フランクリン・ローズヴェルト大統領の「隔離」演説
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はじめに

本稿 の 目 的は 、 第 一次 世 界 大戦 後 、 深ま る 孤 立主 義 的 風潮 (1) の中 で 、 フラ ン ク リ ン・ ロ ーズ
ヴェ ルト 大統 領(Franklin D. Roosevelt)が 、ど のよ う な意 図で 「隔 離演 説」 を行 った のか を明
らか にす るこ とで ある 。 さ らに その 「隔 離演 説」 に対 する 国内 外の 反応 が、 ロー ズヴ ェル トの
外交 政策 にど のよ うな 影響 を及 ぼし たの かと いう こと を追 求す る。

1. 第 一 次 世界 大 戦 後 のアメ リ カ の 風 潮

アメ リカ が第 一次 世界 大戦 に参 戦し たこ とは 大き な間 違い であ った とい うのが 1930 年代 の
アメ リカ 国民 の感 情で あっ た。 欧州 は根 本的 に腐 敗し てお り、 戦争 は欧 州大 陸を 覆う 疫病 なよ
うな もの で、 その 苦境 の責 任は 欧州 自ら にあ ると アメ リカ 国民 は思 って いた 。そ うし た疫 病か
ら離 れて いる 限り 、合 衆国 は絶 対に 安全 だと アメ リカ 国民 は信 じて いた 。具 体的 には 、 国 際紛
争に 介入 する こと 、そ して 国際 紛争 を防 止す るた めに 集団 安全 保障 体制 に参 加す るこ とに アメ
リ カ 国 民 の 多 く は 反 対 し て い た の で あ る [Langer and Gleason 1952: 11-15; Morgan 1985:
503]。例 えば 、ラ イン ラン ト進 駐、 ユダ ヤ人 迫害 、ス ペイ ン内 乱へ の干 渉と いっ たド イツ の一
連の 行為 にも 関わ らず、1937 年 当時、アメ リカ 国民 の 大半 は、ド イツ に対 して 中 立を 守る べき
だと 考え てい た。こ うし た アメ リカ 国民 の態 度は、1938 年 9 月 29 日の ミュ ンヘ ン会 議ま で変
わる こと はな かっ た [Jacob 1940: 51-52]。
そう した 孤立 主義 への 回帰 傾向 が強 くな って いた こと に加 えて 、真 珠湾 前夜 まで 外交 に関 す
る主 導権 を握 って いた のは 大統 領で はな く、 孤立 主義 を堅 く信 奉す る議 会指 導者 達に 率い られ
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た議 会で あっ た[Campbell and Jamieson 1990: 112-113; Holt 2000: 121-307]。中 でも ナイ
(Gerald P. Nye)上院 議員 を中 心と する 兵器 産業 に関 する 調査 委員 会は 、1934 年 2 月 8 日、 第
一次 世界 大戦 で銀 行家 や兵 器メ ーカ ーが 不当 な利 益を あげ てい たこ とを 暴露 し、 第一 次世 界大
戦に アメ リカ が参 戦し たの は、こう した 不当 利得 者の ため にす ぎな かっ たと 結論 付け た [ルク テ
ンバ ーグ 1968: 172]。
外交 権限 をめ ぐる 大統 領と 議会 との 様々 な攻 防の 中で 、最 も注 目を 集め たの が、 中立 法を め
ぐる 攻防 であ る。 中立 政策 は、 ジェ ファ ーソ ン大 統領 (Thomas Jefferson)以 来の アメ リカ の伝
統で ある 。1807 年、ジェ フ ァー ソン は、ア メ リカ の貿 易に 課さ れた 英仏 の禁 輸措 置に 対抗 して 、
アメ リカ の資 源輸 出 を 拒否 する こと で英 仏の 行動 を牽 制し 、さ らに アメ リカ の船 舶が 事件 に巻
き込 まれ 、そ の結 果戦 争が 起こ ると いう 危険 性を 排除 し、 当時 まだ 弱小 国で あっ たア メリ カが
力を つけ る時 間を 稼ご うと した [Harper 1994: 65-66]。そし て時 代が 下っ て 20 世紀 初頭、ウィ
ルソ ン大 統領 (Woodrow Wilson)は、「世 界の 平和 と 自 由が 複雑 に絡 み合 って いる 今、 中立 はも
はや 実行 可能 でも 望ま しい もの でも ない 」 [Wright 1940: 391]と 戦争 メッ セー ジ の中 で 唱 え、
アメ リカ は中 立を 一旦 放棄 し、 第一 次世 界大 戦に 参戦 する こと にな った 。第 一次 世界 大戦 後、
先述 のよ うに 第一 次世 界大 戦参 戦に 対す る否 定的 評価 が高 まり 、再 び中 立政 策が 見直 され るよ
うに なっ た。1930 年 代に は 、中 立を 唱え るに して もど の よ うに 中立 を唱 える かが 争点 とな った
ので ある (2) 。
1933 年初 め にロ ーズ ヴェ ルト 政権 は、侵 略国 家に 対 して 禁輸 措置 をと る権 限を 大統 領に 与え
る法 案を 通過 させ るよ うに 議会 に働 きか けた 。こ の法 案は 下院 を無 事に 通過 した 。し かし 、上
院外 交委 員会 は、 侵略 国家 だけ でな くす べて の交 戦国 に対 する 禁輸 措置 をと ると いう 内容 に改
定す るよ うに ロー ズヴ ェル ト政 権に 勧告 した ため 、ロ ーズ ヴェ ルト 政権 はこ の法 案の 提出 を断
念し た[Cole 1960: 653]。
さらに 1935 年、 エチ オピ ア危 機の 際に 、多 くの アメ リカ 人が 中 立 法制 定の 必要 性を 感じ て
いた にも かか わら ず、 その 内容 をど のよ うな もの にす るの かに つい て意 見の 統一 はな され てい
なか った 。ロ ーズ ヴェ ルト 政権 は、 交戦 国に 対す る選 択的 禁輸 措置 の 自 由裁 量権 を求 めた 。ピ
ッ ト マ ン (Key Pittman)上 院 議 員 を 筆 頭 に 、 上 院 外 交 委 員 会 は 、 そ う し た 自 由 裁 量 権 を 大 統 領
に与 える こと に猛 然と 反対 した 。 ピ ット マン 達は 、大 統領 が選 択的 禁輸 措置 をと るこ とで 特定
の国 を「 侵略 国家 」と 名指 しす るこ とに なり 、そ の結 果、 戦争 に巻 き込 まれ るこ とを 恐れ てい
たの であ る。結 局、大統 領 は、1935 年 8 月 31 日、義 務的 武器 禁輸 をす べて の交 戦国 に対 して
適用 する 法案 に承 認を 与え た [Cole 1960: 654]。 これ がす なわち 1935 年 の中 立 法 (3) で ある 。中
立法 が禁 輸に 的を 絞っ てい るの は、 ナイ 委員 会の 影響 があ った こと は明 らか であ る 。 つま り、
アメ リカ を戦 争か ら遠 ざけ てお く一 つの 方途 は、 銀行 家 や 兵器 メー カー の不 当な 利益 をあ げよ
うと する 目論 見を 禁輸 措置 をと るこ とに より 事前 に挫 くこ とに あっ た 。 ロー ズヴ ェル ト大 統領
は、1935 年の 中立 法に 承認 を与 えた もの の、内 心、こ のよ うな 硬直 的な 禁輸 措置 では 、アメ リ
カを戦争から遠ざけておくどころか、結局戦争に引きずり込むことになると考えていた
[Department of State 1943: 24-25]。ロー ズヴ ェル トが 法案 を結 局承 認し たの は、1934 年か ら
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1935 年 に か け て 既 に 国 際 司 法 裁 判 所 参 入 の 是 非 を め ぐ っ て 上 院 と 争 っ て い た こ と が 一 因 で あ
る。 国内 政策 を円 滑に 実行 して いく ため に、 ロー ズヴ ェル ト政 権は これ 以上 、上 院と の亀 裂を
深め るわ けに はい かな かっ た 。 この 国際 司法 裁判 所問 題は 、ト ルー マン 、ア イゼ ンハ ワー 両政
権 期に お け るブ リ ッ カー 修 正 問題 (4) の先 駆 だ と言 え る 。 そし て 、 前法 に 引 き続 く 形 で 定 め られ
た 1937 年の 中立 法 (5) の骨 子は 、交 戦国 に対 して 現金 決済 以外 で物 資を 販売 する こと とア メリ
カ船 籍の 船舶 が武 器を 輸送 する こと を禁 止す るも ので あっ た [Morgan 1985: 486]。1935 年 から
1937 年に か けて 、ロ ーズ ヴ ェル トは 中立 法自 体に 反対 を唱 える こと なく 、そ れを 運用 する 際に
でき るだ け自 由裁 量を 行え るよ うに 調整 しよ うと した のだ が、 その 試み は必 ずし もう まく いか
なか った ので ある 。
何故 、ロ ーズ ヴェ ルト は中 立法 に対 して 全面 的な 指導 権を 握ろ うと しな かっ たの か。 それ は
ロー ズヴ ェル ト政 権を 取り 巻い てい た状 況に 原因 があ る。1935 年当 時、ニ ュー デ ィー ルは、第
一次 ニュ ーデ ィー ルか ら第 二次 ニュ ーデ ィー ルへ の変 化、 すな わち 「統 制さ れた 経済 から 補正
され た経 済へ の変 化」[シ ュ レジ ンガ ー 1966: 339]に さ しか かっ てい た。1935 年 は 、まさ に 1933
年に 開始 され たニ ュー ディ ール が、 その まま 崩壊 して しま うの か、 また は新 たな 装い で復 活を
遂げ るの かの 瀬戸 際で あり [シュ レジ ンガ ー 1966: 188-190, 331-337]、 こう した 状 況で は、 中
立法 成立 を政 権に とっ て有 利な 形に 改め るよ うに 議会 に働 きか ける 余裕 など なか った ので ある。
さらに 1935 年 から 1936 年に かけ て連 邦判 事達 が、ニュ ーデ ィー ル諸 立法 打倒 を目 指し 、連 邦
法令 の施 行を 停止 する 禁止 命令 を濫 発し てい た 。 最高 裁も ニュ ーデ ィー ル諸 立法 を無 効に しよ
うと 試み てい た[シュ レジ ン ガー 1966: 375]。
しか も、 ロー ズヴ ェル トは 悪化 しつ つあ った 国際 情勢 を好 転す べく 1933 年 に行 われ たロ ン
ドン 国際 経済 会議 やロ ンド ン軍 縮会 議で ほと んど 成果 をあ げる こと がで きず、1933 年末 を境 と
して 孤立 主義 に従 わざ る を 得な くな って いた 。ア メリ カに とっ ては 、ニ ュー ディ ール を国 内 条
件の みで 行う こと は不 可能 で 、 国際 的な 経済 環境 の好 転が 不可 欠で あっ たが 、そ の希 望は 適わ
なか った ので ある [谷 1986: 9-16]。
こう した 困難 な状 況に もか かわ らず 、 1936 年 11 月の 大統 領選 で、ロ ーズ ヴェ ル トは 共和 党
大統 領候 補の ラン ドン (Alfred M. Landon)に 一般 投票 で 1000 万 票以 上の 大差 を つけ て史 上空
前 の 大 勝 利 を 収 め た 。 第 二 次 ニ ュ ー デ ィ ー ル は 国 民 の 信 任 を 得 た の で あ る [シ ュ レ ジ ン ガ ー
1966: 527]。
しか し、1937 年に なっ て、最高 裁改 革の 失敗 や 労 働争 議の 頻発、景気 後退 によ っ て、ロ ーズ
ヴェ ルト は議 会に 対す る影 響力 を低 下さ せて い っ た。 ロー ズヴ ェル トは 、ま るで 「ま った く棄
てら れた 指導 者」[ルク テン バーグ 1968: 200]のよ うに なっ てい たの であ る。その 一方 で、民主
党保 守派 議員 が、 ニュ ーデ ュー ル阻 止の ため に共 和党 との 超 党 派ブ ロッ クを 結成 し、 ロー ズヴ
ェル トの 威信 はま すま す低 下の 一途 を辿 って いた 。結 局、 ロー ズヴ ェル トは 、選 択可 能な 方途
の中 で、 孤立 主義 者へ の譲 歩と して 直接 的な 海外 への 関与 を控 え、 中立 法の 枠内 で自 由裁 量権
を行 使す るこ とに より 国際 秩序 の安 定を 図る とい う道 を目 指し た の であ る[中澄 1992: 17]。
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2. フ ラ ン クリ ン ・ ロ ーズヴ ェ ル ト の 意 図

著 名な 大統 領レ トリ ック 研究 者で ある ライ アン (Halford Ryan)は、 隔離 演説 を 以下 のよ うに
評し てい る。

「ロ ーズ ヴェ ルト の目 的は 、1941 年 12 月 8 日 まで 完 全に 達成 され るこ とは なか った が、
『隔
離』 演説 は、 アメ リカ 国民 を戦 争に 順応 させ 、戦 争を アメ リカ 国民 に適 合さ せる レト リッ ク的
キャ ンペ ーン の始 まり を告 げる もの であ った 」 [Ryan 1988: 141]

ライ ア ン の指 摘 か らす る と 「隔 離 」 演説 は 、 一種 の 戦 争レ ト リ ック (6) であ る と い うこ と にな
る。 しか し、 ロー ズヴ ェル トの 意図 は、 単純 にア メリ カ国 民を 戦争 に順 応さ せる こと では なか
った よう に思 われ る。
「隔 離」 演説 に関 する 先行 研究 の中 で代 表的 なも のは ボー グ(Dorothy Borg)の研 究で ある 。
一般 的な 解釈 によ ると 、ロ ーズ ヴェ ルト の「 隔離 」演 説は 、中 立法 によ る孤 立主 義を 放棄 し、
ウィ ルソ ン的 な集 団安 全保 障体 制に 参加 する こと を闡 明し たも ので ある 。し かし 、ボ ー グ は、
そう した 一般 的な 解釈 とは 異な り、 ロー ズヴ ェル トが 「隔 離」 演説 で訴 えよ うと した のは 集団
不干渉主義の推進であり、枢軸国に対する強硬姿勢を闡明したものではないと論じている
[Borg 1957: 420]。
こ こで 「隔 離」 演説 作成 の経 緯を 説明 し、 次に 「隔 離」 演説 の内 容に つい て分 析し てい く。
1937 年 9 月 6 日 、ロ ーズ ヴェ ルト は、 世界 の政 府間 の平 和の ため に ア メリ カが 先頭 に立 って
大 掃 除 を す る 準 備 が で き て い る こ と を 公 に す る と モ ー ゲ ン ソ ー 財 務 長 官 (Henry Morgenthau,
Jr.)とハ ル国 務長 官 (Cordell Hull)に語 った 。そ うし た 問題 には 国民 を事 前に 教化 する 必要 があ
ると して 両者 は、 大統 領の 意見 に反 対し た。 ハル が憂 慮し てい たの は、 アメ リカ 国内 の世 論が
分裂 して いる 姿を 諸外 国に さら すこ とで あっ た。 そこ でハ ルは 、大 統領 の旧 友 の デー ヴィ ス無
任所 大使 (Norman H. Davis)と相 談し 、西 部旅 行の 途 上、 孤立 主義 で凝 り固 まっ てい る大 都市
の一 つで 、国 際協 力に 関す る演 説を 行う べき だと 大統 領に 提案 する こと にし た 。 ロー ズヴ ェル
トは その ハル の提 案を 受け 入れ 、演 説草 稿の 作成 にか かる よう に指 示し た。 モー ゲン ソー とハ
ルは 、シ カゴ で行 われ る予 定の 演説 によ って 、 ア メリ カ国 民が 「三 つの 野蛮 国家 」の 振る 舞い
に 嫌 悪 感 を 抱 い て い る こ と を 世 界 に 伝 え る こ と が で き れ ば よ い と 考 え て い た [Borg 1964:
379-380; Hull 1948: 544]。
「隔 離 」 演説 の 冒 頭は 、 チ ョト ー ク ヮで の 演 説 (7) の 冒 頭に 非 常 によ く 似 てい る 。 チョ ト ーク
ヮで の演 説の 冒頭 で、 ロー ズヴ ェル トは 、国 内情 勢だ けで なく 国外 情勢 にも 目を 向け るよ うに
国民 に訴 えか けて いる 。 同 様に 「隔 離」 演説 の冒 頭で ロー ズヴ ェル トは 、大 恐慌 期に 比べ て国
内経 済が 好転 して いる こと を感 慨深 げに 語っ た後 に、
「 隣人 と平 和と 友誼 を以 って 共存 して いこ
うと 望ん でい るす べて の諸 国民 と諸 国家 は 、 ます ます 悪化 して いる 世界 の政 治情 勢 に 大い なる
懸念 と不 安を 抱い てい る」[Rosenman 1969: 407]と 国 民に 訴え かけ た。次 いで 戦 争の 恐怖 に慄
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く世 界で は、ブリ アン -ケロ ッグ 平和 協定 (パ リ不 戦条 約 )の 精神 に立 ち返 るこ とが 重 要だ とロ ー
ズヴ ェル トは 説い た。 さら にロ ーズ ヴェ ルト は以 下の よう に国 際的 無法 状態 が世 界に 蔓延 し て
いる こと を強 調し た。

「 現在 の恐 怖と 国際 的無 秩序 の時 代は 、他 国の 内政 に対 する 不当 なる 干渉 、あ るい は国 際条
約違 反に よる 外国 領土 の侵 略を 以っ て開 始さ れた が、 今日 では 当に 文明 の礎 が甚 だし く脅 かさ
れる に至 って いる 。そ して 宣戦 布告 も 警 告も また 如何 なる 正当 化も なく 、女 子供 を含 む市 民が
空中 から の爆 弾に より 容赦 なく 殺戮 され てい る。 所謂 『平 和』 時に 船舶 が何 等理 由も なく 無警
告で 潜水 艦に よっ て撃 沈さ れて いる 。あ る国 々は 、未 だか つて 彼ら に何 も害 を及 ぼさ なか った
国の 内乱 に関 与し 、互 いに 一方 に味 方し て内 乱を 助長 して いる 。あ る国 々は 、彼 ら自 身の 自由
を要 求し なが らも 、他 国に 自由 を与 える こと を拒 んで いる 」[Rosenman 1969: 407]

「 女 子 供 を 含 む 市 民 が 空 中 か ら の 爆 弾 に よ り 容 赦 な く 殺 戮 さ れ て い る 」 と い う 行 が 、 1937
年 4 月の ゲル ニカ 爆撃 事件 を指 して いる こと は当 時の 聴衆 にと って 容易 に推 測で きた に違 いな
い。名 指し を避 けな がら も 明確 に意 図す ると ころ を伝 える とい うの は巧 みな レト リッ クで ある。
また 潜水 艦に よる 船舶 の無 警告 撃沈 は、 第一 世界 大戦 参 戦 前の ドイ ツの アメ リカ に対 する 仕打
ちを 聴衆 に思 い出 させ るも ので あっ た。 ロー ズヴ ェル トの 激し い非 難は 続く 。

「無 実の 諸国 民、 無実 の国 々は 、正 義や 人道 的な 考え など 欠け らも ない 権力 や支 配の 虜に よ
って 残酷 にも 踏み にじ られ てい る」 [Rosenman 1969: 407]

こ こで ロー ズヴ ェル トは 、ヒ ルト ン (James Hilton)の『 失わ れた 地平 線』 から の一 節を 引用
する 。

「殺 人の 技術 を手 にし て狂 喜し た人 間が 世界 中を 狂奔 し 、 すべ ての 貴重 なも のが 危機 にさ ら
され る時 代を おそ らく 我々 は予 見す るこ とに なる 。あ らゆ る書 籍、 絵画 、音 楽、 二千 年の 間に
蓄積 され たあ らゆ る 財 産、 小さ く、 繊細 で、 無防 備な もの ―す べて が蹂 躙さ れ完 全に 破壊 され
るだ ろう 」[Rosenman 1969: 407-408]

こ の 引 用 部 分 は 、 主 人 公 コ ー ン ウ ェ イ と シ ャ ン グ リ ・ ラ (チ ベ ッ ト の 秘 境 の 名 )の 大 ラ マ と が
世界 の行 く末 につ いて 話し 合っ てい た時 に、 大ラ マ自 身が 見た 未来 の世 界の 幻想 をコ ーン ウェ
イに 語っ た行 であ る。原 文 では、文末 は「 す べて のも のは、リヴ ィウ スの 書籍 [『 ロー マ建 国史 』]
が散 逸し たよ うに 失わ れ、 イギ リス 軍が 北京 の夏 の離 宮を 蹂躙 した よう に踏 みに じら れる だろ
う」[Hilton 1947: 127]と な って いる 。当 時 、イ ギリ ス との 協調 関係 を模 索し てい たロ ーズ ヴェ
ルト が、イ ギリ スに 対す る 非難 につ なが るよ うな 箇所 を削 った のは 言う まで もな いこ とで ある 。
ロー ズヴ ェル トは 世界 に忍 び寄 る脅 威を この よう に説 明し た後 、そ れが アメ リカ にど のよ うな
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影響 を及 ぼす か語 る。

「も しそ うし たこ とが 世界 のそ の他 の地 域 で 蔓延 した とし たら、アメ リカ だけ が それ を免 れ、
アメ リカ だけ が幸 運を 期待 し 、 この 西半 球だ けが 攻撃 され ず、 静穏 かつ 平和 的に 文明 の精 華や
倫理 を保 ち続 ける こと がで きる など と誰 が想 像で きる だろ う 」 [Rosenman 1969: 408]

こ こで ロー ズヴ ェル トは 、西 半球 をア メリ カの 勢力 圏と 定め 、そ の圏 外か らの 干渉 を許 さな
いと いう 所謂 伝統 的な モン ロ ー 主義 だけ では 、ア メリ カの 安全 を保 証で きな いこ とを 示唆 して
いる 。こ うし た事 態を 避け るた めに ロー ズヴ ェル トは 、平 和愛 好 諸 国に 一致 協力 を求 める 。

「 平和 愛好 諸国 は、 今日 、単 なる 孤立 や中 立に よっ て逃 れる こと など でき ない 国際 的無 法状
態や 不安 定を 生み 出し てい る、 こう した 条約 違反 や人 間の 本性 の無 視に 一致 協力 して 反対 しな
けれ ばな らな い」 [Rosenman 1969: 408]

「 隔離 」演 説は 単に アメ リカ 国民 を対 象と した もの では なく 、世 界を 視野 に入 れた もの だと
わか る。 しか し、 平和 愛好 諸国 に一 致協 力し て反 対す るこ とを 呼び かけ たと いっ ても 、こ こで
は具 体的 な手 段が 明ら かに され てい るわ けで はな い。 さら にロ ーズ ヴェ ルト はい かな る国 も現
在の 国際 情勢 の中 では 孤立 した まま でい るこ とは でき ない と論 を進 める 。

「 現代 世界 は、 技術 的、 道義 的に 緊密 に結 び付 き相 互に 関連 しあ って いる ので 、 ど んな 国も
世界 の他 の部 分で 起き る政 治的 経済 的動 乱 が 縮小 せず に拡 大し た 場 合、 そう した 政治 的 、 経済
的動 乱か ら完 全に 孤立 する こと はで きな い 」 [Rosenman 1969: 409]

ロ ーズ ヴェ ルト は関 税障 壁を 取り 除き 、世 界貿 易を 拡大 させ 、軍 縮を 行う こと によ り国 富を
軍備 にで はな く生 産財 に向 ける よう にし よう と 世 界に 訴え かけ た。 比較 的穏 やか な調 子に なり
つつ あっ た演 説は 、再 び熱 を 帯 び始 め、 この 演説 の通 称の 由来 とな った 最も 有名 な行 にさ しか
かる 。

「 世界 の九 割の 人々 の平 和と 自由 、そ して 安全 が、 すべ ての 国際 的な 秩序 と法 を破 壊し よう
とし てい る残 り一 割の 人々 によ って 脅か され よう とし てい る。 法の 下に 、ま た数 世紀 にわ たっ
て広 く受 容さ れて きた 道徳 規範 を守 って 平和 に生 きよ うと する 九割 の人 々は 、自 分た ちの 意志
を 貫 徹 す る 道 を 見 出 す こ と が 出 来 る し 、 ま た 見 出 さ な け れ ば な ら な い 。 (中 略 )。 不 幸 に も 世 界
に無 秩序 とい う疫 病が 広が って いる よう であ る 。 身体 を蝕 む疫 病が 広が りだ した 場合 、共 同体
は、疫 病の 流行 か ら共 同 体 の健 康を 守る ため に病 人を 隔離 する こと を認 めて いる 」[Rosenman
1969: 410]
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こ の「 隔離 」の 行は 、実 はロ ーズ ヴェ ルト の独 断で 演説 草稿 に挿 入さ れた もの であ る。 先述
の通 り、 ハル は演 説草 稿に デー ヴィ スと 共に 携わ って いた のだ が、 演説 が 実 際行 われ る ま でこ
の行 が ある こ と を全 く 知ら なか っ た [Hull 1948: 545]。デ ー ヴィ ス が 準備 し てい た演 説 草稿 に
よる と、「 隔離 」の 行の 部 分は もと もと 以下 のよ うな 内容 だっ た。

「私 は、 平和 主義 を追 求 し よう と決 意し た。 だが 、も し我 々が 自分 達の 権利 と利 益を 守る こ
とが でき ない とし たら、我 々は 他国 から の尊 敬を 失い 、さら に自 尊心 をも 失っ て しま うだ ろう 。
我が 国は 、父 祖た ちが 自ら の生 命よ りも 尊 く 、そ れな しで は生 きる 価値 など ない と 考 えた 主義
に殉 じよ うと して いる 。も し我 々が 、自 由と 進歩 の礎 とな る主 義を 、最 善を 尽く して もも はや
守れ ない 時が 来た ら、 我々 は偉 大な る国 家の 遺産 を犠 牲に する こと にな り、 我が 国を 維持 する
ため の活 力を 失う こと にな るだ ろう 」[Borg 1964:627]

疫 病や 隔離 に関 連す るよ うな 表現 は全 くな かっ たこ とは 明ら かで ある 。ロ ーズ ヴェ ルト は い
った いど こか ら疫 病や 隔離 に関 連す る着 想を 得た ので あろ うか 。
九月 頃、大 統領 はデ ーヴ ィ スに しば しば 世界 情勢 や国 務省 につ いて 語っ てい た。先述 の通 り、
デー ヴィ スは、シカ ゴで の 演説 の草 稿を 準備 して いた が、そ の草 稿に は、
「戦 争は 伝染 病で ある 」
とい う文 句は あっ たが、
「 隔 離」のア イデ アは まだ 使わ れて いな かっ た。デー ヴィ スの 他に イッ
ケ ス 内 務 長 官(Harold Ickes)も、 度 々 、 大 統 領 と 外 交 問 題 を 話 し 合 って い た 。 大 統 領 が 西 部に
出掛 ける 前の 昼食 会で 、イ ッケ ス は 大統 領に 、ロ ーズ ヴェ ルト の声 こそ 、世 界に 残さ れた 民主
主義 を奮 起さ せる こと がで きる 唯一 の声 であ ると 述べ た。 大統 領は 、イ ッケ スが 国務 省の 弱腰
を非 難す るの に同 意し 、 旅 行か ら帰 り次 第、 国務 省を 大統 領自 ら運 営す ると 述べ た。 その 時、
イッ ケス は、 国際 情勢 を病 気に 譬え て、 近隣 諸国 は、 感染 の脅 威 に 対し て自 らを 「隔 離」 する
権利 があ ると 話し た。 大統 領は イッ ケス の話 を遮 り、 その 言葉 を書 き留 めて 、そ れを いつ か使
おう と言 った [Rosenman 1972: 164-165]。
また ロー ズヴ ェル トは 、ウ ェル ズ国 務次 官(Sumner Welles)とも 外交 問題 を話 し 合っ てい た。
ロー ズヴ ェル トは 、 ウ ェル ズに 日本 を 隔 離す る計 画の 概容 を話 して いた が、 それ をい つ公 にす
るか 詳し い時 期に つい ては 話し てい なか った 。ウ ェル ズは 度々 ロー ズヴ ェル トに 対し て、 世界
戦争 を回 避す るた めに 何ら かの 努力 をと るべ きだ と主 張し てい た。 七月 から 八月 にか けて ロー
ズヴ ェル トと ウェ ルズ はど うい った 行動 を取 るべ きか 話し 合っ た。 ロー ズヴ ェル トは 、イ ギリ
ス海 軍と 協力 して 戦略 地点 に部 隊を 派遣 し、 日本 への 輸出 を阻 止す る つ もり だと 七月 にウ ェル
ズに 語っ てい る。 日本 に対 して 領土 拡大 をし ない よう に求 める か、 もし くは 禁輸 措置 をと る場
合、 太平 洋で イギ リス と共 同戦 線を 張る こと がで きる か ど うか の可 能性 をロ ーズ ヴェ ルト は探
って いた ので ある 。そ の時 点で ロー ズヴ ェル トが 考え てい た「 隔離 」と は、 太平 洋で イギ リス
と協 力し、日本 に対 して 海 上封 鎖を 行う とい うこ とだ った。ウェ ルズ はロ ーズ ヴ ェル トに、我々
がそ のよ うな 措置 を取 ると なる と戦 争に なる ので はな いか と危 惧を 示し たが 、ロ ーズ ヴェ ルト
は、 戦争 にな ると は思 わな いし 、イ ギリ スは この 申し 出を 快諾 する だろ うと 楽観 的に 答え た。
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しか し、 この 案は イギ リス の快 諾が 得ら れず 、ま た戦 争を 誘発 する 可能 性が ある ため 議会 やア
メリ カ国 民に は受 け入 れそ うに ない とい うこ とで 放棄 され た [Graff 1988: 180-182]。
こ うし た閣 僚達 との 話し 合い の他 に、 先述 の『 失わ れた 地平 線』 も疫 病や 隔離 に関 連す る着
想の ヒン トに なっ てい るよ うで ある 。 な ぜな ら『 失わ れた 地平 線』 は、 シャ ング リ・ ラ が その
他の 世界 から 隔離 され てい るの で世 の中 に蔓 延す る欲 望と いう 名の 疫病 から 逃れ るこ とが でき
ると いう テー マを 含ん でい るか らで ある 。
結局、
「隔 離」演 説の 中で は 、この「隔 離」と いう 概念 がい った いど のよ うな 意味 を持 つの か
とい うこ とが 大き な問 題と なる ので ある 。そ れは 次の 節で 述べ る。
ロー ズヴ ェル トは 演説 の最 後で 再度 、疫 病に 関連 する 表現 を述 べて いる 。

「宣 戦布 告さ れて いよ うが いま いが 、戦 争は 伝染 病で ある 。戦 闘が 行わ れて いる 場所 から 遠
く隔 たっ た諸 国や 諸国 民を 戦争 は飲 み込 んで いく 。我 々は 戦争 の局 外に 立と うと 決意 した が、
それ でも 、戦 争の 及ぼ す破 滅的 な影 響か ら身 を守 り、 戦争 に巻 き込 まれ ない よう にす るこ とは
でき ない 。我 々は 戦争 に巻 き込 まれ るリ スク を最 小に する ため に 、 戦争 の局 外に 立つ とい う方
法を 採用 して いる が、 信念 と安 全が 崩壊 して いる 無秩 序な 世界 の中 で完 全に 身を 守る こと など
でき ない 」[Rosenman 1969: 411]

孤立 主義 だけ では アメ リカ を守 るこ とは でき ない とい うテ ーマ が 伝 染病 とい う比 喩が 織り 込
まれ 新た な形 で繰 り返 され てい る。 伝染 病が 逃れ 得な いも の で ある のと 同じ く、 戦争 も逃 れ得
ない もの であ ると 聴衆 に納 得さ せよ うと して いる 。 伝 染病 のイ メー ジが 有効 に活 かさ れて いる
と評 価で きる 。最 後に ロー ズヴ ェル トは 以下 の言 葉で 演説 を締 め括 った 。

「ア メリ カは 戦争 を憎 む。 アメ リカ は平 和を 望む 。そ れ故 、ア メリ カは 平和 を追 求す る試 み
に積 極的 に参 画す る」 [Rosenman 1969: 411]

3. 国 内 外 の反 応

「ロー ズヴ ェル ト、 平和 に向 けて 『一 致協 力』 を求 め、 戦争 屋を 糾弾 す」 (8)

ニュ ーヨ ーク ・タ イム ズは 、一 面で ロー ズヴ ェル トの 「隔 離」 演説 につ いて 以上 のよ うに 報
じた 。多 くの 新聞 がロ ーズ ヴェ ルト の「 隔離 」演 説に 対し 好意 的な 反応 を示 し、 大統 領に 寄せ
られ た手 紙の 多く も、
「隔 離 」演 説を 強く 支持 して いた 。例 えば コロ ンビ ア大 学学 長の バト ラー
(Nicholas Murray Butler)は以 下の よう な手 紙を ロー ズヴ ェル トに 寄せ てい る。

「昨 朝の シカ ゴで のあ なた の演 説は 、ま るで 窒息 しか けた 世界 に吹 き込 んだ 新鮮 な空 気の よ
うで あっ た。 あな たが 表明 した こと 、指 し示 した 道は 、国 際世 論に 大き な影 響を 与え た。 私の
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見解 では 、そ れよ りも さら に重 要な こと は、 戦争 に至 るこ とな く、 そし て戦 争の 恐れ を増 すこ
とな く、 真の 結果 を生 み出 す政 策と 行動 を闡 明す るこ とが でき たこ とで ある 。世 界を 導く のは
我々 であ る。 そし て我 々の 中に 巣喰 う最 大の 平和 の敵 は、 孤立 と中 立と いう 言葉 が意 味を 全く
なさ ない 状況 の下 で 、 なお もそ れら を説 く連 中で ある 。シ カゴ での 演説 であ なた が示 した 方針
よ り も 、 む し ろ 彼 ら の 考 え る 政 策 の ほ う が 、 ず っ と 武 力 衝 突 に 至 る 可 能 性 が 高 い 」 [Schewe
1983: 27]

しか し、 一部 の新 聞は ロー ズヴ ェル トを 辛辣 に非 難し た。 ウォ ール スト リー ト・ ジャ ーナ ル
は、
「 外国 への 手出 しを やめ ろ、ア メリ カは 平和 を欲 す る」と いう コメ ン ト を 発 表 し 、シ カ ゴ ・
トリ ビュ ーン は、 大統 領が シカ ゴを 「戦 争恐 怖の 世界 的ハ リケ ーン の中 心」 に変 えて しま った
と非 難し た[ルク テン バー グ 1968: 180]。実 はハ ルも 、 演説 草稿 に携 わっ たと はい え、「 隔離」
の行 につ いて は批 判的 であ った 。ハ ルは 彼の 『回 顧録 』の 中で 以下 のよ うに 書い てい る。

「こ の隔 離思 想に 対す る反 響は 大き なも ので あっ た。 私の 考え では 、こ の演 説は 、世 論を 国
際協 力の 方へ 向か わせ るた めに 我々 が継 続的 に行 って きた キャ ンペ ーン を、 尐な くと も六 ヶ月
は退 歩さ せる 結果 にな った 。こ のキ ャン ペー ンに 関わ った 人員 は、 演説 、声 明そ の他 の方 法を
通じ てで きる だけ 積極 的に 活動 した が、 同時 に、 孤立 主義 者の 反発 を煽 り、 かえ って 逆の 効果
を 生 む よ う な こ と が な い よ う に 注 意 し て い た 。 [世 間 を ]驚 か す よ う な 声 明 を 発 表 し た り 、 早 ま
った 行動 に出 たり して 激し い反 発を 引き 起こ し、世 界 に国 内が 二つ 割れ てい る姿 を示 すよ りは、
徐々 に事 を進 め、 無用 の反 対を まね かな い方 が、 言葉 や活 動が それ ほど ダイ ナミ ック で 強 いも
ので なく とも 、世 界全 体に はは るか に効 果が あっ たは ずで ある 」 [Hull 1948: 545]

ハル は、 平和 主義 団体 が「 隔離 」演 説に 猛反 発す るこ とを 危惧 した が、 それ はす ぐに 現実 と
なっ た。戦争 防止 のた めの 全国 委員 会会 長 の リビ ー(Fredrick Libby)は、「大 統領 のシ カゴ 演説
は、 中立 法に 基づ く政 策を 覆す もの であ る。 そし て、 議会 の平 明な る法 と精 神は 、台 無し にさ
れた だけ でな く侵 害さ れた ので ある 。大 統領 は、 議会 での 圧倒 的な 票数 で示 され た国 民の 意志
を裏 切っ てい る。 我々 は戦 争へ 至る 道を 辿る こと に反 対す る」 [Marabell 1982: 205]とロ ーズ
ヴェ ルト を激 しく 非難 した 。
また フィ ッシ ュ下 院議 員 (Hamilton Fish)は 、大 統領 は 、戦争 を避 ける こと がで き ない と言 う
こ とに よ り 国中 に 戦 争ヒ ス テ リー を 捲 き起 こ し たと ラ ジ オ演 説 (9) で ロ ー ズヴ ェ ル ト を非 難 した
[United States Congress 1938: 107]。
海外 での 反応 は、一 部の 国 を除 いて 概ね 好意 的で あっ た。ロ シア ン卿 (Philip Henry Kerr, 11 th
Marquess of Lothian)は、 イギ リス のオ ブザ ーバ ー紙 に以 下の よう な記 事を 寄せ てい る。

「ロ ーズ ヴェ ルト 大統 領の 10 月 5 日 のシ カゴ での 演説 は、お そら く歴 史家 によ り 、1920 年
の大 統領 選で 国際 連盟 加盟 を拒 否し て以 来、 ずっ とそ の政 策と なっ てい た孤 立主 義に 合衆 国が

9

決然 と訣 別し た時 だと 記録 にと どめ られ るこ とに なる だろ う」 [Rosenman 1972: 166]

デ ル ボ 仏 外 相 (Yvon Delbos)は 、「 [隔 離 ]演 説 は 、 欧 州 の 紛 争 の 渦 中 に 合 衆 国 が 入 る と い う 意
味で はな いこ とは もち ろん 完全 に理 解し てい る。 しか し、 たと えそ の演 説に 何等 かの 行動 が伴
わ な い と し て も 、 欧 州 の 平 和 の た め に 多 大 な 声 援 と な る こ と は 明 ら か で あ る 。 (中 略 )。 演 説 が
取り 上げ た主 題だ けで なく 演説 が行 われ た時 期 も 最重 要で あっ た。 演説 は当 に英 仏が 、独 裁者
の脅 迫に 対処 し、 世界 平和 を破 滅さ せる とい う結 果を もた らさ ない よう に最 善を 尽く して いた
時に 行わ れた 」[Department of State 1954a: 133]と 述べ た。
デル ボ仏 外相 だけ でな くシ ョー タン 仏首 相 (Camille Chautemps)もア メリ カン ・ クラ ブの 昼
食会 で以 下の よう に語 って いる 。

「 [隔 離 ]演 説 を 合 衆 国 が 何 等 か の 行 動 を 約 し た も の と し て 、 フ ラ ン ス 政 府 が 理 解 し て い る か
のよ うに 思わ せる よう なこ とは 何も 言い たく はな い。 大袈 裟な 解釈 がな され た場 合、 ロー ズヴ
ェル ト大 統領 を困 惑さ せる こと にな るし 、大 統領 はも ちろ んそ んな こと は絶 対望 んで いな いだ
ろ う 。 そ の た め 、 彼 は [隔 離 ]演 説 に つ い て の 言 及 を 、 せ い ぜ い 『 道 義 的 支 援 』 程 度 に と ど め た
はず だ。 平和 愛好 諸国 が 条 約違 反に 対し て『 一致 協力 』を する べき だと 話し た際 に、 どう いっ
た こ と を 考 え て い た の か 、 ロ ー ズ ヴ ェ ル ト 大 統 領 に よ く 聞 い て み た い 」 [Department of
State1954a: 135]

また 中国 では 、蒋 介石が AP の記 者の イン タヴ ュ ーで 「ロ ーズ ヴェ ルト 大統 領の 演説 は、 踏
みに じら れて いる 中国 人に 深い 感動 を与 えた だけ でな く、 国際 道義 に基 づい た永 久平 和建 設を
行う ため の力 を呼 び覚 ませ た」 [FRUS v.3: 588]と 語っ た。
そし て、駐 米イ ギリ ス大 使 代理 の マ レッ ト(Sir Victor Mallet)は ウェ ルズ 国務 次官 のも とを 訪
れ、 ロー ズヴ ェル トが 「隔 離」 演説 の内 包す る意 味を 自身 で本 当に 理解 して いる のか と質 問を
投げ かけ た。 さら にマ レッ トは 、日 本に 対し て共 同制 裁を 本当 に行 うか どう か、 そし てそ の場
合、日本 の報 復措 置に 関し てど のよ うに 対処 す る のか ウェ ルズ に回 答を 求め た [Department of
State 1954b: 601]。
マレ ット やシ ョー タン の意 見か らす ると 、欧 米諸 国は 「隔 離」 演説 に対 して 好意 的で はあ る
もの の、 その 「隔 離」 と い う概 念が 具体 的に どの よう な意 味を 持つ のか 慎重 に見 極め よう とし
てい たこ とが 分か る。
一方 、デ ィッ クホ フ駐 米ド イツ 大使 (Hans Heinrich Dieckhoff)は 、ウ ェル ズ に 面談 した 際、
「隔 離」 演説 につ いて はコ メン トを 控え 、ド イツ の目 標は 平和 的な 手段 によ り植 民地 を再 復す
るこ とに ある と主 張し てい る[Department of State 1954a: 138-139]。ディ ック ホ フ は、
「隔 離」
演説 につ いて 本国 に報 告を 送っ てい る。 ディ ック ホフ は、 もと もと 演説 草稿 には 「隔 離」 の部
分は 無か った はず であ り 、 大統 領自 らそ の部 分を 後か ら挿 入し た と 推測 して いる 。そ して 、演
説が 行わ れた 直接 的な 原因 は、 中国 での 日本 の行 動に 大統 領が 危機 感を 抱い たこ とに ある と デ
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ィッ クホ フは 示唆 して いる 。最後 にデ ィッ クホ フは 、おそ らく、
「隔 離」演 説に は 、外交 問題 を
殊更 に取 り上 げて み せ るこ とで 、大 統領 を 悩 ませ てい た黒 人問 題か ら大 衆の 気を 逸ら せる 意図
もあ った はず だと 結論 を下 して いる [Rosenman 1972: 166]。
この 報告 から は、 ディ ック ホフ が「 隔離 」演 説を ドイ ツに 対す る警 告で ある と受 け止 めた 様
子は 全く 窺え ない 。デ ィッ クホ フ か らす れば、
「 隔離 」演説 はま さに 単な るレ トリ ック に過 ぎな
かっ たの であ る。
「 隔 離 」 演 説 に 対 し て 最 も 過 敏 に 反 応 し た の は 日 本 で あ っ た 。 毎 日 新 聞 (10) は 、「 米 大 統 領 の
諷刺 演説 に應 酬― 率直 にわ が眞 意吐 露‘戦 争’も 已む を得 ず」と 大見 出し を掲 げ、
「ルー ズヴ ェ
ルト 米國 大統 領は 五日 シカ ゴに おい て一 般民 衆を 前に 國際 政局 の危 機を 指摘 し平 和愛 好諸 國民
の協 力を 要請 し侵 略國 を非 難す る大 演説 を試 み暗 に支 那事 變を 諷す るが 如き 言辭 を用 ひた 」と
報じ た。さら に毎 日新 聞は 、
「紛 争國“ 隔離 ”を 提唱 ― 米大 統領 演説 」と いう 見出 しの 下に「ル
大統 領は 右演 説で 特定 の國 の名 は擧 げな かつ たが 、右 がス ペイ ンお よび 支那 の事 態に 關聨 せる
ものであるのは明らかである。聴衆中にはこの演説によりあるひは米國政府が將來さうした
國々 に對 する 何ら かの 制裁 に參 加す るの では ない かと いふ 如き 意見 を出 すも のも あつ た」 と報
じた 。
同 日の 朝日 新聞 (11) も「 米 大統 領獅 子吼 ―平 和確 保に 協力 せん」とい う 見 出し の 下に、扱い は
毎日 新聞 より も小 さい もの の、「 特に 國の 名は 擧げ な かつ たが 、日 支事 變並 に地 中海 の『 海賊』
潜水 艦問 題か ら更 に満 州事 變 及 び伊 エ戦 争に 遡つ て『 侵略 國』 を論 難し たの は頗 る注 目さ れて
ゐる 」と 報じ てい る。
一方 、松 方幸 次郎 (12) は 、訪 米直 前に 日本 駐在 のド ゥー マン 参事 官 (Eugene H. Dooman)と会
見し、
「 隔離 」演 説に 対す る 日本 の指 導層 の反 応を 伝え た。松 方の 説明 によ ると、陸軍 から 弱腰
と非 難さ れて きた 海軍 の指 導層 の感 情は、10 月 5 日の 大統 領の 演説 によ っ て 完全 に変 化し た と
いう 。彼 らの 感情 は、 合衆 国に 対す る強 烈な 反感 に転 じ、 もし 合衆 国が 現在 のよ うな 政策 を続
ける なら ば、 日本 は迎 え撃 つ準 備を する だろ うと 彼ら は言 って いる と松 方は ドゥ ーマ ンに 伝え
た[McJimsey 2002: 7-8]。
この 当時、日本 が最 も恐 れ てい たの は、
「隔 離」演説 が アメ リカ 国民 の反 日感 情を 喚起 し、そ
れを もと に、 アメ リカ 政府 が対 日強 硬策 を推 進す るこ とで あっ た。 アメ リカ 国民 の反 日感 情を
鎮め るた め、 毎日 新聞 主筆 の 高 石眞 五郎 が、 極東 にお ける 日本 の立 場を 説明 する ため の 親 善大
使と して アメ リカ へ赴 くこ とに なっ た。 その 航海 の最 中、 高石 は随 行員 に向 かっ て次 のよ うに
語っ てい る。

「モ ンロ ー主 義を 看板 にし て、 アメ リカ は自 らの 四半 球支 配を 天輿 の權 利と 考へ てゐ る。 そ
れだ けな らい ゝが 、他 の國 がそ れぞ れの 地域 に自 主的 な共 存圏 を建 設し よう とす れば 、直 ちに
それ を全 世界 支配 の前 提で ある かの やう に、 また は全 人類 奴隷 化の 野心 のや うに 考へ る。 自己
の世 界四 半だ けが 、世 界の 平和 を保 障す るも ので 、こ れを 承認 しな い一 切の もの を不 正義 、不
道德 と非 難す るの だか ら、その 獨善 と驕 慢と は、およ そ度 し難 いも のか も知 れぬ 」[古 海 1941:
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24]

この 高石 の言 葉は、
「 隔離 」演説 に対 する 日本 の反 応を よく 表し てい るよ うに 思え る。駐日 ア
メリ カ大 使グ ルー (Joseph C. Grew)も次 のよ うに 分析 して いる 。

「大 統領の 10 月 5 日 のシ カゴ 演説 と同月 6 日の 国務 省声 明 (13) 発表 後 、合 衆国 に 対す る [日本
国民 の]感情 が高 まっ てい る 。こ うし た感 情の 高ま りは 、[合衆 国に より 日本 が ]非 難さ れた こと
に対 する 憤り と合 衆国 が日 本に 押し 付け よう とし てい る意 図が 漠然 とし てい ると いう こと から
生じ てい る」 [Department of State 1954b: 633]

グル ーは 、こ うし た「 隔離 」演 説に より 惹起 され た憤 りが 、日 本国 内の 穏健 派の 勢力 を弱 め
るこ とを 危惧 して いた ので ある 。
この よう に「 隔離 」演 説は 、国 内外 に大 きな 反響 を及 ぼし た。 ロー ズヴ ェル ト自 身は 、 賛 成
意見 もも ちろ ん多 かっ たも のの 、演 説に 対し てな され る 攻 撃の 多さ に驚 くこ とに なる 。そ れ故 、
「隔 離」演 説の 翌日 に開 か れた 記者 会見 [Rosenman 1969: 414-424]で、ロー ズヴ ェル トは「 隔
離」が具 体的 にど のよ うな 意味 を内 包し てい るの か (14) 言質 を与 える こと を巧 みに 避け た。会見
冒頭 から 記者 は「 隔離 」演 説に つい て の 質問 を大 統領 に浴 びせ た。

記者 :「シ カゴ での あな たの 発言 につ いて、特に 実行 で きそ うな 隔離 につ いて 敶衍 して おっ し
ゃり たい こと はあ りま せん か 」

大統 領は この 記者 の質 問に 対し て素 っ気 無く 一言、
「 い いえ 」と 答え ただ けだ った 。そ れか ら
暫く 他の 問題 に関 する 質疑 応答 が続 いた 後に 一人 の記 者が 「隔 離」 演説 につ いて 質問 を再 度大
統領 に投 げか けた 。

記

者:「 昨日 の演 説の 話に 戻り ます。演説 の重 大さ か らす れば、大統 領が ちょ っ とし た質 問
に答 えた り、 もし くは 背景 につ いて 話し たり する のは 、非 常に 有用 なこ とに なる と思
いま す」

大統 領:「 完全 にオ フレ コで なけ れば お話 する こと がで きな い。背 景に つい て何 か 言う つも り
はな い」
記

者 :「主 に二 つお 聞き した いこ とが あり ます。一 つ目 は、隔 離に 関し てあ な たが どう 思っ
てい るか につ いて 、つ まり どの よう な方 策を お考 えな のか 。二 つ目 は、 議会 法に よっ
て定 めら れた 中立 政策 とあ なた が昨 日お っし ゃっ た政 策と の間 にど のよ うな 折り 合い
をつ ける のか 」

記 者の 鋭い 舌鋒 を受 けて ロー ズヴ ェル トは その 矛先 を何 とか 逸ら せよ うと 試み た。 しか し、
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記者 の追 及を 避け るこ とは 簡単 なこ とで はな かっ た。

大 統領 :「演 説の 最後 の行 を読 みた まえ。その こと に 関し ても 他の こと に関 して もこ れが 答え
にな って いる 」 (大統 領は 、 10 月 6 日付 のニ ュー ヨー ク・ ヘラ ルド ・ト リビ ュー ン紙
を掲 げた )
記

者 :「 その 新聞 がそ う いっ たこ と を 伝え てい るよ うに は思 えま せん が」

大 統領 :「『 それ 故、 アメ リカ は平 和を 追求 する 試み に積 極的 に参 画す る 』 とこ こに ある 」
記

者 :「し かし 、あ なた は、平 和愛 好諸 国は 自分 た ちの 意志 を貫 徹す る道 を見 出す こと が出
来る し、 また 見出 さな けれ ばな らな い と も言 って いま す 」

大 統領 :「 ええ 」
記

者 :「そ して 私の 解釈 では、道義 的な 憤り 以上 の 何か をあ なた は話 して いた 。協調 する 方
途を 用意 しよ うと･･･」

大 統領 :「 ええ 」
記

者 :「 何か お考 えで 。 何か 行動 に移 しま した か」

大 統領 :「 いい え、 演説 そ れ自 体が 物語 って いる 」
記

者 :「そ うで すね 。し かし あな たは どの よう に折 り合 いを つけ よう とい うの です か。そ れ
が中 立を 否認 する こと にな ると いう 事実 をあ なた は受 け入 れ･･･」

大 統領 :「 全く そん なこ と はな い。 拡大 解釈 だ」
記

者 :「 (今 の話 を記 事 に )使っ ても よろ しい か」

大 統領 :「 すべ てオ フレ コ だ」
記

者 :「 とに かく 経済 制 裁 と いう わけ では ない と 」

大 統 領 :「 必ず し も そ う で は な い 。『 制 裁 』 と い う 言 葉 を 使 う の は恐 ろ し い こ と だ 。 制 裁 は埒
外だ 」

ロー ズヴ ェル トは ここ で「 隔離 」が 、す なわ ち「 制裁 」を 意味 する わけ では ない と断 言し た
が、
「隔 離」とい う概 念が い った いど のよ うな 意味 を持 つの か、また その 概念 をも とに ロー ズヴ
ェル トが 何等 かの 具体 的措 置を 考え てい るの か、 記者 の追 及は まだ まだ 続い た。

記

者:「 その 通り です ね。制裁 と呼 ばな いよ うに しま しょ う。で は自 由愛 好諸 国 の一 致協 力
と呼 びま しょ う。 何か 具体 的な 動き はあ りま すか 」

大統 領:「(新聞 の )リ ード の 最後 の行 は『 それ 故、 アメ リカ は平 和を 追求 する 試み に積 極的 に
参画 する 』と なっ てい るの で、 君に スポ ット ・ニ ュー スを 提供 でき ると は思 わな い。
どの よう な手 段を 採 る のか 私は 君に 教え る こ とが でき ない 。我 々は 平和 への 道を 模索
して いる 。そ して 、そ の道 は決 して 中立 の保 持に 反す るも ので はな い」
記

者:「平 和愛 好諸 国に よ る会 議の 可能 性は あり ます か」

大統 領:「い いえ 、会 議は 問 題外 だ。 そん な会 議は うま くい かな いだ ろう 」
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実は「隔 離」演説 の翌 日 、ウェ ルズ 国務 次官は 11 月 11 日に 世界 会議 を開 催す る こと をロ ー
ズヴ ェル トに 提案 して いた 。そ の世 界会 議の 目的 は、 国際 秩序 再建 であ る。 予定 され る 討 議の
内容 とし て、 ウェ ルズ は、 国際 関係 にお いて 内政 不干 渉の 原則 を相 互に 確認 する こと 、戦 争行
為に 関す る法 と慣 習を 確認 する こと 、中 立国 の義 務と 権利 を確 認す るこ と、 そし て資 源に 対す
るア クセ ス権 の自 由を 確認 する こと を挙 げて いる [Schewe 1983: 29-32]。 ロー ズ ヴェ ルト は、
この ウェ ルズ 案を 一旦 却下 して いる 。ロ ーズ ヴェ ルト は、 そう した 会議 を開 く前 に、 国際 的な
原則 とさ らな る協 調に 必要 な事 項を 列強 と 事 前に 話し 合っ てお く必 要が ある と考 えた ので ある 。
ウェ ルズ 案は 後に 再考 され たが 、結 局却 下さ れて いる [Graff 1988: 192]。

記

者:「海 外の 新聞 は、『 隔離 』演 説を 計画 が無 い単 なる 意向 であ ると して いま すが 」

大 統領 :「 それ はロ ンド ン ・タ イム ズだ 」
記

者 :「そ れが 本当 では ない とい うこ と、そ して 意 向だ けで なく 計画 もあ なた は視 野に 含め
てい ると いう こと でよ ろし いの です か 」

大 統領 :「単 なる 意向 であ って 計画 のア ウト ライ ンに つい て述 べて いる わけ では ない が、計 画
をも 視野 に含 めて いる とい うこ とだ 」
記

者 :「も し計 画が 何か 実行 され ると なる と、現 在 の 中 立法 を一 から 見直 さな けれ ばな らな
いと いう こと にな らざ るを えま せん ね」

大 統領 :「 必ず しも そう で はな い 。 でも それ は興 味深 いこ とだ 」
記

者 :「 興味 深い こと で すね 」

記

者 :「 あ なた の計 画と 中立 法の 間に は何 も矛 盾す る と ころ はな いと あな たは おっ しゃ いま
した 。私 には それ は全 く正 反対 のよ うに 思え ます 。 あ なた の言 って いる こと がは っき
りわ かり ませ ん」

大 統領 :「 よく 考え てく れ 、ア ーネ スト 」
記

者 :「私 はず っと よく 考え てき まし たよ。全く 正 反対 のよ うに 思え る。も し ある 国家 群と
同盟 する つも りな ら、 どう やっ て中 立を 保つ こと がで きる とい うの です か」

大統 領:「『同 盟』 とは どう いう 意味 です か 。 条約 のこ とで すか 」
記

者:「条 約と いう わけ で はな いで す。 平和 愛好 諸国 側 に 立つ 行動 とい う意 味で す」

大統 領:「世 界に はま だ試 し てい ない 方法 がた くさ んあ る」
記

者 :「 しか し 、 と に か く 、『侵 略 者 を 隔 離 せ よ 』 と か 『 世 界 の他 の 国 々 』 と い っ た 言 辞は
中立 的態 度を 示す もの では ない よう に思 えま すが 」

大統 領:「 それ につ いて 何も 示唆 を与 える こと はで きな い。君 が考 えて くれ 。私 は もう 既に 話
した 」
記

者:「ボ ラー 上院 議員 (William E. Borah)が演 説に 対し て述 べた 言葉 をご 存知 です か。 こ
れは もは や中 立で はな いと 」

大統 領:「い やそ れど ころ か 、よ り強 い中 立だ 」
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この ロー ズヴ ェル トと 記者 のや り取 りか らす ると 、ロ ーズ ヴェ ルト は「 隔離 」演 説が 、中 立
政策 に挑 戦す るも ので ある との 印象 を与 える こと を恐 れて いた よう であ る。 ただ ロー ズヴ ェル
トは 、駐 波ア メリ カ大 使 ビ ドル (Tony Biddle, Jr.)に次 のよ うな 手紙 (15) を 送っ てい る。

「た とえ、
『 権力 者ど も』に 心底 嫌わ れた とし ても、シ カゴ での 演説 は明 らか に、欧州 の政 府
の 考 え 方 に 衝 撃 を 与 え た 。 君 が [私 に ]手 紙 を 書 い て 以 来 、 情 勢 は 好 転 す る ど こ ろ か 悪 化 し て い
る。日 独伊 連合 は、恫 喝、支 配、成 果 に 関し て、そ れが 何で あれ 驚く べき 成功 を収 めつ つあ る。
(中 略 )。 フ ァ シ ズ ム が 世 界 中 に 広 ま り 、 そ し て 世 界 を 支 配 し て し ま っ た ら ど う な っ て し ま う の
かと いう 問題 をす べて の国 が取 り上 げる 際に は、我 々 がで きる こと すべ てを 言う べき であ るし、
なす べき であ る。 もし 国際 世論 がそ の究 極の 危機 を認 識し 得な いと した ら、 我々 はフ ァシ ズム
の拡 大を 止め るこ とは でき ない だろ う」 [Department of State 1954a: 154]

この 手紙 の言 葉か らす ると 、ロ ーズ ヴェ ルト はフ ァシ ズム 勢力 の台 頭に 対し て何 等か の対 抗
策を とら なけ れば なら ない と考 えて いた よう であ る。ロー ズヴ ェル トは、
「 隔 離」演説 は「観 測
気球 」に すぎ なか った が、 今、 具体 的な 措置 を取 るこ とを 考え てい る と 、11 月 10 日 にリ ーヒ
ー提 督(William D. Leahy)へ送 った 覚書 の中 で述 べて いる [Graff 1988: 178]。そ うし たこ とか
ら、
「隔 離」演説 は、フ ァシ スト 勢力 の伸 張を 阻止 する 行動 を起 こす 前に 、孤立 主 義者 と正 面衝
突を 起こ さず に今 後ど のよ うな 具体 的方 策を 選択 する こと が可 能で あ る のか 探る ため の「 観測
気球 」で ある のと 同時 に 、 ファ シス トを 押さ えよ うと 努め てい る英 仏内 の諸 分子 に支 持を 与え
る方 法で あっ たと 評価 する こと がで きる 。つま り、
「 観 測気 球」で ある「隔 離」演 説を 通じ て得
られ た教 訓は 、ロ ーズ ヴェ ルト の外 交的 抱負 に対 して 、議 会や 国民 がど うい った 反応 を 具 体的
に示 すの か測 定で きた こと であ る。 そし て、 ロー ズヴ ェル トの 測定 結果 では 、ア メリ カが 積極
的外 交に 打っ て出 るに はま だ機 が熟 して いな いと いう こと だ っ た。 ただ 多く の研 究者 は、 ロー
ズヴ ェル トが 孤立 主義 者の 反対 を過 大視 しす ぎた と指 摘し てい る。 その 指摘 には 大い に肯 じ得
る点 があ ると 思わ れる 。

「隔離」演説に関してウェルズ国務次官は、大統領のスピーチライターのローゼンマン
(Samuel I. Rosenman)に 以 下の よう な手 紙を 送っ てい る。

「 [隔 離 ]演 説 は 、 合 衆 国 の 外 交 政 策 に お け る マ イ ル ス ト ー ン で あ っ た 。 ロ ー ズ ヴ ェ ル ト は 孤
立主 義と 不偏 不党 の盲 目的 な中 立主 義か らの 脱却 であ る集 団安 全保 障を 初め て直 接的 に訴 えか
けた 。し かし 、大 統領 はめ った に犯 さな い過 ちを なし た。 それ は、 あま りに も性 急に 合衆 国民
を 先 導 し よ う と し 、 適 切 な 事 実 を 知 ら せ 、 そ う し た 出 来 事 に 対 す る 精 神 的 な [受 け 入 れ ]準 備 を
整え なか った とい う過 ちで ある 。一 方で 、も しハ ルや 議会 の民 主党 指導 者た ちが 公的 に大 統領
を支持したならば、大衆の支持をもっと受けることができより多くのことができただろう 」
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[Rosenman 1972: 167-168]

大統 領が 独断 で「 隔離 」の 行を 挿入 した のは 、確 かに 一つ の過 ちで あっ たと 考え る こ とが で
きる かも しれ ない 。た だ「 隔離 」演 説が 「観 測気 球」 であ るな ら 、 議会 の指 導者 達や 国民 の反
応を 見る ため に大 統領 が独 断で 「隔 離」 の行 を挿 入し たの もや むを えな い こ とだ った と考 える
こと もで きる。「1913 年 か ら 1921 年ま での こと を思 い出 して 、そ の当 時の 世界 の出 来事 を検
討し てみ ると 、す るべ きこ と、 する べき では ない こと を学 ぶこ とが でき る。 一般 的に は、 アメ
リカ の報 道は、
『 アメ リ カは 戦争 を憎 む。ア メリ カは 平 和を 望む。それ 故、ア メリ カは 平和 を追
求 す る 試 み に 積 極 的 に 参 画 す る 』 と い う 私 の 言 葉 に 同 意 し て い る 」 [Rosemnan 1969: 438]と
10 月 12 日の 炉辺 談話 の最 後に ロー ズヴ ェル トは 語っ てい る。 ロー ズヴ ェル トが 目指 して いた
こと は、 アメ リカ が第 一次 世界 大戦 に 引 きず り込 まれ たよ うな 過ち は繰 り返 さな いこ とで あっ
た。 そし て、 ロー ズヴ ェル トの 考え によ ると 、そ の 過 ちの 一つ は 、 アメ リカ の船 舶や 国民 が戦
闘地 域に 立ち 入る こと を許 した 点に あっ た。 この 炉辺 談話 でロ ーズ ヴェ ルト は、 新た な諸 立法
を審 議す るた めに 議会 の 会 期を 延長 する よう に求 めた が、 結局 それ は失 敗に 終わ って いる 。
「隔 離」 演説 で得 られ た 教 訓を ロー ズヴ ェル トは その 後、 十分 に活 かし てい る。 国民 の支 持
の下 、す るべ きこ との 中で 何を 行う こと がで きる のか 慎重 に見 定め るこ とが でき たの であ る。
国民 に自 ら行 動を 起こ すよ うに 説得 する には 、彼 らが どこ に向 かう べき でし かも それ が何 故か
をで きる だけ 説明 する 必要 があ ると ロー ズヴ ェル トは 悟っ たと いう 点で 「隔 離 」 演説 は大 きな
意義 があ った 。

4. 結 語

10 月 6 日 の国 際連 盟総 会決 議 (16) に基 づい て招 請が 決定 され た ブ リュ ッセ ル会 議(九 カ国 条約
会議 ) が 11 月 3 日 から 24 日に かけ て開 催さ れた 。 ブ リュ ッセ ル会 議は 、ア メリ カが 「隔 離」
演説 に基 づい てど のよ うな 具体 的方 策を 提案 する か を 世界 が固 唾を 呑ん で見 守っ た場 であ った。
デー ヴィ スが ブリ ュッ セル 会議 に出 席す るた めに 出発 する 前に ロー ズヴ ェル トは 覚書 を手 渡
して いる 。そ の中 でロ ーズ ヴェ ルト は、 ブリ ュッ セル 会議 で、 アメ リカ には 次の よう な世 論が
ある こと をイ ギリ スに 認識 させ るべ きだ と指 示し てい る。 つま り、 合衆 国は 必ず しも 国際 連盟
と共 同歩 調を 取る つも りは ない こと 、合 衆国 は、 将来 の行 動に おい て先 導役 を務 める こと など
予見 して いな いこ と、 合衆 国は イギ リス の驥 尾に 付す つも りは ない こと とい った 世論 であ る。
そし て、 合衆 国が 共同 歩調 をと る場 合も 、そ れは あく まで 合衆 国と イギ リス 相互 が独 立し た形
で行 われ るべ きで あり 、場 合に よっ ては 共同 歩調 を取 る必 要も ない とイ ギリ ス政 府に 認識 させ
るべ きで ある とロ ーズ ヴ ェ ルト はデ ーヴ ィス に伝 えて いる [Schewe 1983: 129]。 また ウェ ルズ
は 「 [ブ リ ュ ッ セ ル ]会 議 で 日 本 を 侵 略 者 呼 ば わ り す る の は 我 々 の 考 え で は な い 。 日 本 を 懲 罰 す
るの では なく 単に 意見 を交 換す るだ けだ 」 [Graff 1988: 206]と述 べて いる 。
この よう にア メリ カは ブリ ュッ セル 会議 で「 隔離 」演 説で 示し たよ うな 積極 的な 立場 を示 さ
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なか った 。こ の点 につ いて 谷は 次の よう に分 析し てい る。

「隔 離演 説で 訴え た明 確な もの が、 ブリ ュッ セル 会議 にな ぜ示 され なか った ので あろ うか 。
それ は恐 らく、演説 に反 対 を示 した 世論 の動 きに ロー ズヴ ェル トが 敏感 に反 応し て、表 面上 は、
一時 的に 後退 した とみ るべ きで ある 」 [谷 1986: 46]

この 谷の 指摘 はロ ーズ ヴェ ルト が「 隔離 」演 説の 後の 記者 会見 で示 した 姿勢 から する と妥 当
な指 摘で ある と考 えら れる 。
前に も述 べた 通り 、 ボ ーグ は、 ロー ズヴ ェル トが 「隔 離」 演説 で訴 えよ うと した のは 集団 不
干渉 主義 の推 進で あり 、枢 軸国 に対 する 強硬 姿勢 を闡 明し たも ので はな いと 論じ た。 しか し、
その よう に訴 えた のは 孤立 主 義 者と の正 面衝 突を 避け よう とす る戦 略で あり 、 ロ ーズ ヴェ ルト
の本 意は、集団 安全 保障 体 制に 基づ いて、アメ リカ が 世界 平和 にお いて 積極 的な 役 割 を果 たし 、
第一 次世 界大 戦の 轍を 踏ま ない よう にす るこ とで あっ た。
また ウェ ルズ に加 えて 多く の研 究者 が指 摘し てい るよ うに 「隔 離」 演説 が時 期尚 早で あっ た
とい う議 論も 一理 ある。何 故な ら「隔 離」演 説の 約二 ヵ月 後 に パネ ー号 事件 (17) が 起き たが、そ
れは 周知 の通 り、 戦争 の引 き金 とは なら なか った から であ る。
パネ ー号 事件 は、1898 年 2 月 15 日 のメ イン 号事 件 (18) 、1915 年 のル シタ ニア 号 事件 (19) に 類
比さ れる 事件 であ るが 、メ イン 号が 米西 戦争 の直 接的 な引 き 金 とな り、 ルシ タ ニ ア号 がア メリ
カの 第一 次世 界大 戦参 戦の 遠因 とな った のと は対 照的 に、 パネ ー号 はア メリ カの 第二 次世 界大
戦参 戦に ほと んど 影響 を及 ぼさ ず、 すぐ に落 着し てい る 。 これ は、 日本 政府 が速 やか に賠 償に
応じ たこ とも 一因 であ るが 、アメ リカ 国民 の一 般感 情 が強 硬策 を求 める まで に沸 騰し てお らず、
第一 次世 界大 戦後 の孤 立主 義的 傾向 を完 全に 払拭 する まで に至 らな かっ たこ とに 大き な原 因が
ある と考 えら れる 。 ロ ーズ ヴェ ルト は、 パネ ー号 事件 にお ける 日本 軍の 振舞 いに 激怒 して いた
[ル クテ ンバ ーグ 1968: 182]が、「 隔離 」演 説に よる 教 訓か らか 、パ ネー 号事 件を ルシ タニ ア号
やメ イン 号と 類比 する こと はせ ず、 激し い言 辞を 使う こと もな かっ た。 結局 、パ ネー 号事 件は
「真 珠湾 」に はな らな かっ たの であ る。

注

(1) 孤立主義に関する先行研究については、[安藤 1996: 141-145]を参照されたし。
(2) 中立政策に関する諸観点の違いについては[中澄 1992]を参照されたし。
(3) 1935 年の中立法の条項の詳細ついては、[Department of State 1943: 266-271]を参照されたし。
(4) ブリッカー修正とは、1951 年から 1957 年にかけて、ブリッカー上院議員(John W. Bricker)を中心としたグ
ループにより提議された憲法改正案である。それは、「第二次世界大戦以来、外交をめぐり行政府と立法府間で行
なわれた争いの中でも最も重大な争いの一つ」[Garrett 1972: 189]であり、「アメリカの外交政策形成をリードす
るのは、大統領か議会のどちらか」[Schubert 1954: 258]を問うものであった。詳しくは、[西川 2005]を参照さ
れたし。
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(5) 1936 年に中立法は改正されている。主な改正点は、交戦国への借款を禁止した点である[中澄 1992: 2]。1937
年の中立法の条項の詳細については、[Department of State 1943: 355-365; Garner 1937]を参照されたし。
(6) 戦争レトリックとは、大統領制のレトリック・ジャンルの一つである。狭義では、「アメリカが外国の敵と戦
争状態に入っていることを議会が公式に宣言するように大統領が要請するスピーチ」[岡部 1994: 2-3]の中で、繰
り広げられるレトリックを指す。しかし、20 世紀以降、戦争レトリックは狭義のものにとどまらず、広く国民に
軍事行動の正当性を納得させるものであるのと同時に、国際世論をも喚起させる性格をもったものになっている。
(7) チョトークヮ演説は、1936 年 8 月 14 日、すなわち 1936 年 11 月の大統領選の前に行われた演説である。1936
年の選挙戦でローズヴェルトは、共和党が弾薬を撃ち尽くす頃合いをねらうために、政治色の強い演説をひかえ、
十月になってから大演説を四つか五つ行うという作戦を立てていた。チョトークヮ演説は、選挙戦で大演説を行
う準備運動であった [シュレジンガー 1966: 484-485, 498]。
(8) The New York Times, October 6, 1937.
(9) Radio Address by Hon. Hamilton Fish, of New York, on October 22, 1937.
(10) 毎日新聞、昭和十二年十月七日。
(11) 朝日新聞、昭和十二年十月七日。
(12) 松方幸次郎(1865～1950)。松方正義の三男。神戸政財界の巨頭で川崎造船所初代社長。幸次郎は、1937 年当
時、日本で不足しがちであった石油やくず鉄の供給を確保するために訪米を計画していた。松方幸次郎は、非公
式の所謂「親善大使団」の一員であった。後に幸次郎は、ローズヴェルトと同窓生であった弟の乙彦(正義の六男)
と共にローズヴェルトと会見している[McJimsey 2002: 211, 237]。ローズヴェルトと松方乙彦については、[五百
旗頭 2001: 119]を参照されたし。
(13) 1937 年 10 月 6 日の国務省声明の内容は次の通りである。国際紛争を平和的手段で解決するべきだという考
え方と条約の不可侵性をアメリカは支持し、大統領の「隔離」演説の要諦はそれを唱導することにあるとした。
そして中国における日本の行為を、アメリカは九カ国条約とケロッグ－ブリアン条約(パリ不戦条約)違反だとみな
し、声明は国際連盟の決議に沿うものだと認めている[Department of State 1943: 387-388]。国務省声明と「隔離」
演説の大きく異なる点は、「隔離」演説では、日本が名指しされることはなかったのにもかかわらず、国務省声明
では、はっきりと日本が名指しされていることである。
(14) 「隔離」演説直後、ローズヴェルトはシカゴ管区大司教のマンダレイン(George Cardinal Mundelein)の家で
催された昼食会に出席し、「隔離」の意味についてマンダレインと話し合っている。マンダレインはその翌日、在
アメリカ法王大使のチコニャーニ(Amleto Giovanni Cardinal Cicognani)に以下のような手紙を送っている。「大
統領の計画は、非道な侵略国に対する軍事行動や一般的に理解されるような『制裁』を行おうというものではな
く、むしろ全条約加盟政府が一致して[非道な侵略国と]国交を断絶するという孤立主義である。もしその目標が、
欧州とアジアにおける無法行為を抑制することであるなら、世界の文明化した諸国民の一致団結が不可欠である」
[Schewe 1983: 25-26]
(15) 1937 年 10 月 27 日のビドルからの手紙に対する返書。ビドルはその手紙の中で「隔離」演説について、「あ
なたの見事なシカゴでのスピーチは、全欧州に深い感銘を与えた。外交政策を実行するに於いて明哲なる道義心
を持つ諸国は、あなたの言葉を心からの熱狂を持って迎え、大きな刺激を受けている」と書いている[Department
of State 1954a: 151]。
(16) 1937 年 10 月 6 日、国際連盟は、日本の中国に対する軍事行動が、1922 年の九カ国条約、1928 年のパリ不
戦条約に違反するものだという裁定を下し、九カ国条約会議を招請することを関係各国に通達した。
(17) パネー号事件とは、1937 年 12 月 12 日、日本海軍所属の爆撃機編隊が、揚子江の巡回任務に就いていた合
衆国砲艦パネー号を「誤爆」し、撃沈したという事件である [Morison 2001: 16-18]。パネー号事件の真相につい
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ては未だに研究者の間で決着がついていないが、陸軍急進派がパネー号「誤爆」を指嗾し、その責任を海軍の穏
健派に被せようとしたという見方が主流である[ディングマン 1990; 山本 1993]。
(18) 1898 年 2 月 15 日、キューバのハバナ港に停泊していた米軍艦メイン号が何者かにより爆沈された事件。い
ったい何者がメイン号を爆沈したのかは未だ研究者の間で決着がついていない。この事件を契機に国民感情は一
気に沸騰し米西戦争の直接の契機になった[Campbell and Jamieson 1990: 106-108]。
(19) 1915 年 5 月 7 日、ドイツの潜水艦が、アイルランド沖でイギリス船籍の定期船ルシタニア号を撃沈した事件。
1,198 名にも及ぶ犠牲者の中には、124 名のアメリカ人が含まれ、アメリカ国民を激昂させる事件となった [リン
ク 1974: 93-94]。
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