
はじめに

　今年5月27日、現職の米大統領による原爆ドーム

の訪問は日米で大きく取り上げられた。戦後71年経

ち、実際に被爆した人はごくわずかとなった。しかし、

日本国内でも原爆投下の責任問題や経緯について再考

する機会となった。責任問題というのはその多くが最

高責任者、米国ならば大統領に焦点があたる。だが原

爆投下においてはその経緯の途中で大統領が急死し、

新たな大統領に権限が移った稀有な事態であった。

　そのため本稿はその推移に長い期間、大きな影響

を与えた一人のヘンリー・スティムソン国務長官を

研究対象とする。スティムソンは決して他人との衝

突を好む人物ではないが、意見が対立すれば全力で

自身の理念に従った主張を行う人物であった。その

ような性格である彼は時代や周りの意見によって原

爆投下を決断したのではなく、確固たる意志をもっ

て決断を下していった人物であるといえる。この論

文では原爆投下の思案の途中で急死したフランクリンD・

ルーズベルト(Franklin	Delano	Roosevelt,1882-1945,	任

1933-45) 大統領と、急遽大統領となり原爆投下を決

断したトルーマン (Harry	S.	Truman,	1884-1972,	任

1945-53)、	この２人の大統領とスティムソンの関係性

に着目する。スティムソンが勝ち得た信頼と与えた影

響を検証し、二度の市街地への原爆投下を決断した

のはトルーマンの所存が大きかったのかを判断する。

第1章　スティムソンと第二次世界大戦

１．スティムソンの経歴

　スティムソンは1867年にニューヨークで生まれた。

比較的裕福な家庭で育った彼はイェール大学とハー

バード・ロースクールを卒業し、1890 年からルート

(Elihu	Root,	1845-1913)というニューヨークの法律家

の事務所の下で弁護士として勤めた。当時のスティ

ムソンに大きな影響を与えた人物の1人であったルー

トは、T・ルーズベルト (Roosevelt	Theodore,	1858-

1919,	任 1901-9) 大統領 1 のもとで国務長官を務めて

おり、そこでスティムソンの政界入りを進言した。2	

　その後 1906 年から 1909 年までの間に連邦検事を

務め、1911 年から 1913 年まで陸軍長官を務め参謀

部の設置など陸軍改革を行う。またこの時スティム

ソンが行った陸軍改革に否定的なエインズワーズ

(Fred	C.	Ainsworth,	1852-1934)少将に対し、スティム

ソンは軍法会議か行政面での懲罰どちらかを執行す

ることを迫られた。ここでスティムソンはより厳し

い罰である前者を決断し周囲を驚かせる。驚く周囲

に対しスティムソンは「打撃を加える時、私は小さ

な銃ではなく大きな銃を使う」3 と答えた。この発言

は彼の価値観を如実に語るものであると同時に、原爆

投下の決定において非常に大きな判断材料となる。4	

　第一次世界大戦後期になると中立を謳っていたア

メリカも参戦する。第一次世界大戦が始まるとスティ

ムソンは49歳にして陸軍への入隊、それも指揮官と

してではなく戦闘員に志願した。彼は砲兵として実

戦に配置され 3 週間に渡る最前線での戦闘を経験す

る。5 スティムソン自身も戦地から宛てた妻への手紙

に「人生の中で最も強烈で素晴らしい体験だ」	6 と記

している。

　そして 1928 年から 29 年までフィリピン総督を請

け負う。アメリカはフィリピンに対し、医療や教育

の制度にアメリカに近しい制度を導入することで、

これまでの列強国が行っていた植民地支配とは異な

る「アメリカの責任ある統治」と彼が自負した支配

体制を築いた。7 スティムソンが総督を引き継いだ頃

はフィリピン国内に独立の動きもあり、スティムソ

ンはこれを決して否定することはなかった。しかし

政治経済などの国家基盤が形成されていなければ宗

外国語学部　国際文化交流学科　4 年

上之段　和樹

スティムソンと2人の大統領
―原爆投下における最後の審判者たち―

118 

● 論文

22



スティムソンと2人の大統領

主国として無責任な独立をさせることになってしま

うと考えた彼は「アメリカの責任ある統治」を掲げ、

アメリカによる自治を続けた。

　そして1929年にフーヴァー（Herbert	Clark	Hoover,	

1874-1964	任	1929-1933）8 大統領により国務長官に任

命されると、第一次世界大戦後のロンドン会議で米

国代表団を務めた。

　フーヴァー政権が終わるとスティムソンは弁護士

に戻ったが、第二次世界大戦でのアメリカの不参戦

姿勢や枢軸国に対しラジオ放送によってアメリカの

中立政策を批判し反響を呼んだ。放送後スティムソ

ンの意見に賛同する 9 ルーズベルト大統領より陸軍

長官への復帰要請を受け1940年にその職務に就く。	
10 保守主義と進歩主義を併せ持つという奇妙な人物

であると謳われたスティムソンは、人々の特徴を引

き出す優秀なまとめ役と評価されており、内務長官

のハロルド・イッキスは「たとえ私が、大統領が私

を陸軍長官にしてくれるかもしれないという淡い期

待を抱いていたとしても、あのスティムソンの任命

に文句の付けどころがないと……認めざるを得な

かっただろう」	11 と評した。12	

　第二次世界大戦時、スティムソンはルーズベルト

大統領の下で陸軍長官を務めそれまで武器の海外貸

与を禁止していたアメリカに武器貸与法 13 という法

案を可決させる。ただしこの武器貸与法は「アメリ

カの安全保障にとって重要と大統領が判断した場合

に、その適用を陸軍長官、海軍長官、あるいは他の

関連機関に指示する」14 といういわばアメリカが自国

の防衛をするために他国に対し援助というかたちで

戦力参加できるものであった。

２．原爆の歩み

　1939 年の米国物理学会例会でウランの核分裂につ

いての議論がなされた。この事実を発表したのはベ

ルリンにあるカイザー・ウィルヘルム研究所の研究

員ハーン（Otto	Hahn,	1879-1968）と、シュトラスマ

ン（Friedrich	Wilhelm	Strassmann,	1902-1980）の二

人で、聴講していたローレンス（William	Laurence,	

1888-1977）はヒトラーが原爆を作ることをこの時に

恐れ始めた。15 そしてウランの核分裂についての発表

により原爆製造を恐れたもう一人の科学者のシラー

ド (Leo	Szilard,	1898-1964) は ア イ ン シ ュ タ イ ン

(Albert	Einstein,	1879-1955) を仲介にして F・ルーズ

ベルト大統領にナチスが原爆を開発する可能性を手

紙で言及し、同年 10 月 11 日に手紙を受け取った大

統領は補佐官に原爆の開発を計画するように指示し

た。そしてウラン諮問委員会 (Advisory	Committee	on	

Uranium) を設置し、それは 1940 年 6 月に設けられ

た 国 防 調 査 委 員 会 (National	Defense	Research	

Committee) のウランの研究部門に組み込まれた。　

1941 年 6 月 28 日に大統領命により科学研究開発局

(Office	of	Scientific	Research	and	Development) が創設

されるとその局長をブッシュ (Vannevar	Bush,1890-

1974)が務め、コナント（James	Bryant	Conant,	1893-

1978）が委員長を引き継いだ。そしてそれ以降原爆

は情報秘匿のために「S-1」と表記され始めた。16	　

　スティムソンは 1944 年 9 月 30 日この二人から原

爆の軍事的可能性と国際情報交流についての覚書を

受け取っており、ここでは原爆の情報秘匿の不可能

性を明言された。またソ連やドイツその他諸国も原

爆開発は3，4年で可能であると結論づけ、国際間で

の情報交流が盛んであるため原爆においては情報発

信に細心の注意を払う必要があると記した。しかし

場合によっては新たな戦争を引き起こすのではなく

平和を助長するという原子力の平和的利用も可能で

あるとした。以下がその覚書である。17

　１：4 ヶ月以内にアメリカは人類史上最も恐ろし

い兵器を完成させるだろう。

　２：この兵器はイギリスとの共同開発の産物だが

現在はアメリカが生産と使用に関して決定付

けられ、この先数年間はどの国もアメリカの

レベルには達しないだろう。

　３：しかし無期限にこの独占的立場を保持できる

わけではなく、いずれはより容易で安価な生

産技術が開発され、小国や集団（組織）でさ

え開発は可能になる。

　４：結果として将来秘密裏に開発し突然使用する

国やグループが出現しうる。

　５：技術の進歩と比べてモラルの向上が遅い世界

では、現代文明崩壊の可能性がある。

　６：これまでの世界的平和機構では、この脅威を

コントロールできない。

　７：この兵器を開発したアメリカに明確な道義的
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責任が課せられるのは疑いない。

　８：一方、この兵器の使用をめぐる問題が解決す

ればアメリカが世界平和と現代文明を守るあ

る一定の方向に国際社会を向かわせることが

できる。

　９：以上のような問題を検討するための特別委員

会の設置を勧告する。

	　一方イギリスではドイツがソ連に侵攻を開始した

のを契機に、ウラン型爆弾を製造することを目的と

するモード委員会が設けられた。アメリカよりも始

まりこそ遅れていたものの、その進度はすぐにアメ

リカを追いぬいた。このモード委員会は天然ウラン

からの原爆製造から高濃縮ウラン爆弾の構想を得た

が、この時はまだ後に長崎市に落とされるプルトニ

ウム型の方にはあまり積極的でなく、実験でも製造

の可否を見極めることはできなかった。18 そして情報

交換協定によりアメリカに対し報告書を作成し、

1941年 7月7日にブッシュらに送った。するとブッ

シュはモード委員会が原爆製造において技術・政策

面が混合していると指摘し、米国政府に原爆製造に

おいては技術部門と政治部門に分割すべきであると

主張した。その結果ルーズベルトは 1941 年 12 月に

原爆製造の最高政策グループ (Top	Policy	Group)を設

置した。19 ウォーレス (Henry	A.	Wallace,	1888-1965	

任 1941-1945)副大統領、スティムソン陸軍長官、マー

シャル (George	Catlett	Marshall,	1880-1959)陸軍参謀

総長、ブッシュ科学研究開発局局長、コナント国防

研究委員長によって構成されたこのグループは原爆

製造計画を統括した。またこの時はじめてスティム

ソンは原爆の存在を知り、この問題に関係していく

こととなる。

　国防調査委員会は英モード委員会の報告書を受け、

1942 年 6月に原爆製造はこれまでの研究活動ではな

く兵器開発計画の段階となり、同時に科学の領域で

はなく軍事分野へと転化した。スティムソンは第二

次世界大戦時におけるこのような科学と軍事の領域

の協力を「科学と軍事の結婚 (the	marriage	of	science	

and	military)」20 と称した。この計画の事務所はニュー

ヨーク・マンハッタンに置かれ、以降この計画はマ

ンハッタン計画と呼ばれた。

　マンハッタン計画の総括責任者として陸軍からグ

ローブス准将 (Leslie	Richard	Groves,	1896-1970)が任

命され、軍事政策委員会も同時に設置され、委員長

にブッシュ、委員はコナント、スタイヤー将軍

（Wilhelm	D.	Styer,	1867-1975）、パーネル提督 (Purnell	

R	William,	1886-1955)、グローブスが選ばれた。21

３．ルーズベルトとスティムソン
　ルーズベルトは第二次世界大戦後には、今までの

帝国主義政策は実現不可能であると考えていた。

1933 年からウルグアイへの内政干渉権を放棄したこ

とを皮切りに、1938年のリマ宣言 22 など南北アメリ

カの結束力を強めた。しかしルーズベルトよりも以

前からこの方針を実行していたのが、スティムソン

であった。これらはナチスやイタリアのファシズム

台頭や、日本のアジア侵略などの脅威に対抗するた

めの手段でもあった。23

　ルーズベルトがスティムソンと同じ考えを偶然抱

き、その後スティムソンを陸軍長官に任命したわけ

ではない。1933 年 1 月 9 日にスティムソンは次期大

統領のルーズベルトと外交や軍縮、経済についてな

ど長い時間話し合ったことがスティムソンの日記に

記されている。24 これ以降、ルーズベルトは後に評さ

れる「善隣外交」25 をスティムソンから踏襲した。

　これらのことからルーズベルトはスティムソンに

対して高い信頼を寄せているといえるだろう。その

信頼の高さはルーズベルトだけでなく、政治関係者

の多くも同様であった。そして 1941 年 4 月 22 日に

スティムソンはルーズベルトと面会を求めた際には、

自身の忠誠心と愛情を疑わないよう念押しして「武

器貸与法の勝利の直後に何も行動しなかったことで、

アメリカの戦争に対する政治状況は悪化している。

大統領が率先して動かない限り国民が自発的に主導

権を取ると期待しても無駄だと警鐘を鳴らした」26 と

述べた。他にも「彼（ルーズベルト）を親しみのあ

る人物にしている人情味、まさにその性質が作戦行

動における非情さを欠落させている」「鋭い洞察力を

持っているが、戦争を遂行するために必要な、安定

したバランス感覚に欠けている」27 とスティムソンは

ルーズベルトに批判をすることはあった。しかしそ

れらの文言にはルーズベルトを肯定する考えも記し

ており、信頼を寄せていたと言える。
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第２章　翻弄されるトルーマン

１．暫定委員会の発足

　原爆に関してグローブスは原爆の製造、ブッシュ

は軍事政策委員会で原爆の使用の検討を統括してい

た。しかし原爆の製造と使用の計画が進捗する中、

1945年4月12日に原爆のあらゆる分野において最終

決定をするルーズベルト大統領が急死し、13日後後任

の大統領トルーマンに対しスティムソンが初めて原爆

の概要を説明した。そして原爆の研究や使用、その管

理と実行を最終決定する大統領の前に暫定的な決議を

行う暫定委員会 (Committee	of	particular	qualifications	

for	recommending	action)の設置準備を、スティムソン

は補佐官であるハリソン (George	L.	Harrison,	1887-

1958)に進めさせ、自ら承認し発足させた。28

　この暫定委員会の必要性は1944年9月30日にブッ

シュとコナントらから訴求されていた。しかし、F・

ルーズベルト大統領の着任時は発足されず、トルー

マンの大統領就任によって発足された。このことか

らルーズベルトに対するスティムソンの信頼の強さ、

逆にトルーマンに対する信頼の低さがうかがい知れ

る。暫定委員は他にバード (Ralph	A.	Bard,	1884-

1975) 海軍次官やバーンズ (James	Byrnes,1879-1972)

国務長官を含む計 8 人のメンバーによって構成され

る。バーンズは大統領特別代理として起用され、マ

ンハッタン計画において大きな働きをしたオッペン

ハイマー (Robert	Oppenheimer,1904-1967) を中心とし

た科学者 4 名が科学顧問団に選ばれた。また軍事顧

問団としてマーシャルやグローブスらが選ばれた。

　5 月 31 日にはメンバーの全員が出席する初めての

暫定委員会の公式の会議が行われた。この会議は原

爆投下に関する方針を決めるという点において多大

な影響を持っており、ここで決定された内容は原爆

に関わった人間の原爆使用に関する総意とも考えら

れる。ここでスティムソンは原爆を日本攻略の手段

として如何に用いるかではなく、原爆投下後にどの

ように管理し、平和へと導いていくかを提言した。

オッペンハイマーもその意見に同調し、原爆開発の

基礎知識が世界に知れ渡っている現状を考えるとア

メリカの道徳的立場を強化するために情報交換をし

ていく必要があるとした。29	

　また、管理という側面からソ連への懸念も議題に上

がり、オッペンハイマーやマーシャルはソ連への情報

提供を勧めるが、バーンズはアメリカが原爆研究にお

いて優位性を保つべきだと主張した。30 これらの議論

からわかるように原爆を使用するか否かは論点ではな

く、如何に使いどのように管理するかが論点であり、

その結論に影響を及ぼしたのは投下目標の日本では

なく、ソ連やイギリスの動向であったといえる。

２．外交への不安と自信

　1945 年 4 月 23 日にトルーマンは、ソ連のモロト

フ(Vyacheslav	Mikhailovich	Molotov,	1890-1986)とポー

ランドについての会談を行った。この会議の前に外

交に関することをトルーマンやステティニアス

(Edward	R.	Stettinius	Jr.,	1900-1949)国務次官、スティ

ムソンらが事前に協議した。この協議ではステティ

ニアスやフォレスタル (James	V.	Forrestal,	1892-

1949)海軍長官の対ソ連強硬論 31 が強く主張され、ソ

連との協調を主張していたスティムソンはトルーマ

ンがモロトフと敵対しないかを懸念した。スティム

ソンは原爆開発においては原子力国際管理を行う必

要があると考えており、そしてそのためにソ連の助

力も必要であると考えていた。32 そしてスティムソン

はソ連との協調案をトルーマンに進言することを決

意したが、トルーマンはソ連に対しては強い姿勢で

臨む必要があると考えており、会談にあたって強硬

な態度を示した。その結果モロトフだけでなく、ルー

ズベルトとは信頼関係を築いていたスターリンにさ

え反感を買われることとなった。そしてそれは彼の

策略や思惑でもなくただ強硬な態度を示したことで

優位な立場であることをアピールするためのもので

しかなく、またそのこけおどしじみた態度はモロト

フに筒抜けであった。33

　スティムソンはフィリピン総督の経験を通じて「信

頼してもらいたければまず自身が相手を信頼する、こ

れなくして友好関係など築かれない」	34 という信念を

抱いていた。暫定委員会の会議でマーシャルもまた

　ロシア側がわれわれの計画について知ったと

しても、その情報を日本側に洩らすので

　はないかと心配する必要はないと確信してい

た。…著名なロシア人科学者２名を招聘し、

　実験に立ち会ってもらうのはどうか	35
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　と提言しており、スティムソンと同じように

ソ連との情報共有や原爆の国際管理の必要性を

訴えた。

３．トルーマンとスティムソン

　トルーマンとスティムソンの信頼関係は、ルーズ

ベルトとスティムソンの関係ほど強固とは言えな

かった。トルーマンが大統領に就任する前の上院議

員であったとき、スティムソンはルーズベルトたち

と内密に原爆の開発を行っていた。しかしトルーマ

ンはその巨額な予算と多くの科学者の行動を不審に

思い、1943 年 6 月 17 日にスティムソンに詳細を尋

ねたが、スティムソンは「口にはできないものだと

理解してほしい」と返答した。一度はこれで引き下

がるも、トルーマンは情報の詮索を続けた。この行

動に対しスティムソンは彼を「はた迷惑でまったく

信頼できない男」36 と揶揄した。37

　また1945年 6月6日、スティムソンはトルーマン

に対し、原爆投下に際して日本に対する事前勧告や

ソ連への事前通知は行わないという暫定委員会の決

定を伝えた。しかし同日、トルーマンとの会談でス

ティムソンは原爆投下がヒトラーを上回る残虐行為

として戦後世界から糾弾を受けるのではないかと吐

露した。また空軍が行っている爆撃は原爆の威力の

見せ場を無くしてしまわないかという考えも同時に

伝えた。38

　この日の決定は原爆投下において非常に重要なも

のだが、この日スティムソンがトルーマンに相談し

た内容も彼の思案を見るという点においても非常に

重要である。原爆が完成した時、スティムソンが懸

念していたのはアメリカに対する戦後の批判、そし

て原爆の威力をどのように示威するかの 2 点であっ

た。しかし２つとも日本の都市を焦土化させるとい

う結果において差異はない。つまり彼は原爆の使用

を倫理的・人道的な立場ではなくアメリカの地位を

揺るがすという点において懸念していたといえるの

ではないだろうか。端的に言えば彼は純粋にアメリ

カへの愛国心を根幹に判断、思索を行っていたとい

えるだろう。

　またトルーマンが大統領に就任する前は「信頼で

きない」とスティムソンは評していたが、暫定委員

会の決定に異を唱える意見をスティムソンはトルー

マンに述べた。これがスティムソンのトルーマンに

対する信頼の証とは言い切れないが、トルーマンに

大統領としての権限をある程度認めたために相談し

たとも言える。

　しかしトルーマンもスティムソンに対し強い信頼

を寄せていたわけではない。対ソ外交の強硬な主張

などがその代表だが、戦後スティムソンがスティム

ソン文書で記した「原爆により 100 万人の米兵が救

われた」という文言に対し、トルーマンは「50 万人

の命を救った」と述べている。39 どちらも確実な根拠

などないが、あまりに大きな差異である。

結びにかえて

　原爆投下に深い関わりを持ったスティムソンは、2

人の大統領の思惟にも大きな影響を及ぼし、一定の

信頼を勝ち得た。しかし2人の大統領に対するスティ

ムソンの信頼の強さを量るのは非常に難しい。人間

関係は立場や発言一つで変化する流動的なものであ

る。そういった意味では彼らはお互いの一部を信頼

し、一部を認めていなかったということだけは確か

である。しかしルーズベルトは合理的な判断力に欠

け、トルーマンに至っては「YesともNoとも言えな

い人間」とグローブスから批判されるほどの大統領

であった。

　原爆投下の決断は 2 人の大統領どちらの一存であ

ることは言うまでもない。だが逆に言えば、彼らの

所存で原爆投下の決定を覆す権限は持ち得なかった

と言える。軍事や科学、政治の分野から原爆の運用

手段を判断し最終決定するトルーマン大統領、そし

てその前に審議する暫定委員会の委員長を務めるス

ティムソンの 2 人が原爆投下の決定に与えた影響は

非常に大きい。だがスティムソンが影響を与えたルー

ズベルトは決断の前に急死し、トルーマンとスティ

ムソンは決して良好な信頼関係ではなかった。その

ため二度の市街地への原爆投下の決定を下したのは、

最終決定をする大統領とその前段階のスティムソン

の思惟とは言い切れない。彼らを除く政務官や軍人

など、多くの人間が下した決断の集大成であったと

断言できる。
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