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1941-1943年におけるドイツ独占ブルジョアジー

の諸計画と東アジアおよび東南アジア

カーノレ・ドレクスラ{

Ost-und Sudostasien in den Pl託nender deutschen 

Monopolbourgeoisie 1941-1943 

Karl DRECHSLER 

1940年 6月のフランス降服後， ヒトラー・ドイツの支配!替は， その戦争計画とこれを実

現するための今後の戦略とな，一つ一つ閤めるべき時がやって来た，と考えた1)。 ヨーロッパ

「新秩序Jのための， またこれに基礎をおいた世界支配を思議すための， 数々の計画作成に

は， 1940年後半と 1941年において多かれ， 少なかれ， すべての指導的なコンツェルンと銀

行，帝国工業連盟とその下部機関たる諸々の経済連盟，そのほか多数の国家独占資本主義的機

関，外務省，常国経済省、ならびにそのほかの国家機関および国防箪とナチ党との指導的諸機関

が参加した。ヨーロッパ「新秩序Jの計画， ソ連襲撃計踊およびアブ担カにおける強力な櫛民

地世界帝国の建設構想，ならびに地球上の他の「大経済問」との不可避的な紛争という考え，

これらが総括されて，ファシスト・ドイツ帝国主義の世界支配計画を作り上げていた。これら

の計画が，市領地政策の犯罪的な実践，悪名高い「東方全般計画J，rユダヤ人問題の最終的解

決」およびヨーロッパ諸国民の大量殺裁のための理念的な基礎をなしていた。ヨーロッパ大陸

における，あるいは大控を越えた次元における，ためらうことのない冒険主義や途方もない投

機および参謀本部の冷静な仕事と精確に計算された資本家の利潤追及慾，これらの破壊的な混

合物を現していた多数の計画のなかで，その時に玉三るまでの東アジアおよび東南アジア計画，

ならびに将来の同様の計画もまた，基本的な投割を演じた。これまでに知られた諸資料によれ

ば，その最も進んだ構想は，二つのコンツェルンによって開発されたものであった。すなわち

イー・ゲー染料株式会社とイェナのカール・ツアイスであるが，これらはすでに第二次世界戦

争のはるか以前から，東アジアの事業に，なかんずくや国の卒業に決定的に参加していたので

ある。

1940年 7月， 精密機械および光学機械経済連盟の理事長カール・アノレブレヒトは， イェ

ナ・カール・ツアイスの重役であり，同時に上記の経済連盟議長であったパウノレ・へンワック

スと協議した後に， rヨーロッパと海外における光学機械および精密機械工業発展計画F を提

案した。この文書は，疑問の余地なくツアイス・コンツェルンに支配されていた， ドイツの精

密機械および光学機械工業の戦争自擦を定めたプログラムであった。世界を究極的に支配する

ための戦いは，ニ段階で遂行ざるべきものであった。すなわちヨ}ロッパ諸国における精密機

械工業と光学工業とを屈服させること，および同様に海外における競争者を打倒することであ

った。覚書の主要な関心事は， rドイツの光学工業ならびに精密機械工業を， 自己の力によっ

て軍備の領域においてのみならず，またその他の領域においても，発展させ，そしてそのこと
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によってただにヨーロッパ地域だけでなく，全世界市場においても，その優越を継続して確保

し得る状態におくような捨霞を， 提起することであった。Jその醸日本の光学工業および精密

機械工業は，まずなかんずく日本の勢力関における競争者と見倣された。

帝国工業連盟理事ー会の， 1940年 8月17日付の， その諸経済連盟に宛てた文書には， ヒト

ラー・ドイツの金工業についての類似の計画が示されていたO 軍事的な成功によって「ドイツ

はヨーロッパにおける経済的な指導権を握った。……それによって必然となったヨ-r:tO/パ経

済の形成は， ヨーロッパの外の地域との経済的交流に対して， 新たな外貌を与えるであろ

うoj3)1940年 8月始めに提示された，イー・ゲー染料工業株式会社のいわゆる「平和計画j，

すなわちヨーロッパのファッショ的な「新秩序」計画と世界支配奪取計画の，広汎な

においては，ライヴァルの日本との不可避的な対立が，重要な役割を演じていため。

長期的に見れば，履東におけるヨーロッパの経済的な利益に対するよりいっそう強い圧力

は， アメリカ合衆国からよりも， 日本から来るであろうということな， 勘定に入れねばなら

ぬ。イー・ゲー染料コンツェルンの戦争プログラムもまた，なかんずく東アジアと東南アジア

を考慮するならば，ヨーロッパの「新秩序Jとドイツ帝国主義の世界に広がる鯵張計画との不

可分の関連から，出発していた。暴力とテロルによって支配されているヨーロッパ「広域閤j

と「通常の」資本主義的な競争と闘争とし、う方法によって支配される，あるいは新手の軍事的

な紛争によって支配されたその他の「大経済関j との聞の，将来における対決が行われるかど

うかについては，未決定となっていた。

1940年末から 1941年始めに， ヒトラー・ドイツの日本政策，したがって全東アジアおよ

び東南アジア政策のいっそうの発展にとって，基本的な意義を持った若干の措置が取られた。

この措置に属するのは 4ヶ年計問委員会事務崩長へノレムト・ヴォーノレタートを団長とする公

式の経済代表団の派遣と帝国工業連盟の東アジア委員会の設立であった。 この帝国工業連盟

は， ドイツ独市資本の権力の中枢であり，司令部の中心であった。

1940年 11月29日外務次官エルンスト・フォン・ワイツゼッカ一男爵は， 日本大使来楢

三郎を接見して，彼にドイツ政府はドイツと日本の経済関係を三層同盟の精神で律する用意が

ある。 1941年初頭にはドイツ政府は多分， 会談のために代表団を東京へ送るであろう， と伝

達した。部舟記録で，この使節団の使命が確定された九 この文書の特別の意義は，これがド

イツの東アジアおよび東南アジアに対する政策が持つ，近い目標と遠い目標とを，かなり精確

に定義しているところに存ずる。戦後において東アジアは，経済上大きな可能性を生み出すで

あろう O 当閣する経済交渉は，このことをすでに計算に入れねばならぬ。従ってヴオールター

トた団長とする代表団は， r極めて高い水準の特別の課題Jを解決ぜねばならぬ。今後さらに

戦争?を遂行するための直接の必要に関しては， 1使節団は日本および「大東亜」の占領地ないし

支配圏の陸々から，鉱石と金属類，ならびに治用の種，治と脂の輸入を確保すべきである。こ

のように記録には定められていた。

ドイツ帝国主義にとって，この交渉のなかで「一つには麗接に軍事的な事柄」が開題とな

ったのだが， r地方では， 日本と我々との協力が平和裡に発展するのを妨げることなしに， こ

の協力関係なしっかりした土台の上に据えるために， ……条約を結ぶ仕事が組織Jわざるべき

であるO この際同盟に関係にある荷帝国主義毘家聞の諸矛震もまた，確かに明駿に表に現れて

来た。日本はこのような条約を結ぶに当って， r極東の三つの領域とのj，すなわち日本，満j:1+1 

国およびシナとの，とトラー・ドイツの全外圏貿易を，独占しようと望んだ。このような独占
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は， 日本帝国主義がなお権利を要求していた東アジアおよび東南アジアに対してさえも，要望

された。 これに反してヒトラー・ドイツは， 単に日本とは「枠組の協約j を結ぼうと努めた

が， もしそういかないとすれば， 偲々の国々と自主的に交渉するように努力した。 この方法

が，自分のために東および東南アジアと L、う巨大な市場に対する「当然、の分け前Jを確保する

ための，決定的な前提である，と見倣されていた九

これら諸要求を貫徹しようと， ドイツの指導的なコンツェルンは突き進んだが，そのこと

は， 1940年 12月4日の， イー・ゲ…染料工業株式会社の東アジア委員会における協議に，明

かに現れていため。 ツアイス・コンツェルンについて言えば，その社長であるヘンリックが，

精密機械および光学機誠審査局*に宛てた， 1941年 2月 18日付の書翰のなかで，極東，とり

わけ日本は，重要な高品市場であり，持来においてもまた「ドイツ商品に対して， ドアを開い

ておくことに成功しなければならぬ。 しかし経済使節間の使命は容易ではないであろう P こ

とを，確認した。

けれども東京の外務省、は， 1941年初頭にドイツ大笹オイゲン・オットに対して，日本は

「大東亜」におけるその覇権にかんして交渉する用意がないことを，誤解の余地もなく明確に

示した。外務省は， rドイツが， この日本の努力で妨げるような行動に出ないことはもとより

だが，それのみでなくまた日本とこの点で協力するよう J10
) 期待したのであった。

1941年 3月4日に，帝国工業連盟東アジア委員会の第 1国設立会議が催された11)。公式

の新開公示によれば，委員会の任務は， r東アジアとの商品交換についての工業家の利益を充

分に考慮し，これと関連のあるあらゆる問題に関する工業家の願望を処理し，そしてこの領域

における諸問題を解明するために，国家機関の指示に応ずること J12) である，とされた。帝国

工業連盟の会長料ヴィルヘルム・ツァンゲンは， 東アジア委員会の議長に， 1940年夏にいわ

ゆる「平和計厨」のなかで，東および東南アジアにおけるその利害関係を強く表明した，かの

コンツェノレンの指導的な一幹部へノレマン・ワイベノレを招言脅した。このワイベルは， イ…・ゲー

染料工業株式会社の重役の一人で，彼はこの人事によって，イー・ゲー染料コンツェルン東ア

ジア委員会にも，また帝国工業連盟東アジア委員会にも，議長として関わることとなった。そ

の上彼は，ハムブ、ノレク=プレーメン東アジア協会の副会長でもあった。ツアイス・コンツェノレ

ンは，帝国工業連盟東アジア委員会には，その主主役ヘンリックを代表として送っていた。その

ほかの委員には，帝国工業連盟貿易委員会委員長であり， ディディア工業株式会社料*社長で

もあるヘノレマン・ホプレッカー， グレッグナ…株式会社社長ノミウル・ノレドヴィヒ， ダスク社

長ハンス・ロイター，ジーメンス=シュッケルト工業株式会社重役オットー・ルシェらがなっ

た。決定的な意味を持っこれらドイツのコンツェルンの指導的幹部から成る，この帝鴎工業連

盟東アジア委員会は，この持期以降ヒトラー・ドイツの東アジアおよび東南アジア政策に対し

て，その影響力を高めた。

この第一閉会議およびそれに続く協議において， ヴォーノレタートを部長とする経済使節団

が， 1941年 4月26日に東京に弼着した後に， 日本の関係筋と行なった話合いの準備をするこ

*精密機械および光学機械審査局は，これら機械の輸出入の提案と契約とを行い，かつ許可を与える国家

の機関であった。

*氷干皆IE工業連盟会長の機能は， 事務局長のそれとは同じではなかった。事務局長はカーノレ・グートであ

った。

料*ディディア工業株式会社の名は，創業者の家名に由来した。このコンツェノレンはなかんづく愛工業と軽

工業のための耐火材料を生産した。
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とと，そしてこれを評価することとが，中心議題となった。ヴオールタートの交渉項目を定め

たのは， 原則としては帝国工業連盟東アジア委員会であった。 ワイベルが， 日本， 満州国お

よびシナを， ドイツとの経済協約においては一体と見倣すと言う日本の提案について意見を述

べて， Iこの提案を我々は， 相手が日本だけで、あろうと， あるいは満州閣だけであろうと，少

なくとも特別の支払条件と借款問題について， 合意を遂げることによって， 阻止したいと思

うJ13) と主張した時に， 彼はこの 1941年 3月4日の会議において， 基本的な見解を定式的に

表現したのであった。

フランスの降伏からソ連に対する襲撃までの数ヶ月間に，固められ，詳細に定められた，

ヒトラー・ドイツの東アジアおよび東南アジア政策は，なかんずく次の視点によって規定され

た。すなわち日本との連合は， ドイツ帝国主義によるヨーロッパ「新秩序Jを確実にし，支持

すべきである。経済の領域においては，ことにドイツの戦争経済が緊急に必要とするような諸

原料の供給を，東京に期待する。将来のある時点において，東および東南アジアにおける勢力

闘を廼って， 日本との闘争を開始し得るための，決定的な前提は， ドイツ独占フソレジョアジー

は，全ヨーロッパ大控をど支配することだと考える。これらが基本的な視点であっt.::.o 決定的な

影響力を持つドイツ・コンツェルンの戦争目標計画，およびドイツと日本の間で行われた経済

上の話し合いとの関連において定められた長期また短期の諸方針が，誤解の余地なく明瞭に示

していたことは，1940年 9月の三国同盟条約のなかで定められた， I大東亜閤」における日本

のヘゲモニ…なるものは， ドイツ帝国主義の，極東におけるその詞盟者であり，ライヴァルで

ある日本に対する， 暫時の， 戦術的な譲歩に過ぎなかった， ということである。 ヨ-].:2ッパ

「新秩序Jを究極において貫徹するために，そしてそれによって世界支配のための間争の土台

を創り出し得るために， ヒトラー・ドイツは，ある一定の時期においては東および東南アジア

における日本帝爵主義の指導権を認める用意があった。しかし乍らまさにこの時期において，

地球のこの部分で将来経済的攻勢なかけるための，可能なかぎり有利な出発点を獲得すべき数

々の措置が取られたのであった。

独占資本の目標，構想および計画は，そしてまたビトラ一政府の外務省およびそのほかの

役所によるそれらの東ならびに東南アジア政策としての実施計画は， ドイツ連邦共和国および

その他の資本主義諸閣における歴史叙述においては， 大部分は全く侍の役割も演じていない

か，あるいはわずかに従属的な投割を演じているに過ぎなL、。テオ・ゾムマーの著作山は，

この観点からすれば伝統的な外交史上の研究であって，この著作にとって経済上の利害という

問題は， 多かれ少なかれあまり興味合惹いていなL、。 1969年に公刊されたベルント・マルテ

ィンの著書は， 確かに， I経済問題はゾムマーにあっては， ただ不充分にしか顧慮されていな

いj15) と認めてはいるが，しかし乍ら彼自身の叙述は間様に，前面に現れた諸現象の分析以上

には出ていなL、。なぜなら被は本質的には政府の経済政策を扱っているだけであって，コンツ

ェルン，大商社および銀行は名も挙げられていなし、からである。 Iドイツと白木の経済関係

一一一これは同盟関係における綴度に重要な領域である一ーの叙述は，史料の欠如によって著し

く閤難になっている 16)J，と彼は主張するが，これは言い訳としか見倣されなし、。なぜならば，

援は重要な，マルクス=レーニン主義的歴史家によって出服された文書芸さえも顧慮していない

からであるO

ともに世界支配の求めてたたかったドイツ平野間主義と日本帝問主義の矛蕗は， 1941年 4

月以来ヴオールタートを団長とする使節団によって東京で行われ， そしてやっと 1943年 1月
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20日に終結した，経済条約に関する長い交渉にも，現れていた。イー・ゲー染料工業株式会社，

イェナ・カール・ツアイスおよびそのほかのコンツェルンが 1940年夏に提示した諾要求か

ら始まって，そしてこの要求によって帝関工業連盟東アジア委員会が創立されるに至ったのだ

が， とトラー・ドイツの外務省ならびにその他の諸省や諸官庁が，上の交渉において特に強く

努力したことは，東および東南アジアにおいてドイツ独占資本の影響力を強めるための，可能

な限り有利な諸前提を創り出すということであった。ソ連に対する電撃戦の失敗後， ヒトラー

・ドイツのこれらの機関は，窓援に戦争経済上の必要物を需めるという視点から， 臼本との経

済的な関係を発展させることにも，ますます関心を持つに至った。すなわちなかんずく戦略的

な原料，治指およびゴムを日本の勢力闘から受けとることに，より大きな興味を持った。

経済条約にかんする，ほとんど 2年掛かりの交渉の間，帝国工業連盟の東アジア委員会は

ワイベルをその議長として， ヒトラ…・ドイツの東および東南アジア政策に対して， 決定的

な影響を与えた機関となったo 1942年 3月四日， すなわちこの機関の設立後 1ヶ年にして，

この委員会は外務省に， ハムブノレク=プレーメン協会と協力して作り上げた， r東亜経済圏に

おけるドイツ=臼本の協力関係についての， ドイツ経済の要望計画17)J を手渡した。この「要

望計踊」は， ドイツのコンツェノレン，銀行および大商社が，すでに第2次世界戦争以前から追

及していた諸g擦を，結びつけたものであった。これは誤解女生じないようなやり方で，それ

らコンツェノレン等の，東アジアおよび東南アジアにおける利益を守り，そして「大東東簡新秩

序Jが作られるに当って損をしないようにしようという，彼らの意志を表現した。もしイー・

ゲー染料工業株式会社とイェナ・カール・ツアイスが， 1940年夏にはな持基本的には彼らの

特殊の，コンツェルンとしての利益を表現していたとすれば， 1942年 3月の「要望計踊」は，

地球のこの部分においてドイツ独占ブ、ルジョアジーが有していた総体の利益を定式的に示した

のであった。それは詳細な行動綱領であり， r協力Jについての美辞麗句によっては， ほとん

ど覆い揺されることのない，ライヴァノレ日本に対する儲争通告であった。

覚書の第 l節には，大東亜閣の個々の自立的な部分としての領域と直接に合意に達するこ

とが必要であり，そしてたんに根本的な諸問題だけを， ドイツと臼本の需で結ぼれる「グロー

バノレ協定Jによって規制することが求められる， とL、う見解が，表明されていた。この要求の

意味したところは，経済上の関係については可能な限り広い行動の自由を確保するために，三

国同盟条約において認められた「大東謹j における日本の指導権を，決定的な問題については

事実上廃棄する， と言うことである。この傾向は第 2節においても現れていた。それは， ドイ

ツ閤民の「日本国民および他の主権摺家料紳の関民との問権，ならびに外障の，枢軸には属し

ていない諸国民に対比して，それらを著しく優先的に処遇することを扱っているO ここには次

のように言われていた， rドイツ国民を， いかなる関係においても， 日本国民よりも劣悪な地

位に置くことは許されない」。この要求もまた，三国間盟条約の確認に，事実上背反した。

3節においては，原料をドイツに擾先的に供給することが要求された。すなわち

「豊富に供給され得ないが，しかしドイツにとって緊急に必要とされる如きものもまた」と強

調されていた。〈その反対給付としては，)それを日本が充分には供給し得ないか，あるいはそ

の輸出にドイツが特別の関心を持つ，ドイツの工業製品を擾先的に購入することが定められた。

1942年5月の， 帝国工業連盟東アジア委員会， ハムフソレク=プレーメン東プジア協会お

よび帝国商業連盟オランダ領インド諸国委員会の， rオランダ、領インド関係補充誘願書J1S
) と

*判中主権E語家という呼称で，伝言骨Iこ日本の勢力展望内の諸国家が指されていた。
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された覚書が， Iドイツ経済要望計画j に付け加えられた。 この二つの文書はその後の時期

において，ファシスト・ドイツの外務省、やその他の官庁がそれぞれの対応する日本の諸機関と

行なった多くの交渉におし、てその基礎をなしたのであった。

ほとんど 2年間にわたる交渉の後に，ついに 1943年 1月20日に，すなわちスターリング

ラードにおけるドイツ第 6軍団降伏の直前に，経済協力に関するドイツと日本の協約が，外務

大鹿ヨアヒム・フォン・リッベントロプとベノレザン駐在日本大使大島浩との聞で調印され

た19)。向日臼本とイタリアは同文の条約を締結した。

長期にわたったドイツと日本の経済問題にかんする諸交渉において，決定的な役割を演じ

た，論争となった諸問題について，調印諸屈は秘密議定書においてその態宣を示した。この合

本文は，諸々の文書のなかで今日までこれを明らかに示すことは出来なかった。しかし

乍らその内容は，ワイベノレが 1943年 5月初日の帝国工業連盟東アジア委員会の会議拘および

1943年 6月初日のイー・ゲ…染料工業株式会社東アジア委員会の会議21) において与えたい

くつかの指示から，蒋構成し得るO その上両者によって取り交された， 1942年 11月8日付の

秘密議定書の草案22) および再度日本が行なった 1942年 12月 10日の修正提案加が知られて

いる。

秘密議定書においてドイツ政府は，三国同盟条約に属していなかった諸国家に対して優先

的に扱われるとし、う要求を貫徹することが出来た。しかしドイツ政府は，その希望した， ドイ

ツの企業と臼本の金業の[可権を獲得することには， 成功しなかった。商品協定と支払協定と

は，確かに「日九と予め調整した後に」とはなっていたが，これらを日本の勢力関内の個々の

国々と締結することが許された。この妥協的な方式によって， これらの見解の相違を明確にす

ることは， 確かに一度は延期された。その上ヒトラー・ドイツはこの日本の「譲歩Jに対し

て，ヨ一戸ッパにおける被点領諸国と諸領域において， 日本の同様の権利を認めねばならなか

った。 1943年 5月初日の帝儲工業連盟東アジア委員会の会議において， ワイベノレはドイツ=

日本経済協定の締結を総括して， 次のように要約した。「たとえドイツ側のすべての要望が貫

徹できなかったとしても，しかしこの協定は本質的な進歩を意味している。J24)

ヒトラー・ドイツの新聞は， ドイツ=日本経済条約はヨーロッパ「大経済圏jおよび f東

アジア「大経済問J'a;，共通の敵に対して統括し，そして戦後における継続的な経済協力の基

盤を創出した，と強調した25)。けれども現実はこれとは異なって見えた。確かに長きにわたる

交渉は，多かれ少なかれ莫然とした妥協という形をとって終結した。しかし乍ら東アジアと東

南アジアにおけるドイツ， 日本両帝菌主義掲の帝問主義的な諸矛盾は， 変ることなく存続し

た。条約においてこの矛盾は，たんに括弧にくくられたか，ないしは外交辞令によって覆い隠

されたにすぎなし、。 日本惨国主義の「大東葱Jにおいて髄先的支配を得ょうとする努力と，

「ドイツ経済の要望計器」とは，両立し難いものであったという いかなる協約によっ

てもこの世から取り除き得ないものであった。しかしヒトラー・ドイツと日本は，この条約が

調印された時期には共関して戦争を遂行していたので，再者の対立に決着をつけることは延期

された。しかし乍らドイツ=白本経済協約が調印されてから 10ヶ月経っか経たないうちに，

ワイベルは，ラテン・アメリカにおけるドイツの会社は「一般に， 日本人の計画経済的な捨援

の結果として大東亜において……受けているような強い制隈に，従わされてはいなし、J26) こと

を，確認しなければならなかった。日本帝国主義がそうであったように， ドイツ帝国主義もま

た，被占領諸国や諸領域において，その同盟国に対し本気で譲歩する用意はなかった。
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リッベントロプと大島とが協約に署名した時，スターワングラ}ドにおけるソ連の勝利に

よって，第二次世界戦争の経過における根本的な急転回の道が拓かれた。 ドイツ=ソヴェト戦

線における情勢の変化は，太平洋および東アジアと東南アジアにおける日本軍に対する反ヒト

ラ一連合の西側連合留による攻撃にとってもまた，より有利な諸前提たっくり出した。これと

ともに， ヒトラ}・ドイツと日本を霞接に海路および睦路によって結びつけようとしたあらゆ

る試みは，失敗した。軍事的な発援によって， 1943年 1月20日に結ばれた，長期的な，戦後

の時期について規定した条約にもられた諸合意は，幻想となってしまった。この箪若手的発践は

また， rヨーロッバおよび東アジアの大経済閣を全面戦争のために(すべて〉投入するJ27) こ

とを保証する答であった，かの諸規定の地盤をも取り去った。戦線における諸事件の圧力の下

で，相互に経済的にいっそう強く支持し合おうという意志が，たとえ存在していたとしても，

商品交通を拡大することは， ますます困難となった総送のために失敗した。 1942年から 1943

年にかけての冬に氷上離隊を配備することは失敗したが，このことは，骨を折って取り交した

経済協約がなおいかなる価値を持っていたかということを，この上なく明白に世に示した。西

プランスの諸港から出航した 13隻の船舶のうち 8隻が白木に到着した。逆の方向について

えば， 13隻のうちただわずかに 4隻だけであった。

ヒトラー・ドイツと日本の軍事情勢が悪化したにも拘らず， 1943年 6月9，10両日

工業連盟東アジア委員会の指導下で，いわゆる東アジア諸組織の作業部会が，ベル Fンにおい

て開催され，東および東南アジアにおけるドイツ子宮菌主義の影響力を囲め，かつ築き上げるた

めに，今後どのような措置を取るべきかが論議された。この協議には帝国工業連盟東アジア委

員会のほかに，卸売業および貿易経済連盟東アジア委員会，フランクアルト・アム・マインの

中国研究所，ベルリンの中間研究協会， ドイツ=中関連盟，東京の東アジア自然科学，民族学

ドイツ協会，ベルリンのドイツ=日本協会，東アジア芸術協会，ベルリンの日本研究所，ハム

ブノレクのハムブノレグ=プレーメン東アジア協会およびハムフソレクのドイツ=満州経済関係捉進

協会が，代表を送った。これらの委託によりワイベルは，帝国科学，教育，国民教育省、に対し

て，戦争中においてなお，大東亜における文化的経済的関係を構築し，拡張するために必要と

される後継者を養成するよう提案した問。

1943年夏に提起されたこの提案は， もう一度特別な視角から， ドイツ帝爵主義の指導的

な代表者たちが，現実に存在する情勢と現実的な力関係を正しく評価する能力のないことを，

示している。しかし少なくともドイツ独点フ苧ルジョアジーの若子の主導的立場にあった者にと

っては，一定の措置との関連において，次のことが証明されるに違いなL、。すなわちその指導

的代表者たちは，このような措置によって，スターリングラード後においては，万一の敗北と

その結果とに指針を合わせ始めていたのであった。極東における「文化的経済的関係の構築と

拡大」のための， r然るべき後継者の養成」は， ドイツ支配階級にとって， 勝利の場合も，ま

た敗北の場合も時様に，その利益に適っていた。すで、に第一次世界戦争敗北後に一度， ドイツ

帝国主義の極東政策として取られた最初の措置には，まず文化的および経済的領域に再び地歩

を閤めるために，諸人員を結集するということがあった。

1942年 3月 12日の「ドイツ経済要望計画Jの第4点は， 全大東亜圏におけるドイツ銀行

制度の重要な地点、を活動さぜ，かつ整備させることを要求した3%この間題は，指導的な銀行

家と独占資本家およびそれに相応する官庁が諸問題を考慮するに当って，然るべき役割をすで

に久しく演じていた。 ドイツ・アジア銀行の支屈を日本に開くというその一変種は，間もなく
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放棄された。ヴオールタートの東京における交渉が明らかにしたことは，第2次世界戦争前の

数年間に蒋介石との取引に主として参加したドイツ・アジア銀行が， r日本人には好ましくな

かった」と言うことである。しかし他のドイツ銀行には，r東京へのドプJは開かれているよう

に思えた31)0 1942年秋にこの問題に従った大銀行とファシスト掴家機関との代表者たちは，

いよいよ結末を急いだ。 ドイツ銀行の重役であり， ドイツ・アジア銀行の監査委員会副委員長

であったヘルマン・ J・アプスの 1942年 9月 12日付のある覚書に書かれていたように，ヴィ

ーノレは彼の交渉相手の日本人に次のように伝えた。「ドイツは， ドイツと日本の高業ならびに

支払の関係において， 日本人とドイツ人の問権を原則的に要求し，主張するj32) とO ヴォーノレ

タートもまた， 臼本から， r東京における銀行業務を確定する可能性を保証する時点を， 政治

的な理由から看過するj33) ことは許されぬ，と緊急に指摘してきたのであったO

1942年 11月 14日に東アジア・ドイツ銀行株式会社が設立されることとなった34)。創立

者としての機能を果したのは， ドイツ銀行， ドレスデン銀行および帝酪信用銀行であった。最

初の監査委員会合，アプス， ドレスデン銀行の重役ハンス・シッベノレおよび帝国信用銀行重役

アウグスト・戸ーデワルトが構成した。監査委員長はアプスが引受け，重役には創立に当った

三銀行の代表それぞれ 1人が招請された。 1942年 11月 14自の「東アジア・ドイツ銀行株式

会社の会社定款Jは， 第 1節「一般的諸規定j のなかで， r企業の対象とするところは， ドイ

ツと東アジア諸問閣の銀行業務，なかんずく商品，貨幣および手形流通の業務であるj35) と規

定していた。

1942年末以降ドイツ金融資本は，かくして東アジアと東南アジアにおけるその拡張政策

の包擦を実現するために，ニつの銀行，すなわちト、イツ・アジア銀行と東アジア・ドイツ銀行

株式会社とを，その手足とした。この両銀行で， ドイツ銀行が指導的役割を果しており， 1943 

年 3月のドイツ銀行秘書書課のあるメモに明らかであったように， ドイツ・アジア銀行の借款問

におパーセント出資していた。 ドレスデン銀行は 18.75ノ4一セントで， 第2位を占めてい

たBh東アジア・ドイツ銀行借款毘については， ドイツ銀行とドレスデン銀行が，それぞれ株

式の 20ノ之}セントを所有していて， それらの手に借款問の指導が援られていたが， ドイツ銀

行がわずかに指導的地位にあった。

ワイベノレが 1943年 5月 26日の帝国工業連盟東アジア委員会の会議で述べたように37)，東

アジア・ドイツ銀行はまず東京においてのみ営業した。 さらにその支搭は， r東アジア鶴にお

いて顧慮され得る今後の経済中心地に， そしてインドにおいてもまたj， おかれる計顕であっ

た。中国においては，ただドイツ・アジア銀行のみが関与すべきものとされた。東アジア・ド

イツ銀行が日本において承認される活動領域は，これが一般的な銀行取引は許されないという

ことによって，まず制眼を受けた。 ドイツと日本開の商品取引ならびに支払というその任務と

並んでこの銀行はただドイツの預金会管理すべきものとされた。 1943年 6月初日におけるイ

ー・ゲ…染料工業株式会社東アジア委員会の会議において， ワイベルはそれ故に，この不満足

な状態を可能なかぎり間もなく変更することを主張した向。

1942年 11月に東アジア・ドイツ銀行株式会社を設立したことによって， ドイツ帝国主義

は，なかんずく 1942年 3月の「ドイツ経済要望計画Jのなかで定式的に記述されたような，

その東アジアおよび東南アジア政策の，当面の尽襟と将来の自擦を実現することに，決定的Iこ

寄与すべき新たな機関を，自らのために創ったのであった。しかしドイツ・日本経済条約の締

結と開様に，この銀行の設立は， ドイツ・ソ連戦線やその他の戦場における情勢の変化によっ
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て， ドイツ帝国主義の東および東南アジア政策が， ますます明白に幻想となった時点におい

て，実現された。

(上杉重二郎訳， ubersetzt von ]ujiro Uesugi) 
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