヤンク（De Young）系「San 

Francisco Chronicle」はカリフォルニア州議会が「日本人の移民制限」を決議し

たことをきっかけに反日キャンペーンを始めた。

　例えば「Brown Artisans Steal Brains of White」だ。日本人は白人の叡智を盗み

にきている。彼らには創造力がまったくなく物真似だけで生きているという内容

だ。日本人の独創性、芸術性を高く評価していたことも忘れている。
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　あるいは「日本人は怠惰で働かずに博打と売春にうつつを抜かす」「日本人移

民の 37人に１人は伝染性の眼病など不潔な病気に感染している。これはエリス

島にくる白人移民の 30倍で、日本人がいかに不潔か分かる」。

　そうかと思うと「日本人はたった２セントの飯だけで 11時間働く。中国人は

生計に 11ドルかけるが、日本人はその半分で、残りは日本に送金する」として「危

険な日本人より純真な中国人苦力がまだまし」となる。

　中国人と日本人の好感度が逆転する。

　そのキャンペーンのさなかの 05年５月 27日、日本は対馬沖でロシア艦隊を全

滅させた。

　白人は黄色人種に負けないという神話が潰えただけでなく歴史にもない完勝を

日本に許し、さらに絶対に沈まないはずの鋼鉄製戦艦が何隻も砲撃で沈んでしま

うという大事件も伴っていた。

　ＮＹ・タイムズはその１報が届いたときそれが信じられなかった。

　５月 29日付け紙面は一面で「東京はロシア艦 12隻を沈没もしくは拿捕したと

発表した」と伝えながら「複数のロシア艦で水平が反乱を起こしキングピンを抜

いて自沈したという情報もある」と伝えた。そんな情報は東京からも上海からも

出ていない。ＮＹ・タイムズのでっち上げた虚報だ。

　確かにそれは海軍先進国でも信じられない有り得ない勝ち方だったが、同時に

それは白人国家が非キリスト教国家の有色人種に負けたことを素直に認めたくな

い心情が働いた虚報だったと解釈できる。

　しかし流石にＮＹ・タイムズだ。６月２日付の紙面はこう日露戦争の行く末を

報じた。

　「日本はペンシルバニアの会社に軍用トラックと鉄道資材を大量注文している。

ロシア陸軍を翻弄したクロキ（黒木為楨陸軍司令官）の軍がさらに北に展開する

ための準備と見られる。目的地はロシアの極東最大の拠点ウラジボストークで、

ロシアが制海権を失った今、陥落は必至だ。皇帝がそれでもなお継戦にこだわれ

ば日本は交戦国の権利としてロシア商船を破壊するだろう。大西洋、地中海、バ

ルト海にも進出してロシア船だけでなくロシア向けの中立国の船も臨検できる。

ロシアに講和以外の選択はない。もっとも日本艦隊がバルト海まで出てきて欧州
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諸国の神経を逆撫ですることはしないだろうが…。ともかくウラジボストークが

落ちたとき戦争は終わる」

　付け加えれば日本は英国との間に日英同盟を結んでいる。その条文にはもし第

三国がロシアに便宜を図った場合、英国はその国に対して宣戦布告するという１

項がある。

　ロシアの盟友フランスの植民地仏印・ベトナムのカムラン湾をロジェストウイ

ンスキーのバルチック艦隊が錨泊地にしようとした。日本艦隊との決戦前に十分

な休養を提供したかったためだが、フランス自身がカムラン湾からロシア艦隊を

追い出している。それはこの日英同盟が効いていたからだ。

　日本海海戦のあと、ＮＹ・タイムズが報じたようにロシアは完全に制海権を失っ

た。まして日本艦隊はほぼ無傷だ。ウラジボストークにかぎらずサンクトペテル

ブルクもクロンシュタットも海から攻撃されて破壊されるのは目に見えていた。

　では陸路を使ってロシアに補給できるかというと日英同盟がある。どの国もロ

シアの延命のために英国と戦争をするわけもなかった。

　ＮＹ・タイムズが書いたように極東の拠点を失い、ロシアは有色人種国家に完

全に敗北したことを認めたうえに沿海州かシベリアの半分か、割譲しなければな

らなかったはずだ。

　しかし事実はそうならなかった。

　ルーズベルトはまさにこのＮＹ・タイムズの記事が出た日に日本とロシアの講

和の仲介を取ると言い出した。

　そしてポーツマスで開かれた講和会議でロシアは敗戦国でありながら不名誉な

賠償金支払いも国土の割譲もなしで済ませた。ロシアは白人国家として最低の面

目は保てた。

　そしてそれはルーズベルトの手腕に負う。

　今、日本の歴史書は「もはや日本には継戦能力はなく、ルーズベルトに救われ

た」風に書かれている。

　ルーズベルトは前述したようにキューバを口実にフィリピンを植民地に組み込

み太平洋に多くの拠点を構築した。

　そしてハワイ王朝奪取の際の東郷平八郎の行動から、誰よりも早く日本を米国
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の脅威として捉えていた。

　そのために二つの大洋を結ぶ運河の建設を急ぎ、米西戦争と同じ汚い手を使っ

てコロンビアからパナマを奪っている。太平洋に素早く艦隊を移動させる目的は

まさに「日本」だった。

　その同じ人物がこのときだけ日本を思って講和を行うだろうか。彼は日本がよ

り強力な脅威にならないようロシアからの賠償をゼロとしたと考えるべきではな

いか。

　日露戦争のあと、米国での反日キャンペーンはますます燃え広がった。

　1906年サンフランシスコで大地震が起きる。２日間燃え盛った火は市の半分

を焼いた。

　震災の後、市内に居住していた日本人移民はハーストの反日キャンペーンに刺

激された米国市民の憎しみを一身に受けて襲われ、掠奪され、焼かれた。

　日系人に対する人種的迫害・ポグロムといっていい。被害は表に出た数字だけ

で 53件にのぼり、うち 37件は殺傷事件だった。

　しかし日本政府はこの事態に非難の声を上げなかった。代わりにサンフランシ

スコ大地震の義捐金を募り、それは総額で 50万円、現在の額で 50億円にものぼ

り、世界各国の中で最高額の見舞金としてサンフランシスコ市に贈られた。

　それに対する同市の答は「地震で校舎が不足した」ことを理由に「日本人子弟

の通学拒否」だった。２万 5000人の児童のうち日本人児童はわずか 93人だった。

　1909年発刊の Archivolt Coolidgeの「世界の強国アメリカ」はこう書いてある。

「日露戦争での日本の勝利は自分たちが世界支配を要請されているという欧米諸

国の自己満足的仮説に酷い打撃を与えた。日本人移民は何千万という軍隊の前衛

となっている。彼らは白人の前から撤退するどころか、白人との競争でかえって

発展増加している。戦場から退却しているのは日本移民でなく白人である」

　そして日本人と中国人の好感度逆転は出版界からハリウッドにも広がっていっ

た。20世紀初頭。その世界を席巻していたのはフー・マンチュー（Fu Manchu）だっ

た。正体不明、残虐で悪知恵に長け妖術も使う。（次頁写真）

　憎まれ者の中国人を象徴する存在だったのだが、日本を敵役にするムードは

フー・マンチューを消し去り、代わって愛される中国人探偵チャーリー・チャン
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（Charlie Chang）が登場する。

　そしてルーズベルトはかつての「Chinese 

Exclusive Law」の日本版・日本人移民排斥法

を事実上、公認していく。大の米国贔屓、内

村鑑三をして怒らせたという日本人差別を

ルーズベルトがやった。

　この事実を踏まえても彼はなお「日本のた

めに日露戦争の講和をやってくれた恩人」と

いう意見が生き残っていくところに、日本人

の底抜けのお人好しぶりが窺える。

　かくて日中の好感度は逆転して「純真な中国人」というイメージが「日本脅威

論」の反作用として定着していき、その後の新聞論調からパール・バックの作品

にも共通していくのである。

　

「Woodrow Wilson」

　ルーズベルトの衣鉢を継いで反日を徹底させていったのが 28代大統領ウッド

ロー・ウィルソン（Woodrow Wilson）になる。

　彼は 1917年、1500万人を殺し合った第 1次大戦末期に参戦を決め、翌 18年

にドイツの降伏を引き出してパリ和平会議の主役となる。

　彼がこの会議に持ち込んだのは平和 14か条と呼ばれる戦後処理の新しい原則

だった。

　彼は従来の国際政治理論 Balance of Power（力の均衡）を徹底的に非難した。

この理論は単に力の強い国々が合理的に自らの国益を得る口実にしているに

過ぎない。国家の上に国家を仕切る世界政府を置き、秩序を保つべきだとして

League of Nations（国際連盟）を提唱した。

　その言やよし。だが、これに先立つ戦後処理でウィルソンは戦勝国として日本

が当然の戦利品となる山東半島、その他の旧ドイツ領の割譲を頑なに拒否した。

　日本はこの抵抗で結局、山東半島は獲得できず、わずかにパラオなど中部太平

洋の島嶼群のみを得るにとどまった。
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　さらにウィルソンはパリ会議の最高意思決定機関だった「10人委員会」（米、英、

仏、伊、日の５大国代表各２人で構成）を解消して新たに「４人委員会」（米英

仏伊代表で構成）に切り替えた。平たく言えば唯一の有色人種国家・日本を外す

作業だった。

　西園寺公望など日本代表を「Silent Partner」と揶揄する声があるが、発言しよ

うにもウィルソンはその機会さえ奪っていたのだ。

　そして国際連盟が形作られていった。その要が国際連盟規約（Covenant）創り

でその委員長に当のウィルソンが就任した。

　日本はここで沈黙を破り「すべての人類は平等で、人は人種によって差別され

ない」とする「Racial Equality」（人種平等）案を規約に入れることを求めた。

　しかし ウィルソンはその提案を拒否する。

　日本代表はやむなく文言を「国家平等の原則（Principle of equality of Nations）

に従い国民は公正に処遇される」とまで表現を弱め、さらに条項の一つとしてで

はなく、連盟規約の前文に挿入するところまで妥協した。

　ウィルソンは渋々それを 16カ国の代表で構成する規約委員会に諮った。結果

は予想を超えてギリシャ、イタリア、中国、フランス、チェコが日本案に賛成意

見を陳述し、英国のみ反対意見を述べた。

　そして採決の結果は 16カ国のうち 11カ国が賛成、反対は５票に終わった。

　しかしウィルソンは規約に関する評決は「全会一致を原則とする」という新し

い規則を議長権限で持ち出し、日本案を棄却した。

　そして最終的に決定された連盟の規約にはウィルソンの主張する世界政府に

近い形で国際連盟の位置が明記されていた。それはどこかの国が規約を無視して

他国を侵略した場合、すべての加盟国はその国に対し宣戦布告する（規約 16条）

といものだ。

　しかし交戦権、あるいは戦争をするかどうかはその国の主権に関わることで国

際連盟が果たしてそれを超越する力をもつのか、という疑問や反対意見があって、

実際には世界政府としては機能しなかった。ウィルソンの理想は実体化しなかっ

た。

　それも当然で、規約 22条には「近代社会の激甚な競争の中でいまだ自立でき
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ない（アジア、アフリカ地域の）人々に対して彼らの福祉向上を図るのは文明国

家の神聖な使命である」と、第三世界の植民地支配を正当化する文言が麗々しく

置かれていた。

　このパリ会議の後に阿片・ヘロインの製造及び売買を禁止するハーグ条約が結

ばれるが、英、仏、オランダはその所有する植民地について条約の履行を留保し

ている。つまり各国の植民地は阿片売買禁止を謳った国際条約の埒外に置くとい

うことだ。

　なぜならフランスはベトナムで、英国はマレーその他地域で、そしてオランダ

は蘭領東インド（インドネシア）で阿片専売公社をつくり、重要な植民地の収入

源としていた。

　その阿片公社はいずれも中国人（華僑）が組織として運営に関与していたこと

が白石隆「海に帝国」（中公新書）や、トーマス・ラッフルズ（Thomas Raffles）

の自伝に詳細に述べられている。

　ウィルソンが人種平等案を理不尽にも棄却した背景には米国の黒人問題という

この国の業があるが、それ以上に白人国家の植民地経営を破綻させることを恐れ

たためだ。阿片売買の権利を「白人国家が神から与えられた神聖な使命」という

神経が素晴らしい。

　ところで彼にはもう一つの日本潰しという責務があったと思われる。戦勝国の

日本が加わった最高議決権機関を潰し、ウイルソン（米）とロイドジョージ（英）、

クレマンソー（仏）、オルランド（伊）の白人４カ国で仕切ることにしたのは明

白な日本外しだった。

　それは日露戦争で白人国家が日本に負けたことで、第三世界で信じられていた

白人不敗神話にひびが入ったことと無関係ではない。孫文は「アジア人は白人に

は敵わないという思い込みを振り切れた」と語った。そしてベトナムで、メッカ

で、トルコで、ヘルシンキで、さらに米国の黒人社会で「日本の勝利」はじわじ

わと波紋を広げていた。

　白人支配を脅かす日本の影響を鎮め、日本がさらに第３世界を刺激するような

行為に歯止めをかけなければならないと彼は考えていたのだろう。

　日本にしか提案できない「人種平等案」はまさにその新たな第３世界への刺激
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だった。だから彼は阻止した。

　これを象徴する事態がパリ会議直後に起きている。日本代表は会議終了後、米

国経由で日本に帰るが、ニューヨークに上陸したところで黒人団体の歓迎を受け

て「我々のためにも」更なる努力を求められた。そして日本代表の到着に合わせ

て米国の主要都市で自由を求める黒人のデモが展開され、「大いなる騒擾」が当

時の新聞に報じられている。

　ウィルソンの日本潰しはこのパリ会議のあとに本格的に始まる。

　それが 1921年、ワシントンで開かれたいわゆる「ワシントン軍縮会議」である。

　日本では英、米、日の主要海軍国が戦艦以下の主要艦の保有比率を決める会議

だと理解している。つまり英が５、米が５、そして日が３とする比率だ。

　しかし主宰したウィルソンの魂胆は別のところにあった。それは米国の提案に

明白に出ている。即ち「米国は日英軍事同盟に対抗するために日英保有の戦艦数

を保有する権利がある」と。５・５・３の比率でいうなら英が５で日が３なら米

国は両者の合計８を保有できるというものだ。

　日英が米国と戦う理由はないが、日英同盟のある限りその可能性は否定できな

いというわけだ。

　しかもこの時点で米国はすでにパナマ運河を独占的に活用していた。いざ鎌倉

というときに米国は「８」の軍艦を太平洋に集結させて「３」の日本と戦うこと

になる。

　もしそれが嫌なら「旧時代の力の均衡策の名残であり、秘密外交の残滓でしか

ない日英同盟を破棄せよ」とウィルソンは主張した。

　日本は日英同盟のおかげで英国という後ろ盾を得られた。そして英国の指導と

庇護を受けて権謀渦巻く国際社会に船出し、何とかやってこられた。

　あの日露戦争にしても英国がもたらす情報や英国の周辺国への脅しも利いて、

日本はロシアのみに集中して戦争が出来た。

　しかしここに至って日本は日英同盟を破棄させられる羽目に追い込まれた。

　この日から日本は英・米・仏・蘭という白人欧米列強を相手にたった１国の有

色人種国家として立ち向かう形を強いられた。言い換えれば「日本の孤立」が図

られたのだ。
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　思うが侭に米国の手玉に取られる日本。その辺を「新聞力＝世論の違いだった」

と会議に参加した加藤寛治海軍大将は朝日新聞に述懐している。日本に欠けてい

るのは世論作りだったと。

　しかし日本はこの事態をとっくに予想して早くから中国と朝鮮とに期待した。

　早く近代化に目覚め、そして手を携えてアジアの自立に進もうと。脱亜論を書

いた福沢諭吉は朝鮮から多くの学生を慶応義塾に留学させた。しかし彼らは大学

の金庫から金を盗み、遊興に耽って諭吉を怒らせた。

　その点、まだ中国人はましだった。魯迅と周作人の兄弟を始め蒋介石、汪兆銘、

周恩来なども来て学んだ。日本側は彼らを受け入れる大学を新設した。東京大同

学校もその一つでその校長には戊戌の政変で追われた梁啓超を据えている。彼が

日本で発刊した「新民叢報」は中国でも読みまわされ、多くの中国人青年を刺激

した。その中に若き日の毛沢東もいたが、彼は後に日本を裏切る。

　日本が中国に施したのは留学生の指導だけでなかった。犬養毅や宮崎滔天ら有

志は中国の近代化を急がせるために孫文に惜しみなく金を与え、あの辛亥革命を

成就させた。

　しかし中国もまた結局は朝鮮と同じに、身に付いた華夷秩序の事大意識を捨て

られず、アジアの国家としての生き様を考えようともしなかった。

　20世紀の頭、アルフレッド・マハンは「太平洋に進出を企てるロシアを押さ

え込むための米国と英国と日本の海洋国家同盟を考えていた」（亀井俊介「日本

とアメリカ」）。それでもロシアに勝てるかどうかを危ぶんでいた。

　しかしそのロシアの世界最強を誇る陸軍だけでなく最大の海軍まで日本は文字

通り「鎧袖一触」やっつけてしまった。しかも非キリスト教国家で有色人種の国が。

　その日本に加え、眠れる獅子と称されたアジアの大国・中国が「日本化されて」

協力したらどうなるか。

　「日本が眠れる隣人を目覚めさせ、手を携えたとき、だれがこの２国が世界の

ヘゲモニーを取らないと言い切れるか」とムッソリーニは語っている。

　米国の政治評論家トーマス・Ｆ・ミラードは 1909年、「中国が日本に対する敵

意を持っているならば米国は直ちに援助を提供できよう。米国と中国の間には真

の利害の一致がある」と書いている。
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　日露戦争のときは「日中市民が手を握り合い抱き合い、提灯行列と爆竹で日本

の勝利を祝った」と駐北京のドイツ大使が本国に書き送っている。「中国の日本

化は我々に甚大な影響を与えるだろう」

　そして前にも増して多くの中国人青年が日本に留学に向かっているときに米国

では「もし日中間に敵意があれば」という仮定形が語られている。

　言い換えれば、それがそれ以降の米国の対日、対中国政策の基本にすれば米国

の国益が守られるという意味だろう。

　それ以降、まず孫文は清王朝（満州民族）の領土、満州を中華民国の領土だと

言い出す。それはやがて日露戦争で日本がわずかに手にした東清鉄道の権益も危

うくする。

　そしてこの主張ゆえに張作霖親子の謀反とその先に満州事変、そして日本の国

際連盟脱退と続く。米国の国益追求はまさに設計図どおりに進んでいったわけだ。

　孫文の裏切りを継いだのが蒋介石だが、彼も米国からのカネに転び、反日に転

じた。

　アジアの植民地化を図った欧米列強はその時点でフィリピンは米国が、マレー

半島とビルマを英国が、ベトナムをフランスが、そしてオランダがインドネシア

を支配していた。それぞれは阿片を売りつけ、住民を好きに殺傷し搾取をほしい

ままにしていた。

　その欧米列強の一つ米国の買収で中国は寝返ったのだ。日中はもはや手を携え

ることは夢と終わった。

　その仕上げはもう一人のルーズベルト、フランクリン・デラノ・ルーズベルト

だった。

　彼は半世紀にわたって白人による世界支配を妨害し続けた日本の戦後について

「彼らを四つの島に閉じ込め、そして滅ぼす」と英国公使サー・ドナルド・キャ

ンベルに語っている。そして事実、戦後、日本人は世界のすべての地域から引き

揚げさせられた。そして四つの島に閉じ込められた。

　滅ぼす国に自らを守る自衛権も軍隊もいらない。だから憲法９条も置かれた。

　蒋介石の顧問を務めたオーウェン・ラティモアの指導で日本を工業国から農業

国に切り下げる作業が進められた。
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　表向きは戦後賠償という名目で日本にやってきたエドウィン・ポーレーは、日

本の重工業施設の工場を解体し、先進技術と機械が朝鮮や中国に運び出された。

それはすべて米国の国益に適うものだった。




