
ゆがめられた戦後教育と民族の誇り ２月２８日

前回の、「日本人が中国人を理解できない理由 」では、中国人の民族的傾向を探索してみましたが、

今回は、戦後の多くの教育やマスコミ報道が、真実の日本の近代史を歪め、戦争や軍人を非難し続け、

日本人としての誇りを奪ってきたことを深く調べてゆきたいと思います。

インターネットの情報で、日本の開戦にいたる経緯や、偏向した東京裁判や、ＧＨＱによってなされた大学などの

知識人のポストの入れ替えや、マスコミの言論の自由の弾圧などを探索してみると、

日本人が誇りに思うべき近代史の事実が数多くあるのに、ゆがんだ戦後教育やマスコミ報道によって、

多くの真実が隠ぺいされ、当時の日本人の行動を批判的にとらえる傾向が強化されていったことに気づかされ、

その傾向が今も続いていることに憤りをおぼえました。

私はこの年になって初めて、戦前の日本人が、イギリス、フランス、オランダ、ロシア、アメリカが中韓や東南アジア

の国々を植民地化する争奪戦の中で、誇りを抱きつつ、祖国を守るために死を賭して奮闘していたことを詳しく知る

ことができました。

幾多の人道的、愛国的な軍人の決断と行動には感動を覚え、涙を流しました。

太平洋戦争までの日本政府や軍部の行動を『日本の侵略戦争』とみなして非難し、日本軍人を罪人扱いした

東京裁判の判決が正しいと、今でも信じている人が多いのではないでしょうか。

世界の列強が日本が負けると確信していた日露戦争に日本が踏み切ったのも、ロシアが中国や朝鮮半島への

侵略を実行しつつあったからこそであったように、日本の満州国統治の最大の目的が、ロシアに対する防衛であり、

日本がアメリカとの開戦を決断したのも、アメリカからの無謀な経済封鎖と領土放棄要求（ハルノート）があったから

こそであったという事実を、全ての日本人が知るべきです。

当時のイギリス、フランス、オランダ、ドイツ、ロシア、アメリカなどの大国が、人種差別をしつつ植民地獲得を

競っていたという、時代背景を考慮しない日本非難は、偏向しているのです。

戦前の日本の軍国主義が間違っていたから日本は軍隊を持つべきではないという戦後教育は、アメリカの

統治下で行われたものであり、歴史誤認や現実軽視の平和主義者や理想主義者を育んできたようです。

個人としての平和主義は素晴らしいものですし、そのような生き方を目指すことは大切なことです。

しかし、当時の世界情勢の過酷な事実を知らずして当時の人々を非難すべきではありません。

過酷な真実の日本近代史を知れば、命をかけて日本を守ってくださった多くの方々に感謝の思いが湧いてきます。

また、台風被害や地震被害に備えた現実的対策が必要なように、平和や福祉や豊かさを目指しつつも、

国や企業としては、周辺諸国の実情を認識した対策が必要なのです。

特に中国に関しては、自衛のための軍隊が必要になる日が、近い将来に必ず来ると思っています。

前回でも強調したように、私達の思想や感性を基準にして中国は理解できないのです。

今回は、太平洋戦争開戦と東京裁判と尊敬すべき日本軍人に焦点を合わせて、youtubeからの情報を主にして

歴史の真実に迫りたいと思います。

太平洋戦争の開戦の真実

太平洋戦争前の日本は、日本陸軍が欧米列強と同様に、アジアや東南アジアの支配権を拡大することを目指して

いたのは確かなことのようです。

しかし、欧米列強やソ連が、アジアや東南アジアや中国、韓国の奪い合いをしている状況では、日本が一切の

戦争をせずに引きこもっていることは、国を衰退させることになる、という当時の現実を知るべきです。

領土問題で、日本との摩擦が生じていた大国は、ソ連、イギリス、アメリカだったようです。

陸軍首脳部の多くが、過去の連勝神話もあり、必要ならばアメリカとの戦争もやむをえない主張していたようです。

しかし、アメリカとの戦争の無謀さを認識していた軍人や政治家も多かったようです。

昭和天皇の強い意志で、政府の方針が「できるかぎり譲歩してアメリカの要求をのみ、アメリカとの戦争は避ける」

ということに決まっていたのに、なぜ１９４１年１２月１日の御前会議で開戦を決断したのかを検証してみます。



ウィキペディア 東条英機
]関東軍参謀長（第10代）、陸軍航空総監（初代）、陸軍大臣（第50-52代）、

内閣総理大臣（第40代）、内務大臣（第64代）、外務大臣（第66代）、

文部大臣（第53代）、商工大臣（第25代）、軍需大臣（初代）などを歴任した。

１９４４（昭和19年）年7月18日にに総辞職して、小磯内閣に代わる。

小磯内閣（こいそないかく）は、予備役陸軍大将・朝鮮総督の小磯國昭が

第41代内閣総理大臣に任命され、1944年（昭和19年）7月22日から

1945年（昭和20年）4月7日まで続いた日本の内閣である。

1945年（昭和20年）4月7日鈴木貫太郎内閣が誕生した。

1945年（昭和20年）8月15日 - 玉音放送のあと鈴木内閣総辞職。

陸軍大臣[編集]
1940年（昭和15年）7月22日から第2次近衛内閣、第3次近衛内閣の陸軍大臣を務めた（対満事務局総裁も兼任）。

近衛日記によると、支那派遣軍総司令部が「アメリカと妥協して事変の解決に真剣に取り組んで貰いたい」と見解

を述べたが、東條の返答は「第一線の指揮官は、前方を向いていればよい。後方を向くべからず」だったという。

1941年（昭和16年）10月14日の閣議において日米衝突を回避しようと近衛文麿が「日米問題は難しいが、

駐兵問題に色つやをつければ、成立の見込みがあると思う」と発言したのに対して東條は激怒し「撤兵問題は

心臓だ。撤兵を何と考えるか」「譲歩に譲歩、譲歩を加えその上この基本をなす心臓まで譲る必要がありますか。

これまで譲りそれが外交か、降伏です」と唱えたという。

これにより外交解決を見出せなくなったので翌々日に辞表を提出したとしている。

辞表の中で近衛は「東條大将が対米開戦の時期が来たと判断しており、その翻意を促すために四度に渡り

懇談したが遂に説得出来ず輔弼の重責を全う出来ない」とした。

近衛は「戦争には自信がない。自信がある人がおやりなさい」と言っていたという。

また対米英開戦を諌めた関東軍第4師団経理局長・網本浅吉陸軍少将を、自分に逆らったとしてその場で免職。

網本は敗戦後の1945年9月、全てを明らかにして自殺した[13]。

首相就任[編集]
近衛の後任首相については、対米協調派であり皇族軍人である東久邇宮稔彦王を推す声が強かった。

皇族の東久邇宮であれば和平派・開戦派両方をまとめながら対米交渉を再び軌道に乗せうるし、

また陸軍出身であるため強硬派の陸軍幹部の受けもよいということで、近衛や重臣達だけでなく東條も賛成の

意向であった。ところが内大臣・木戸幸一は、独断で東條を後継首班に推挙し、天皇の承認を取り付けてしまう。

この木戸の行動については今日なお様々な解釈があるが、対米開戦の最強硬派であった陸軍を抑えるのは

東條しかなく、また東條は天皇の意向を絶対視する人物であったので、昭和天皇の意を汲んで戦争回避に

もっとも有効な首班だというふうに木戸が逆転的発想をしたととらえられることが多い。

天皇は木戸の東條推挙の上奏に対し、「虎穴にいらずんば虎児を得ず、だね」と答えたという。

この首班指名には、他ならぬ東條本人が一番驚いたといわれている。

木戸は後に「あの期に陸軍を押えられるとすれば、東條しかいない。

（東久邇宮以外に）宇垣一成の声もあったが、宇垣は私欲が多いうえ陸軍をまとめることなどできない。

なにしろ現役でもない。東條は、お上への忠節ではいかなる軍人よりも抜きん出ているし、聖意を実行する逸材で

あることにかわりはなかった。…優諚を実行する内閣であらねばならなかった」と述べている[14]。

東條は皇居での首相任命の際、天皇から対米戦争回避に力を尽くすように直接指示される。

天皇への絶対忠信の持ち主の東條はそれまでの開戦派的姿勢を直ちにあらため、外相に対米協調派の

東郷茂徳を据え、一旦、帝国国策遂行要領を白紙に戻す。さらに対米交渉最大の難問であった中国からの

徹兵要求について、すぐにということではなく、中国国内の治安確保とともに長期的・段階的に徹兵するという

趣旨の二つの妥協案（甲案・乙案）を提示する方策を採った。またこれら妥協案においては、日独伊三国同盟の

形骸化の可能性も匂わせており、日本側としてはかなりの譲歩であった。

東條率いる陸軍はかねてから中国からの撤兵という要求を頑としてはねつけており陸相時の東條は「撤兵問題は

心臓だ。米国の主張にそのまま服したら支那事変の成果を壊滅するものだ。満州国をも危うくする。

さらに朝鮮統治も危うくなる。支那事変は数十万人の戦死者、これに数倍する遺家族、数十万の負傷者、

数百万の軍隊と一億国民が戦場や内地で苦しんでいる」「駐兵は心臓である。
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（略）譲歩、譲歩、譲歩を加え、そのうえにこの基本をなす心臓まで譲る必要がありますか。

これまで譲り、それが外交とは何か、降伏です」「支那に対して無賠償、非併合を声明しているのだから、

せめて駐兵くらいは当然のことだ」[注 9]とまで述べていた。

しかし内閣組閣後の東條の態度・行動は、この陸相時の見解とは全く違ったものであり、昭和天皇の意思を

直接告げられた忠臣・東條が天皇の意思の実現に全力を尽くそうとしたことがよく伺える。

外相の東郷が甲案・乙案をアメリカが飲む可能性について疑問を

言うと、東條は「交渉妥結の可能性は充分にある」と自信ありげだったという。

しかし、日本側の提案はアメリカ側の強硬な姿勢によって崩れ去ってしまう。

11月末、アメリカ側はハル・ノートを提示し、日本側の新規提案は甲案・乙案ともに問題外であり、日本軍の中国

からの即時全面徹兵だけでなく、満州国の存在さえも認めないという最強硬な見解を通告してきた。

ハル・ノートを目の前にしたとき、対米協調をあくまで主張してきた東郷でさえ「これは日本への自殺の要求に

ひとしい」「目がくらむばかりの衝撃にうたれた」といい、東條も「これは最後通牒である」と認めざるをえなかった。

これによって東條内閣は交渉継続を最終的に断念し、対米開戦を決意するに至る。

対米開戦決定を上奏した東條は、天皇の意思を実現できなかった申し訳なさから幾度も上奏中に涙声になった

といわれ、また後述のように開戦日の未明、首相官邸の自室で一人皇居に向かい号泣しながら天皇に詫びている。

こうして東條とその内閣は、戦時下の戦争指導と計画に取り組む段階を迎える。

youtube 「日本人が知らなければならない太平洋戦争の真実」

田母神俊雄（たもがみとしお、1948年7月22日 - ）は、日本の軍事評論家[1][2]、

政治活動家である。予備役ブルーリボンの会顧問。元航空自衛官。

頑張れ日本!全国行動委員会前会長、元太陽の党代表幹事兼国民運動本部長[3]。

実は、アメリカでは1933年にフランクリン・ルーズベルト政権と言うのができました。

そのままフランクリン・ルーズベルトは4期大統領をやるわけなんですね。

4期目の途中、大東亜戦争が終わる直前にこのルーズベルトは死にます。

その後をトルーマンが受け継ぎます。1953年まで続くんですが、20年間アメリカは民主党政権が続くんです。

1933年から1953年まで。1953年にアイゼンハワー共和党政権ができるわけですけれども。

これが日本の不幸だったかもわかりません。

実はこのフランクリン・ルーズベルトは第3期目の大統領をやるときにですね。

共和党の党首はハミルトン・フィッシュと言う人なんですね。

このハミルトン・フィッシュとまぁ戦いになるんですども。アメリカ国民はもう戦争は絶対いやだと言うムードが

アメリカには蔓延してたんです。

ですから、フランクリン・ルーズベルトはアメリカは絶対に戦争はしないと言う公約で大統領になった人なんですね。

ですから、2年前にその1941年、日米戦争が始まる2年前からヨーロッパで戦争が始まっててイギリスの

チャーチル政権がですね、もうヒトラー、ドイツのヒトラーにやられそうになっててチャーチルからアメリカに

助けてくれと要請がなんども届くんですけれどもフランクリン・ルーズベルト大統領はドイツに対して宣戦布告を

することができない。

それは、絶対に戦争はしないという公約で大統領になったからです。

アメリカの大統領の公約というのは大変重たいです。日本の政治家の公約すぐはがれます。

フランクリン・ルーズベルトは考えたわけですね。

当時ドイツとイタリアと日本は同盟国です。

ドイツの同盟国である日本を締め上げれば、太平洋で締め上げれば日本はアメリカに対して手を出してくる

可能性が高いという風に踏んだわけです。

そして、そのアメリカの計画に引きずり込まれて日本は真珠湾攻撃に入っていくわけですね。
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正しい日本の歴史

（歴史の真実）太平洋戦争はアメリカが仕掛けた

On 2014年12月23日
ハミルトン・フィッシュの証言

下院議員で、ニューヨーク州選出の共和党議員だったハミルトン・フィッシュは、

ルーズヴェルト（民主党）の政敵とされたアメリカ共和党の主導的政治家で

あった人物である。（1991年没）

ハミルトン・フィッシュは日本人にはほとんど知られていませんが、

日本と関係の深い人です。知られていない理由はいたって簡単。

戦後すぐから、アメリカにとって不利な「太平洋戦争の真実」の証言をして

いたため、アメリカでは「修正主義者」のレッテルを張られ、日本ではマスコミや

大学ですら、アメリカに気遣って絶対に紹介しなかったからです。

フィッシュは何をした人なのか？

真珠湾攻撃の翌日（1941年12月8日）、フランクリン・デラノ・ルーズベルト大統領は日本に対して宣戦布告を

求める議会演説（恥辱の日演説）を行いました。

ルーズベルトの演説に続いて、下院議員としてそれを容認する演説を行ったのがフィッシュでした。

フィッシュの演説を全米2500万人（当時のアメリカ人口は約1億3000万人）がラジオを通じて聴きました。

実はフィッシュは大のルーズベルト嫌いでした。

ヨーロッパの戦いに干渉したがるルーズベルトを警戒し、アメリカが参戦することに強く反対していました。

フィッシュはアメリカ孤立主義運動の先頭に立つ有力議員だったのです。

当時、アメリカ世論の８割以上が第１次世界大戦で多くの若者がアメリカとは関係のない（と考えていた）

ヨーロッパで死んだため厭戦（えんせん）気分が蔓延し、ヨーロッパやアジアの争いに巻き込まれることを

拒否していました。その世論の流れを一気に変えたのが真珠湾攻撃でした。

アメリカ孤立主義運動の指導者だったフィッシュも、対日宣戦布告を容認せざるを得なくなりました。

開戦時、フィッシュが行った演説

『議長、私は悲しみと日本に対する深い憤りの念をもって、宣戦布告に対する支持を表明するものです。

私は、過去３年の間、欧州およびアジアにおける戦争にアメリカが参加することに一貫して反対してきました。

しかし、ワシントンにおける和平交渉継続中に、かつ、最終段階における天皇に対する大統領の個人的要請を

無視して行われた、日本の海、空軍による不当、邪悪かつ厚顔無恥で、卑怯な攻撃の結果、戦争は不可避

かつ必要となりました。米国内で論争、対立をすべき時は過ぎました。 今や行動をとるべき時なのです。

介入主義者および非介入主義者は、相互に告発と再告発、批判と反論を繰り返すことを止め、戦争遂行の

ために大統領と政府の下で一致団結しなければなりません。日本による残虐な攻撃に対する答えはただ一つ、

いかなる血、財産および悲しみを代償としても、最終的勝利まで戦いぬくということであります。この日本の我々

の領土に対する、挑発されない、かつ無意味な侵略行為は、戦争によって報いられなければなりません。

私は、外国における戦争に介入することに一貫して反対してきましたが、同時に、もしも我々が外国勢力により

攻撃を受けるか、または合衆国議会が米国的かつ憲法に合致した方法で宣戦を布告した場合には、大統領と

その政府を最後の最後まで支持する、ということも繰り返し表明してきました。

神々は、その滅ぼそうとする者たちをまず狂気にさせます。 日本は、完全に乱心するに至り、挑発されない

先制攻撃をしかけることによって、その陸、海軍および国家自体にとっての自殺行為を犯しました。

私は、適当な時期に、前世界大戦と同様に、戦闘部隊の、そして望むらくは有色人種部隊の司令官として

従軍することを申し出るつもりです。 米国を防衛し、戦争に狂った日本人の悪魔たちを全滅させるためならば、

私はいかなる犠牲をも払うことでしょう。

今や戦いに臨むのでありますから、アメリカの伝統に従い、昴然と頭を上げていこうではありませんか。

そして、この戦争は、侵略に対抗し祖国領土を守るためだけのものではなく、全世界の自由と民主主義を守る

ための戦いであることを、かつ我々は勝利を得るまでは戦いをやめないことを、世界に知らしめようではありま

せんか。私は、全米国市民、特に共和党員と非介入主義者に対し、個人的見解や派閥意識を捨て、合衆国軍隊
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の勝利を確保するために、我々の総司令官である大統領の下に団結するよう要請します。我らが祖国よ！

外国と接するにあたり、祖国が常に正しくあるよう。しかし、正邪にかかわらず、我らが祖国よ！』

このように日本を激しく批判し、アメリカが参戦することを強く後押しをしています。

真実を知ったハミルトン・フィッシュ

ところが、戦後、フィッシュはこの自分の演説を深く恥じることになります。

なぜなら、ルーズベルト政権の対日交渉の詳細が次々と明らかになってきたからです。

特にフィッシュが問題にしたのは、ルーズベルトが「ハル・ノート」の存在を議会に隠していたことでした。

ルーズベルトは、「アメリカが誠意を持って対日交渉を続けているさなかに、日本は卑怯にも真珠湾を攻撃した」と、

議会や国民に説明していたのです。

しかし、それは偽りでした。

フィッシュは、自著「FDR: The Other Side of the Coin.」（1976年）でこう振り返っています（渡辺惣樹訳、

「正論」2014年1月号）。

『私たちは、日本が、和平交渉の真っ最中にわが国を攻撃したものだと思い込んでいた。

1941年11月26日の午後に日本の野村大使に国務省で最後通牒が手交された。

それはハル国務長官が渡したものである。ワシントンの議員の誰一人としてそのことを知らなかった。

民主党の議員も共和党の議員もそれを知らされていない。』

フィッシュは共和党員であり、ルーズベルトの前任で共和党のフーバー大統領の抑制的な対日外交を知って

いました。それだけに、ハル・ノートの内容が日本に対する最後通牒であったことをすぐ理解しました。

フィッシュは、ハル・ノートは議会の承認を得ない対日最後通牒であると言い切っています。

それは、議会だけに開戦権限を認める合衆国憲法の精神にも背いた外交文書でした。

フィッシュはルーズベルトを軽蔑するとともに、自分がその嘘に乗せられて対日宣戦布告を容認したことを

強く恥じました。戦後の研究で、日本の天皇も指導者も対米戦争を望んでいなかったことまでが明らかになると、

彼の怒りは頂点に達しました。

別の自著「Tragic Deception: FDR and America’s Involvement in World War II.」（1983年）

（邦題「日米開戦の悲劇」岡崎久彦監訳）の中で、フィッシュはこう述べています。

『私はルーズベルトを許すことができない。彼はアメリカ国民を欺き、全く不必要な日本との戦争にアメリカを

導いた。日本の指導者が開戦の決断をすることになった最後通牒ハル・ノートはルーズベルトが真珠湾攻撃を

「恥ずべき行いの日」と呼んだことにちなみ、「恥ずべき最後通牒」と呼ぶのが適切と思われる。

日本は、面積がカリフォルニアにも満たない人口八千万人の比較的小国であった。

天然資源はほとんど保有せず、また冷酷な隣国であるソビエトの脅威に常に直面していた。

天皇は名誉と平和を重んずる人物であり、側近の攻撃的な軍国主義者を制止するために、できるかぎりのことを

行っていた。日本はフィリピンおよびその他のいかなる米国の領土に対しても、野心を有していなかった。

しかしながら、ひとつの国家として、日本はその工業、商業航行および海軍のための石油なしには存立できな

かった。日本は、コメおよび石油の購入を平和的に保証されたならばどのような条約にでも署名し、南方に対する

いかなる侵略も停止したであろう。 ただ、自由貿易を認めるだけでよかったのだ。

どうしてイギリスが極東における数多くの領土を保有する絶対的な権利を持つべきであり、その一方で日本が

近隣諸国からコメ、石油、ゴム、錫その他の商品を購入することさえもできないくらいの制限を米国によって課せら

れなければならないのか。 こんな理不尽な話はあり得ない。

米国の最後通牒を受け取った時点の日本は、四年にわたる戦争の結果、中国のほとんどの海岸線、大都市、

かつ広範な領土および満州全土を掌握し、極東最大の勢力となっていた。

このような強力な国家に対し、米国はこれ以上何を要求できると言うのか。

天皇および近衛首相は、平和を維持するために信じられないほどの譲歩をするつもりでいたのである。

非常に平和愛好者である首相の近衛公爵は、ルーズベルトとの会談を繰り返し要望していた。

在日米国大使であったジョセフ・グルーは、日本がどれだけ米国と平和的関係を保ちたいと希望していたか承知

しており首脳会談を強く要請した。
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賢者の説得力ホーム＞日米開戦＞ハルノート

【ハル・ノート】

日米交渉の途中で突然、米国務長官コーデル・ハルからから突きつけられた

文書「ハル・ノート」（日米協定基礎概要案）。これは重大な意味をもっていた。

●日本軍の中国からの撤退については、地域・時期・規模などの条件をどうするかについて、

それ以前８ヵ月間も交渉が続いていた。

その過去の交渉を全て無視して、突然、即時かつ無条件の撤退を要求したのが、ハルノートだった。

●東郷外相の手記「時代の一面」…
「ハル公文はアメリカ当局の予想によれば、交渉が決裂して戦争になるとして万事を準備したのち、

日本側の受諾せざることを予期したものであって、日本に全面降伏か戦争かを選択せしめんとしたものである」。

《櫻井よしこ 「GHQ作成の情報操作書「眞相箱」の呪縛を解く」》

●真珠湾は、ハルノートが事実上の対日宣戦布告である。日米交渉によってそれまで積み上げてきたものを、

一挙に崩すものだった。

《谷沢永一 諸君！2002/1月号》

●１１月２６日、ルーズベルトとハルは「日本に奇襲攻撃をやらせた方が、アメリカ世論を燃え上がらせるのに

都合がよいではないか」という意見で同調した。結局、「暫定協定案」を捨てて、「平和解決要綱」（ハルノート）を

日本側に手渡した。その内容…
◇仏印・中国からの全面撤退

◇汪兆銘の国民政府（中華民国臨時政府）の全否認

◇三国同盟からの離脱 等

日本は米国との開戦を避けるためならば何でもする用意があったであろう。 しかし、ルーズベルトはすでに

対日戦、対独戦を行うことを決意していたというだけの理由で日本首相との話し合いを拒否した。

日本との間の悲惨な戦争は不必要であった。 これは共産主義の脅威をより恐れていた日米両国にとって、

悲劇的であった。我々は、戦争から何も得るところがなかったばかりか、友好的だった中国を共産主義者の手に

奪われることとなった。 イギリスは、それ以上に多くのものを失った。 イギリスは中国に対して特別の利益と

特権を失い、マレーシア、シンガポール、ビルマ、インドおよびセイロンをも失った。

日本人は、高度な忠誠心、愛国心に満ちた、非常に感受性の強い、誇り高き、かつ勇敢な民族である。

このような民族に『恥ずべき最後通牒ハル・ノート』を突きつければ、必ず戦争になるとルーズベルトは

確信していた。 私はルーズベルトを許すことができない。

この大戦は米国に三十万人の死亡者と七十万人の負傷者、そして五千億ドルの出費を米国にもたらした。

日本には軍人、民間人合わせて三百万人以上の死亡者をもたらした。 日本の物的、人的、精神的被害は

計り知れない。その責任はルーズベルトが負っているのだ。』

このように、フィッシュは戦争で命を落としたアメリカ人の犠牲を悼むだけでなく、日本人に対しても哀悼の念を

表しています。

そして、前出の「FDR: The Other Side of the Coin.」（1976年）でこう述べています。

『日本人はあの戦争を最後まで勇敢に戦った。 我が国と日本のあいだに二度と戦いがあってはならない。

両国は、偉大な素晴らしい国家として、自由を守り抜き、互いの独立と主権を尊重し、未来に向かって歩んで

いかねばならない。

日本が攻撃されるようなことがあれば、我が国は日本を防衛する。 それが我が国のコミットメントである。

そのことを世界は肝に銘じておかねばならない。』
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●日本側はハルノートが最後通牒だと確認し、１２月１日御前会議にて誰からの異論もなく、天皇も異議を唱

えなかった。（聖断を下した） この時天皇が戦争を抑えたら、内乱になり皇室の一大危機になっていただろう。

それはよいとしても、結局は戦争になっていただろう。（天皇回顧）

《田原総一朗 「日本の戦争」》

●「ハルノート」は、要するに明治以降の日本の大陸における一切の権益を全部放棄して、４つの島に引っ込め

ということだった。もしもこんな言い分が通るとすれば、アメリカもハワイやカリフォルニア・ニューメキシコ・

テキサスなどを返して、東部１３州に戻りなさいということになる。これは当時の日本の国家の解体を意味する。

外交交渉を続けていたのに、いきなり国家を解体せよと言われて「はい、そうします」と返事する国があるとは

思えない。

《谷沢永一 渡部昇一 「日本に『戦争責任』なし」》

●ハルはチャーチルや蒋介石に、国務省案の１つを日本に突きつけますよといって見せた経緯がある。

この案は日本に対して弱腰だと、特に蒋介石が猛反発したため、日本への要求を強くしたのがハルノート

といわれている。

《保阪正康 「昭和史の論点」》

●ハルノートでルーズベルトの背後にいたのがチャーチルと蒋介石。この２人にとってアメリカが「乙案」

（日本の最終案「仏印からの日本軍の撤兵を約束するかわりに、米国は日本に石油を供給する」）で日本と

妥協したら困る。特に蒋介石は。

《半藤一利 〃 》

●ハルノートでの「支那における重慶政権以外の一切の政権の否認」の中には、汪の南京国民政府のほかに

満洲国政府も含むと考えられた。

《瀬島龍三 「日本の証言」》

●ハルノートでアメリカが満州を中国から除外していたことは考えにくい。

第一それなら挑発としての意味がなくなってしまう。

《中西輝政 「二十世紀日本の戦争」》

●ハルノートは外交史上稀に見る挑発で、東條内閣の全閣僚が「自存自衛のため」と開戦を同意した。

ちなみに自衛のための先制攻撃を加えることは、国際法上許される。

《平川祐弘 諸君！2006/8月号》

●もし戦前の米国が、中南米政府の否認、フィリピンからの全面的無条件撤兵、米英関係の白紙還元を

要求されたとするならば、米国内世論の白熱化を招くのは必至であり、その意味でハルノートは限りなく

挑発的であった。

《深田祐介 「黎明の世紀」》

●東京裁判での開戦の最後通牒の問題について、ブレークニー弁護人はこう切り込んだ。

「１１月２６日の日本への通牒（ハルノート）は、宣戦布告でもなければ最後通牒でもないと言うが、

ルーズベルト大統領は『これは戦争を意味する』とは言わなかったか」。

→そしてアメリカ国務省から来た証人、つまりアメリカの立場を代表する人物であるバランタインから

「そういうことを聞いたことがある」という証言を引き出す。バランタインは弁護人の追及がうまかったため

しばしば答えに詰まり、結局、自分個人の意見という形で逃げてしまう。

もちろん、個人の意見では証言としての力がなくなってしまうことは言うまでもない。

《渡部昇一 「『東京裁判』を裁判する」 他の著書「日本は「侵略国家」ではない！」》
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ドイツからの攻撃に苦戦していたチャーチル首相がルーズベルト大統領に再三にわたって支援を求めた

ので、第一次世界大戦の大きな代償経験から参戦拒否をする大多数のアメリカ国民を戦争に賛成させる

ために、ルーズベルト大統領が仕組んだのが、日本の参戦だったのです。

無謀な経済封鎖でもなかなか日本が参戦しないので、ハルノートがつきつけられました。

そして作戦どうりに、日本から開戦をさせることには成功しました。

また、日本軍の暗号電文の解読にも成功していました。

しかしながら、チャーチルとルーズベルトの大きな誤算は、日本海軍航空隊の戦闘機と爆弾と操縦士の

当時の戦闘の常識を超えた作戦力と戦闘機性能と爆弾性能と操縦力でした。

戦艦の厚い鉄板を突き破れる爆弾や魚雷の開発や、飛行機に搭載した魚雷を浅い海でも投下できる

雷撃の訓練などを極秘に重ねていました。

米英の軍艦や空母や戦闘機の圧倒的な数の差や暗号解読の情報力から、圧勝を予想して、早期に日本を負か

して欧州戦線に兵力を集中しようと、もくろんでいたルーズベルトやチャーチルの読みは、極秘に高度な技術力と

訓練を研鑽していた日本海軍航空隊の戦闘力に阻まれたのです。

開戦当初のルーズベルトの誤算は、真珠湾のアメリカ太平洋艦隊の被害の大きさでした。当時の航空戦略の

常識では、水深の浅い真珠湾では、飛行機による魚雷攻撃（電撃）は不可能と思われいたのです。

１９４１年１月頃に、連合艦隊司令長官山本五十六大将（アメリカとの国力の差を認識していて、アメリカとの戦争

には反対していた）からハワイ奇襲作戦の立案を依頼された大西瀧治郎参謀長は、電撃の専門幕僚に真珠湾

での雷撃攻撃について相談しましたが、真珠湾は浅いため技術的に不可能という回答だっため、

今度は第1航空戦隊源田実参謀に相談すると、源田実参謀は、雷撃は専門ではないから分かりかねるが、

研究があれば困難でも不可能ではないという回答をしたため、源田実参謀が、真珠湾攻撃の作戦計画を作成

することになり、源田実案を大西瀧治郎参謀長が手を加え完成させました。

第一航空艦隊の甲航空参謀に任命された源田実参謀は雷撃の専門家として村田重治少佐を引き抜き、

浅い海でも電撃（航空機からの魚雷攻撃）できるような技術革新と搭乗員訓練が極秘で行われました。

魚雷の発射実験では深度12m以内に成功しました。

海軍航空隊は、攻撃機から投下し戦艦の厚い甲板を破壊貫通する800kg爆弾も極秘に開発していました。

アメリカ軍側の被害は、戦艦８隻のうち５隻が大破や撃沈、３隻の駆逐艦が大損害を被りました。

航空機は３５９機が破壊されました。 戦死者の数は２３８８名、負傷者は１１７８名だったそうです。

それに対して日本側の被害は参戦航空機、３５５機中、損害は２４機。死者６４人でした。

アメリカ太平洋艦隊の戦力低下により、日本軍は西太平洋海域の制海権を確保し、以後の海戦を有利に進めて

ゆくことになったのです。

チャーチルの誤算は、マレー沖海戦での世界最強といわれた不沈戦艦プリンス・オブ・ウエストの撃沈でした。

１２月１０日の日本海軍の航空部隊（一式陸攻、九六式陸攻）とプリンス・オブ・ウエストを旗艦とするイギリス海軍

の東洋艦隊との戦闘は、プリンス・オブ・ウェールズと巡洋戦艦レパルスが轟沈され、日本の圧勝に終わりました。

日本の軍事力と日本軍人の大和魂を過小評価していたルーズベルトやチャーチルと、アメリカやイギリスの

参謀本部は大きな代償を受けることになったのです。

しかしながら、チャーチルもルーズベルトも当時の戦争観からみれば、ドイツの侵略から英国を守るための戦略を

とったということができ、日本を戦争に引き込んだ元の原因は、ドイツの侵略戦争だったということができるのでは

ないでしょうか。

そして、さらにおおきな観点から見れば、歴史上最大の被害を出した第二次世界大戦の元の原因は、

数世紀に渡って続いてきた欧米列強のアジアやアメリカ大陸やアフリカでの非道な植民地争奪戦にあるのでは

ないでしょうか。 第二次世界大戦が終結し、植民地の独立運動が活発化し欧米列強の植民地支配が減少して

いっても、植民地支配の実態は国家から大企業に引き継がれ、経済的な植民地支配は続いていったのです。

カストロによるキューバ革命も、アメリカ企業と腐敗したキューバ政府が、キューバ国民を悲惨な状況に

おちいらせながら、巨大な富を生み出していたのが原因です。

欧米大企業の、現地の人々から搾取する経済活動は、過去の植民地支配を引き継いで続いていったのです。
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マレー沖海戦 出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
マレー沖海戦（マレーおきかいせん）、別名：マレー洋作戦（マレーようさくせん）は、第二次世界大戦及び

太平洋戦争の初期の1941年12月10日にマレー半島東方沖で、日本海軍の航空部隊（一式陸攻、九六式陸攻）と

イギリス海軍の東洋艦隊の間で行われた戦闘である。

日本軍はイギリス海軍が東南アジアの制海権確保の為に派遣した戦艦2隻を撃沈し、この方面での初期作戦上

で大成功をおさめた。

また、当時の「作戦行動中の新式戦艦を航空機で沈めることはできない[注 1][注 2]」との常識を覆した[1]。

当時の世界の海軍戦略である大艦巨砲主義の終焉を告げる出来事として海軍史上に刻まれている[2]。

戦略的影響[編集]
マレー沖海戦ではイギリス海軍の最新鋭戦艦1隻と巡洋戦艦が撃沈されたが、これはアヘン戦争（1840年 - 1842
年）

以来100年に亘るイギリス植民地主義と海軍全盛時代の「破局の序章」でもあった[160]。

シンガポールでは、「プリンス・オブ・ウェールズ」撃沈の速報がラジオを通じてもたらされた瞬間、パニックが発生

している[161]。

また、事実上イギリスの保護国であり、反英気運が高まっていたイラクでは、「プリンス・オブ・ウェールズ」と

「レパルス」撃沈の報が入ると、これを喜んだイラク人がバグダードにあるセミラミス・ホテルに飾られていた

両戦艦の写真をインクで塗りつぶした。

イラクでは、真珠湾攻撃やマレー沖海戦にて日本軍勝利のニュースが入るたび、日本支持のデモが起きるほどで

あった。[162] この戦いにより制海権を失った後、2か月後のシンガポール陥落（1942年2月15日）でイギリス陸軍は

敗れており、東南アジア征服の象徴・要というべきチョークポイントであるシンガポールを失うということは

東南アジア支配の終焉を予感させるものとして、インドなど当時イギリスの植民地であった東南アジア各国の

独立への機運に影響を与えた[163]。

イギリスの歴史学者であるアーノルド・J・トインビーは、毎日新聞1968年3月22日付にてこう述べた。「英国最新最良

の戦艦2隻が日本空軍によって撃沈された事は、特別にセンセーションを巻き起こす出来事であった。

それはまた、永続的な重要性を持つ出来事でもあった。何故なら、1840年のアヘン戦争以来、東アジアにおける

英国の力は、この地域における西洋全体の支配を象徴していたからである。

1941年、日本は全ての非西洋国民に対し、西洋は無敵でない事を決定的に示した。

この啓示がアジア人の志気に及ぼした恒久的な影響は、1967年のヴェトナムに明らかである。」

ウィキペディア

プリンス・オブ・ウェールズ (戦艦)はチャーチル首相のお気に入りであり、就役直後は「世界最強」と

彼に言わせた戦艦であった。

1941年（昭和16年）10月25日にチャーチル首相の強い要請で、今後予想される日本軍南下の抑止力として、

プリンス・オブ・ウェールズの派遣が決定された。11月28日にはコロンボに到着し、12月2日にはレパルスと共に

イギリスの植民地であり、海軍の拠点であるシンガポールへ到着した。

東洋艦隊の旗艦としてトーマス・フィリップス中将の指揮下に入った。

（アメリカの無謀な経済封鎖で日本が開戦することをチャーチルは確信していて、プリンス・オブ・ウェールズを

１０月２５日にシンガポールに派遣したのですが、日本がなかなか開戦しないので（昭和天皇の強い意志のため

首相になった東条英機もアメリカとの戦争回避に変わる）、１１月２６日に日本の全ての領土放棄を求めた

ハルノートがつきつけられたのです。）

太平洋戦争開戦直後の1941年12月10日、日本軍の上陸を阻止するため出撃したプリンス・オブ・ウェールズは

日本海軍航空機（九六式陸攻、一式陸攻）の雷撃及び爆撃により、僚艦レパルスと共にマレー沖にて沈没した。

戦略的には、ほぼ無傷で最大の障害と見られた東洋艦隊主力が壊滅したことは、日本軍のこの方面における

作戦展開で非常に大きな意味があった。

本艦撃沈の報告を聞いた首相チャーチルは、「あの艦が！」と絶句し、「戦争全体で（その報告以外、）

私に直接的な衝撃を与えたことはなかった」と著書の第二次世界大戦回顧録で語っている。
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東京裁判とマッカーサーの真実

youtube 『 渡部昇一「東京裁判とマッカーサ証言」「安倍総理はリビジョニストか」 』

渡部昇一 出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
上智大学講師、助教授、教授を歴任して退職。

上智大学より名誉教授の称号を受ける。

専門の英語学以外にも歴史論、政治・社会評論を著している。

内面の充実を求める生活のさまざまなヒントとアイデアを示した著書

『知的生活の方法』はベストセラーとなった[5][6]。

また、大島淳一のペンネームでジョセフ・マーフィーの成功哲学を日本に紹介した。

古書の蒐集家であり、専門の英語学関係の洋書だけで約一万点を所有。

その蔵書目録はA4判600ページあり[2]、日本ビブリオフィル会長を務める。

他に主な役職としては、インド親善協会理事長、日本財団理事、

グレイトブリテン・ササカワ財団（日本財団のイギリスにおける機関）理事、

野間教育財団理事、イオングループ環境財団評議員、エンゼル財団理事、

「日本教育再生機構」顧問等。政治・歴史に関する評論については、

保守系オピニオン誌である『正論』や『諸君!』『WiLL』『voice』『致知』などへの寄稿が多い。

近年は魂の存在を肯定する発言を行なうなどスピリチュアリズムに関する著作を出版している[7]。

戦後の“反日的左翼”の起源を、公職追放など占領政策によって利益を得た「敗戦利得者」および

「コリア系」の出自を持つ人々に求め、彼らが東京大学、京都大学などの主要大学、朝日新聞などにポストを

占めることで戦後の教育界、言論界は歪められたとしている。

私は東京裁判については、ほとんど何も知りませんでした。

しかし、youtubeで渡部昇一先生の「東京裁判とマッカーサ証言」を見て、

大きな衝撃と感銘を受けました。 先生の明確な否定のしようもない事実をもとにした

解説には圧倒的な説得力がありました。

いかに戦後からの教育が事実を隠ぺいしたゆがんだものであったかを思い知りました。

そして、インターネットで検索すればいくらでも真実が見つかるこの時代でも、

未だに、真実が教育で教えられていない実情に憤りを感じています。

渡部昇一先生やパール判事の見解こそ、私達日本人や世界の人々が知り、

歴史教育で教えてゆかなければならないことではないでしょうか。

youtube 『マッカーサーの告白 ～アメリカ上院軍事外交合同委員会の公聴会にて～』

youtube『マッカーサーの告白」全ての日本国民に読んでほしい...語り継ぎたい』

youtube『戦後70周年に向けて第３部パール判事と東京裁判 渡部昇一』

ラダ・ビノード・パール1886年1月27日 - 1967年1月10日）は、インドの法学者、

裁判官、コルカタ大学教授、国際連合国際法委員長を歴任。ベンガル人。

ヒンドゥー法を専攻。極東国際軍事裁判（東京裁判）において連合国が派遣した

判事の一人で、判事全員一致の有罪判決を目指す動きに反対し、

平和に対する罪と人道に対する罪は戦勝国により作られた事後法であり、

事後法をもって裁くことは国際法に反するなどの理由で被告人全員の無罪を

主張した「意見書」（通称「パール判決書」[1]）で知られる。



日本軍人の民族愛と愛国心と大和魂

尊敬すべき日本軍人は非常に多いと思いますが、ここでは、youtubeを見て私が感動した、

太平洋戦争時の日本軍人の方々を紹介することにいたしました。

youtube 『戦後70周年奇跡の将軍・樋口季一郎』

樋口季一郎（ひぐちきいちろう、1888年8月20日 - 1970年10月11日）は、

日本の陸軍軍人。兵庫県淡路島出身。最終階級は陸軍中将。

歩兵第41連隊長、第3師団参謀長、ハルピン特務機関長、

第9師団師団長等を歴任し、最終役職は第5方面軍司令官兼北部軍管区司令官。

オトポール事件[編集]
1937年（昭和12年）12月26日、第1回極東ユダヤ人大会が開かれた際、関東軍の認可の下、3日間の予定で

開催された同大会に、陸軍は「ユダヤ通」の安江仙弘陸軍大佐をはじめ、当時ハルピン陸軍特務機関長を務めて

いた樋口（当時陸軍少将）らを派遣した。この席で樋口は、前年に日独防共協定を締結したばかりの同盟国である

ナチス・ドイツの反ユダヤ政策を、「ユダヤ人追放の前に、彼らに土地を与えよ」と、間接的に激しく批判する祝辞を

行い、列席したユダヤ人らの喝采を浴びた。

1938年（昭和13年）3月、ユダヤ人18名がナチスの迫害下から逃れるため、ソ連〜満州国の国境沿いにある、

シベリア鉄道・オトポール駅（現在のザバイカリスク駅）まで避難していた。しかし、彼らは亡命先に到達するために

通らなければならない満州国の外交部が入国の許可を渋り、足止めされていた。

樋口はこの惨状に見かねて、ユダヤ人に対し、直属の部下であった河村愛三少佐らとともに即日給食と衣類・

燃料の配給、そして要救護者への加療を実施、更に膠着状態にあった出国斡旋、満州国内への入植斡旋、

上海租界への移動の斡旋等を行った。

その後も難民は増え続け、日本交通公社の記録によると、満州から入国したドイツ人（ユダヤ人）は、1938年、

245名となっている。松井重松（当時、案内所主任）の回想録には「週一回の列車が着くたび、20人、30人の

ユダヤ人が押し掛け、4人の所員では手が回わらず、発券手配に忙殺された」と記されている。

但し、亡命ドイツ人がすべてユダヤ人だった訳ではなく、多数の難民の殺到に関する文書的裏付けも

目撃者もない[1]。オトポール事件については、当初2万人のユダヤ系避難民が救われたとされ、あまりの数の

多さに事件の存在自体が疑問視されていた。これは樋口の回顧録の誤植から流布した数字であり、樋口の遺品

から18名の写真が発見されるなど、真相が解明されつつある。

樋口がユダヤ人救助に尽力したのは、グルジアでの出来事がきっかけとされている。ポーランド駐在武官当時、

コーカサス地方を旅行していた際にチフリス郊外の貧しい集落に立ち寄ったある日、偶然呼び止められた一人の

老人がユダヤ人で、樋口が日本人だと知って顔色を変えて家に招き入れたことから始まっている。

その時、樋口に対しユダヤ人が世界中で迫害されていた事実と日本人はユダヤ人が悲しい目にあった時に救って

くれる救世主に違いないと涙ながらに訴え祈りを捧げたその出来事が脳裏をよぎったからである[2]。

ジャーナリストであるヘンリー・スコット・ストークスは、樋口季一郎、安江仙弘らと共に、多くのユダヤ人の人命を

救い、ドイツの抗議に「当然な人道上の配慮」と一蹴した当時の関東軍参謀長であった東條英機の功績は大きい

と評している[3]。

対ソ戦闘[編集]
1942年（昭和17年）8月1日、札幌に司令部を置く北部軍（のち北方軍・第5方面軍と改称）司令官として北東太平洋

陸軍作戦を指揮。アッツ島玉砕、キスカ島撤退を指揮し、キスカ島撤退作戦では救援艦隊の木村昌福少将の要請

を容れ、大本営の決裁を仰がずに独断で在留軍に、小銃を含めたあらゆる武器の海中投棄を指示して、乗船時間

を短縮し撤退の成功に貢献した。敗戦後にも、占守島、樺太における対ソビエト軍の戦闘を指揮し、占守島の戦い

ではソ連軍千島侵攻部隊に痛撃を与えた。
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ティータイムは歴史話で 正義の人（杉原千畝と樋口季一郎） その２

樋口季一郎

杉原千畝を紹介したなら彼のビザ発行の２年前、当時の満州国にあってユダヤ人を救済した

樋口季一郎陸軍少将（１８８８～１９７０）のことも書かなくては片手落ちになります。外交官と軍人と立場は違い

ますが、大勢のユダヤ人を救ったのは杉原だけではないのです。

●オトポール駅

１９３８年３月。杉原がビザを書く２年前のこと。

ソ連と満州国の国境付近にあるオトポール駅では、ユダヤ難民が満州国に入れず足止めされていました。

彼らのほとんどが着の身着のままでドイツや周辺諸国を逃げ出し、旅費も食事も防寒服も満足になく凍死寸前の

人もいて悲惨な状況でした。

当時満州国の外交は日本のそれと同じでドイツの国策を無視できず困惑し、その結果の入国拒否でした。

このユダヤ難民を救ったのが当時ハルビンで関東軍特務機関長だった樋口季一郎なのです。

樋口は１８８８年兵庫県生まれ、１８歳で岐阜県大垣市の樋口家の養子となり、樋口姓になりました。

１９１８年、陸軍大学校を卒業しウラジオストックとハバロフスクに勤務した後、駐在武官としてポーランドに

赴任しました。ウラジオストックとハバロフスク時代では、多くのロシア人と親交を結ぶと同時にロシア文学も

熱心に学び、トルストイのアンナ・カレーニナを全訳したこともあるようです。

またこの時期、ロシア人の先生に師事してピアノ練習もはじめました。もっとも間もなく挫折したようですが。

１９２５年、ポーランドのワルシャワに着任した樋口は生来社交的な性格で、夫人とともにダンスを習得して

ヨーロッパの社交界にデビュー。

当時のヨーロッパの駐在武官にとって社交界は大の苦手で、樋口のように積極的に交流を深める人と、

敬遠して自分のカラに閉じこもり、偏狭な愛国心を持つようになる人と両極端だったようです。

ちなみに樋口と親交の深かった石原莞爾は後者でした。しかしそのため、軍部では『樋口はダンスにうつつを

抜かしている』と悪口をいう人もいたようです。

１９３７年８月、関東軍に特務機関長として着任したその年の１２月。樋口はハルビンの内科医で

ハルビンユダヤ人協会の会長だったアブラハム・カウフマン博士（1885～1971）の訪問を受けました。

博士の要件はナチス・ドイツの暴挙を世界に訴えるため、ハルピンで極東ユダヤ人大会の開催を許可して

ほしいとのことでした。樋口はハルピンの前はドイツに駐在していてユダヤ人の境遇に深く同情していたため、

これを即決します。

１２月２６日、第一回極東ユダヤ人大会が開催され、ゲストとして招待された樋口は次のような演説を行い

万雷の拍手を浴びたのです。

諸君、ユダヤ人諸君は、お気の毒にも世界何れの場所においても『祖国なる土』を持たぬ。

如何に無能なる少数民族も、いやしくも民族たる限り、何ほどかの土を持っている。

ユダヤ人はその科学、芸術、産業の分野において他の如何なる民族に比し、劣ることなき才能と天分を持っている

ことは歴史がそれを立証している。然るに文明の花、文化の香り高かるべき２０世紀の今日、世界の一隅おいて、

キシネフのポグロムが行われ、ユダヤに対する追及又は追放を見つつあることは人道主義の名において、

また人類の一人として私は衷心悲しむものである。

ある一国は、好ましからざる分子として、法律上同胞であるべき人々を追放するという。

それを何処へ追放せんとするか。追放せんとするならば、その行先を明示しあらかじめそれを準備すべきてある。

当然の処置を講ぜずしての追放は、刃を加えざる虐殺に等しい。私は個人として心からかかる行為をにくむ。

ユダヤ追放の前に彼らに土地すなわち祖国を与えよ。

そのためスターリンは当時軍人として札幌に在住していた樋口を「戦犯」に指名した。

世界ユダヤ協会はいち早くこの動きを察知して、世界中のユダヤ人コミュニティーを動かし、

在欧米のユダヤ人金融家によるロビー活動も始まった。世界的な規模で樋口救出運動が展開された結果、

ダグラス・マッカーサーはソ連からの引き渡し要求を拒否して、樋口の身柄を保護した[4]。
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※キシナウのポグロムとは１９０３年、帝政ロシア領であったユダヤ人虐殺事件。

キシナウはモルドバ共和国の首都。※ある一国とはもちろんドイツのことです

事件はそれから３ヵ月も経たないうちに起こりました。

●将軍の決断

さてオトポール駅での惨状を知った樋口は手記でこう回想しています。

満州国はピタッと門戸を閉鎖した。ユダヤ人たちは、わずかばかりの荷物と小額の旅費を持って野営的生活

をしながらオトポール駅に屯ろしている。もし満州国が入国を拒否する場合、彼ら（ユダヤ難民）の進退は

極めて重大と見るべきである。ポーランドも、ロシアも彼らの通過を許している。

しかるに『五族協和』をモットーとする、『万民安居楽業』を呼号する満州国の態度は不可思議千万である。

これは日本の圧迫によるか、ドイツの要求に基づくか、はたまたそれは満州国独自の見解でもあるのか

当時日本政府は日独防共協定を結んでいましたがドイツはこれを拡大解釈し、ユダヤ人もその（防共の）

対象としたのです。ですから下手なことをすればドイツを刺激し外交上の問題となることは明らかでした。

しかし樋口はこれを政治上の問題ではなく人道上の問題ととらえ、満州国外交部の下村信貞と協議し必要な

処置をとらせたのです。

さらに当時南満州鉄道の総裁だった松岡洋右は樋口に相談されると直ちに救援列車の出動を命じたのです。

オトポールに近い南満州鉄道駅である満州里（マンチューリ）はハルピンから９００Kmの彼方にあり、

列車の本数は少く特別な臨時列車が必要でした。

３月１２日、ハルピンに最初の列車が到着。ハルピン在住のユダヤ人も出迎えて同胞の救出をことのほか

喜んだといわれています。こうして救われたユダヤ難民は上海に、あるいはアメリカへと旅立って行ったのです。

この特別臨時列車はその後、合わせて１３本あったといいます。

こうして救われたユダヤ人はどれぼどだったのか。

その記録は残っていませんが、一説には２万人といわれていますが、これは多すぎるでしょう。

彼の元にユダヤ難民の第一報が届いた時点では１８人だったのです。その後漸次増加したとは思いますが、

最初の臨時列車でハルビンに着いたのは数十人だったと思います。しかし樋口の功績は最初の数十人だけ

ではなく、その後も臨時列車を走らせたことなのです。

私見ですが、救われたユダヤ人は１０００～２０００人位かもしれません。

極東ユダヤ人大会でのドイツを非難する演説といい、ユダヤ人救出といい、当然ながら外交問題に発展しました。

樋口は一市民ではなく、関東軍にあっては将軍の地位にあるのです。

ドイツのリッべントロップ外相はオットー駐日大使を通じて次のような抗議文を送って来ました。

今や日独の国交はいよいよ親善を加え、両民族の握手提携、日に濃厚を加えつつあることは欣快とする

ところである。然るに聞くところによれば、ハルビンにおいて日本陸軍の某少将が、ドイツの国策を批判し

誹謗しつつありと。もし然りとすれば日独国交に及ぼす影響少なからんと信ず。請う。速やかに善処ありたし。

これに対して樋口はつぎのような内容の手紙を書き、関東軍司令官だった植田謙吉に郵送。

私は、私の行為は決して間違っていないと信じます。法治国家として当然のことをしたまでです。

満州国は日本の属国ではないし、ましてドイツの属国でもありません。

たとえユダヤ民族抹殺がドイツの国策であったとしても、人道に反するドイツの処置に屈するわけにはいきません。

続いて関東軍司令部に出頭を命じられた樋口は参謀総長だった東條英機に会い、こう述べたのです。

ヒトラーのお先棒を担いで弱いものいじめをすることが正しいと思われますか？

東條の尽力だったのかどうかはわかりませんが、この事件はいつの間にかうやむやになりました。

後に樋口は東條の太平洋戦争開戦責任についてはこれを弾劾するものの、この事件の処理については敬意を

表すると述懐しています。

このオトポール事件。ドイツへの配慮からか日本国内の新聞では記事にはならず、樋口の家族さえその死後、

新聞の掲載記事で知ったのです。こうした樋口の行為を、アブラハム・カウフマンの息子のテオドル・カウフマンは、

著作の中でこう書いています。

樋口は世界で最も公正な人物の一人で、ユダヤ人にとって真の友人だ
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youtube 『サムライ魂～占守島の士魂部隊 』

池田末男

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
池田末男（いけだすえお、1900年12月21日 - 1945年8月18日）は、

日本の陸軍軍人。最終階級は少将。士候34期。占守島の戦いで戦死した。

「戦車隊の神様」と呼ばれる。

四平の陸軍戦車学校の教え子に作家の司馬遼太郎がおり、

司馬は池田から大いに薫陶を受ける。

のちに、「いまでも、私は、朝、ひげを剃りながら、

自分が池田大佐ならどうするだろう」と自問し、

「わからない。何十年たっても答えが出ない」と述べている[1]。

さくらの花びらの「日本人よ、誇りを持とう」

日本で語られない真実。池田末男連隊長

日本人として広く知ってほしい歴史真実があります。

北海道の北東にあるカムチャッカ半島はロシア領です。

しかし、その下の占守島（しゅむしゅとう）から根室までの千島列島は日本の領土です。

現在も北海道根室支庁占守郡とされています。

北海道をソ連の侵略から護った日本兵たち。

国のために、国を護るために戦った兵士たち。

日本の大勝利、ソ連屈辱の戦い。これが占守島の戦いです。

・・・・・・

池田末男連隊長。

陸軍士官学校を卒業し、騎兵将校として満州方面で軍務に励み、その間に兵科も騎兵から砲兵に転換します。

そして池田は「戦車隊の神様」と呼ばれる存在となり、さらには陸軍戦車学校校長に就任します。

その後、第１１連隊長となります。この１１連隊は別名「士魂部隊」と呼ばれる精鋭部隊でした。

ついには士魂部隊は寒さ厳しい占守島に転進を命じられます。

占守島に配備されていたのは約８千名。

その指揮下に入った池田連隊長の戦車第１１連隊は独立戦車第２中隊を加え、戦車６４両を保有していました。

池田は剛毅果断で明朗闊達だが、一方では部下思いで人間味に満ちた温和な性格で信望を集めていました。

池田は身を切るほどの寒さの占守島で洗濯は自分でしていました。

部下は連隊長に洗濯をさせて申し訳なさそうにしていると

「お前は俺に仕えているのか。国に仕えているのだろう」と言って部下には洗濯をさせませんでした。

・・・・・・

１９４５年８月１５日、終戦。

占守島は電波状況が悪いため玉音放送はほとんど聞こえませんでしたが、１６日に大本営から

「一切の戦闘行動を停止す。ただしやむを得ない自衛行動を妨げず。その完全徹底の時期を１８日１６時とする」

という命令が届き戦闘行動の中止が指示されました。

占守島の守備隊は武装解除と復員の準備をしはじめます。

士魂部隊も終戦処理に入り、戦車砲の取り外しや弾薬の信管取り外しなどの武装解除に備えていました。
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ところがいきなりソ連軍が侵攻してきました。

ここでなぜソ連が終戦したにもかかわらず攻め込んできたのかです。

これはスターリンが北海道の北部半分を占領するためです。

ヤルタで行われたルーズベルト、チャーチル、スターリンの三者会談において、ソ連には対日参戦の見返りとして

満州、朝鮮38度線以北、樺太、千島の占領行政を行うというヤルタ秘密協定がありました。

しかしソ連はカイロ宣言に違反するこの日本領土の千島列島占領を米英が本当にソ連に引き渡すかは

疑っていました。そのためソ連は占守島を落として一気に千島列島を南下し、北海道の半分を占領統治させる

よう米英に要求しますが、ルーズベルトの死後、トルーマンに北海道北部の占領を反対されたため、

日本の終戦後に千島侵攻作戦を発令し、大軍を送り込んできたのです。

「占守島は一日で占領する」と豪語するソ連。

・・・・・・

「敵輸送船団らしきものを発見」

「敵上陸用舟艇を発見」

「敵上陸、兵力数千人」

占守島日本軍には相次いで急報が入ってきました。

１８日には占守島北端に多数の上陸用舟艇を接近させ数千の兵力が上陸してきました。

占守島の竹田浜に展開していた部隊は第３中隊の２個小隊だけであり、たちまち包囲攻撃され激戦となります。

しかし、ここには「戦車隊の神様」といわれた池田連隊長がいます。

「断固、反撃に転じ、ソ連軍を撃滅すべし」

池田連隊長は終戦を迎えて大切にしていた戦車を海に沈め､自分も自決するつもりでした｡

しかし、その池田連隊長の顔に生気がみなぎり、

兵士は思わず｢連隊長殿おめでとうございます。やりましょう｣と言ったそうです｡

池田戦車連隊の主力は天神山の麓に集結｡

池田連隊長は兵士に問いかけました｡

「諸子はいま､赤穂浪士の如く恥を忍んで将来に仇を報ぜんとするか､

あるいは白虎隊のように玉砕もって日本民族の防波堤となり後世の歴史に問わんとするか｡

赤穂浪士たらんものは一歩前に出よ、白虎隊たらんものは手を挙げよ」

その言葉が終わる間もなく嘆声とともに全員の手が挙がりました｡

池田連隊長は師団、旅団の両司令部に打電します。

「連隊はこれより敵中に突撃せんとす。祖国の弥栄と平和を祈る」

池田連隊長は上半身裸で先頭に立ち、日の丸の手ぬぐいで鉢巻をし

「上陸軍を一人残らず海にたたき落とすまで奮闘せよ」日章旗を振って突撃の合図をします。

ついに敵部隊の中心部に突っ込んで行きます｡

この時の光景はまさに戦車隊の神様と言わしめたといいます。

運用教範の実演の如く見事な隊形だったと言います。

ちょうどこの時、北千島特有の濃霧が戦場一帯を包み込み､

池田戦車隊は視界ゼロの状態で目標を見失います｡

炎上する車両が続出しましたが士魂部隊は戦い続けます。
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そしてついに耐え切れなくなったソ連軍は多くの遺棄死体を残して竹田浜方面に撤退しました。

突破されかけていた戦線を押し返した士魂部隊の功績は大きいものでした。

しかし士魂部隊は戦車２７両が撃破され、池田連隊長はじめ９６名が戦死しました。

これにより内陸部への侵攻を阻止したのです。

・・・・・・

その後、第五方面軍からの停戦と自衛戦闘への移行命令が届き、

ソ連軍に停戦の軍使を派遣します。

しかしソ連軍はこの軍使を射殺するという暴挙に出たため、

各地で小規模な戦闘があり停戦となったのは８月２１日までかかりました。

現地の日ソ両軍間で停戦交渉が成立し、

８月２１日午後、堤師団長とソ連軍司令官グネチコ少将が会同して

降伏文書の正式調印が行われました。

そしてソ連軍の監視の下で武装解除が行われました。

このとき守備隊将兵は悔しい思いで言いました。

「なぜ勝った方が、負けた連中に武装解除されるのか」

占守島戦全体における最終的な損害は日本側死傷者500名から700名、ソ連側約3000名。

まさに日本軍の圧勝というべき戦果でした。

この占守島における日本軍の奮戦によって、日本はソ連の北海道分割占領の危機を免れたのです。

終戦の時に、占守島には日魯（ニチロ）漁業の従業員の方が2500人ほどいました。

この人たちは国民の食糧確保のために悪い戦局を承知で缶詰工場で働いていましたが、

その中には約400人の若い女子工員もいました。

終戦で内地から迎えの船が来れば真っ先に彼女たちを送り返す手筈を整えているところへソ連軍の攻撃でした。

参謀長と世話役の大尉は

「このままでは必ずソ連軍に陵辱され被害者が出る。何としてもあの娘たちを北海道へ送り返そう」

と相談し、当時島にあった独航船二十数隻に約400人を分乗させ、

霧に覆われた港から北海道に向けて出港させました。

ソ連機の爆撃が続く中、日本軍も高射砲の一斉射撃で必死の援護を行い

無事に出港させることが出来たのです。

「全員、無事に北海道に着いた」との電報が島に届いたのは、それから5日後でした。

停戦後に上陸してきたソ連軍は女性を捜し回ったそうです。

もし彼女たちがいち早く島を出ることが出来なかったことを想像すると、

占守島の第九一師団の心遣いに感謝したい。

終戦を迎えた後のソ連の卑劣な進行を防ぎ、多くの婦女子を守り通し、

勇敢に戦って亡くなった英霊に敬意を表します。
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youtube『根本博中将 戦争映画では描ききれない真実の物語』

youtube『台湾を救った陸軍中将根本博の奇跡』
根本博出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
根本博（ねもとひろし、1891年6月6日 - 1966年5月24日）は、

大日本帝国陸軍及び

中華民国陸軍の軍人。最終階級は共に陸軍中将。

栄典は勲一等・功三級。陸士23期。陸大34期。

終戦時に内モンゴル（当時は蒙古聯合自治政府）に駐屯していた

駐蒙軍司令官として、終戦後もなお侵攻を止めないソ連軍の攻撃から、

蒙古聯合自治政府内の張家口付近に滞在する邦人4万人を救った。

復員後1949年、中華民国台湾へ渡り、金門島における戦いを指揮し、

中共政府の中国人民解放軍を撃破[1]。中共政府は台湾奪取による

統一を断念せざるを得なくなり、今日に至る台湾の存立が決定的となった。

駐蒙軍司令官として[編集]
1944年11月、駐蒙軍司令官に就任。翌1945年8月のソ連軍の満州侵攻は、8月15日の日本降伏後も止まらず、

同地域の日本人住民4万人の命が危機に晒されていた。

ソ連軍への抗戦は罪に問われる可能性もあったが、

生長の家を信仰していた根本は『生命の実相』よりそのような形式にとらわれる必要はないと考え、

罪を問われた際は一切の責任を負って自分が腹を切れば済む事だと覚悟を決め、

根本は「理由の如何を問わず、陣地に侵入するソ軍は断乎之を撃滅すべし。

これに対する責任は一切司令官が負う」と、日本軍守備隊に対して命令を下した。

途中幾度と停戦交渉を試みるが攻撃を止まないソ連軍に対し、何度も突撃攻撃を繰り返しソ連軍の攻撃を

食い止めながらすさまじい白兵戦を繰り広げた。更に八路軍（人民解放軍の前身）からの攻撃にも必死に耐え、

居留民4万人を乗せた列車と線路を守り抜いた[2]。

8月19日から始まったソ連軍との戦闘はおよそ三日三晩続いたものの、日本軍の必死の反撃にソ連軍が戦意を

喪失した為、日本軍は8月21日以降撤退を開始、最後の隊が27日に万里の長城へ帰着した。

出迎えた駐蒙軍参謀長松永留雄少将は「落涙止まらず、慰謝の念をも述ぶるに能わず」と記している。

一方、20日に内蒙古を脱出した4万人の日本人は、三日三晩掛けて天津へ脱出した。

その後も引揚船に乗るまで日本軍や政府関係者は彼らの食料や衣服の提供に尽力した。

1946年8月、根本は最高責任者として、在留日本人の内地帰還と北支那方面の35万将兵の復員を終わらせ、

最後の船で帰国した。

台湾へ[編集]「密航」[編集]
復員後、東京の鶴川(現在の町田市能ヶ谷)の自宅へ戻る。中国情勢における国民党の敗北が決定的となり、

1949年（昭和24年）1月に蒋介石が総統を辞任すると、蒋介石に対する恩義（邦人4万人と35万将兵の帰還、

国体護持）から、根本は私財を売却して渡航費用を工面しようとする。そこに、元上海の貿易商であった

明石元長[3]及び「東亜修好会」からの要請があり、密航を決意する。

同年6月26日、通訳の吉村是二とともに宮崎県延岡市の沿岸から台湾へ密航。7月10日に基隆に到着するが、

密航者として投獄される。

しかし、根本投獄の報告がかつて交流のあった国府軍上層部（彭孟緝中将、鈕先銘中将）に伝わるや待遇が

一変し、8月1日台北へ移動する。北投温泉での静養を経て、8月中旬、湯恩伯の仲介で蒋介石と面会する。

同時期8月5日に米国が国民党政府への軍事支援打ち切りを表明しており、蒋介石は根本の協力を受け入れた。

金門島の決戦[編集]
根本らは8月18日に台湾から厦門へ渡る。

中国名「林保源」として湯恩伯の第5軍管区司令官顧問、中将に任命された。

湯恩伯は根本を「顧問閣下」と呼び礼遇した。根本は湯恩伯に対し厦門を放棄し、金門島を拠点とすることを

提案する。これを基に、防衛計画が立案され根本は直接指導に当たった。
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同年10月1日、共産党による中華人民共和国が成立。ほどなく国府軍は厦門を失陥。

金門島での決戦が迫る中、根本は塹壕戦の指導を行う。そして10月24日、金門島における古寧頭戦役

を指揮、上陸してきた中国人民解放軍を破り、同島を死守した[1]。

10月30日、湯恩伯は「林保源」を含む部下たちとともに、台北に凱旋する。根本らの帰国後も、この島を巡って

激戦（金門砲戦）が展開されたが、台湾側は人民解放軍の攻撃を防ぎ、現在に至る台湾の存立が確定した。

その後、根本の帰国に先立ち、蒋介石は感謝の品として、英国王室と日本の皇室に贈ったものと同じ花瓶を、

根本に渡している。本来一対であるべき花瓶の片方は、今日も中正記念堂に展示されている。

晩年[編集]
1952年（昭和27年）6月25日、民航空運公司（CAT）機により日本へ帰国。

3年前の密出国については不起訴処分となった。晩年は鶴川の自宅で過ごしていたが、1966年（41年）5月5日、

孫の初節句の後に体調を崩して入院。同月21日に一度退院するも、24日に急死した。享年74。
没後[編集]
当時より根本の渡台は台湾でも極秘であり、その後の台湾（中華民国）における政治情勢（国民党政府

（＝外省人）による台湾統治の正当化）もあって、根本ら日本人の協力は現地でも忘れ去られていた。

また古寧頭戦役そのものの歴史的意義の認知も低かった。

古寧頭戦役60周年式典[編集]
2009年（平成21年）におこなわれた古寧頭戦役戦没者慰霊祭[1]に根本の出国に尽力した明石元長の子息・

明石元紹や、根本の通訳として長年行動を共にし、古寧頭の戦いにも同行した吉村是二の息子・吉村勝行、

その他日本人軍事顧問団の家族が台湾政府に招待され、総統・馬英九と会見した[5]。

彼ら日本人の出席が認められたのは、式典のわずか1週間前だった。

また、明石元紹と吉村勝行の帰国の際、中華民国国防部常務次長の黄奕炳中将は報道陣の前で「国防部を

代表して」「当時の古寧頭戦役における日本人関係者の協力に感謝しており、これは『雪中炭を送る

（困った時に手を差し延べる）』の行為と言える。」とした感謝の言葉が述べられた。

これにより、台湾政府により正式に日本人の関与が公表されたことになる。

youtube  『オランダに３５０年支配されてたインドネシアを、日本軍が９日間で解放』

youtube 『インドネシア独立戦争と日本軍の貢献』

youtube 『インドネシアが世界一の親日国である理由』

youtube 『日本の台湾統治はこんなに素晴らしかった』

youtube 『日本の兵隊さんは本当に素晴らしかった』

大東亜戦争が生んだ東南アジア諸国の独立
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太平洋戦争を世界史の中で考える 単行本 – 2007/3/1  
（太平洋戦争と植民地の解放、民族の独立） 中原日出男 (著) 

太平洋戦争で、日本軍がアジアの植民地から欧米軍を破って追い払い

そこに民族独立国が生まれました。世界中に民族独立運動が広がり、

１９４５年、太平洋戦争終戦の年から、１４１の国が新しく民族独立国として

生まれました。これは歴史的事実です。（６５ページからの抜粋）



太平洋戦争が日本国民に与えた苦難は、体験した方でないと分からない過酷なものでありました。

多くの方々の献身と犠牲のお蔭で今日の日本があります。

太平洋戦争が残した負の遺産は膨大でした。

しかし、日本にとっての最大の正の遺産は、マッカーサー元帥を指揮官とするアメリカの統治で植え付けられた

国民主権の自由民主主義ではないでしょうか。

（私は昭和天皇を心から尊敬しています。

軍部が暴発せずにこれたのも、天の慈愛を体現された昭和天皇の強大な影響力のお蔭だと思っています。

戦後に昭和天皇が、心身ともに疲弊した国民を励ますために日本全土を回られたことによって、

どれほど多くの国民が熱狂し、力を授けられたことでしょう。

アメリカの統治以降、天皇が政治と切り離されても、天の慈愛を体現し、天の慈愛のお手本となる日本皇室は、

今後も日本のみならず、世界中から敬愛され続けることでしょう。 ）

日本には昔から、宗教、技術、文化、制度、言語などが入ってくると、日本独自のものに変容させてゆく

不思議な民族性があるようです。

中国では衰退した儒教も、日本では、文武両道の武士道教育の中に浸透してゆきました。

敗戦後にアメリカから入ってきた自由民主主義も日本独自の進化を続けているようです。

しかし、マッカーサー統治の負の遺産は、

太平洋戦争の背景の真実を隠ぺいする国の機関や大学や日教組やマスメディアであり、

中国の暗部を隠ぺいするマスメディアであり、真実の報道ができないマスメディアであり、

そのために、日本人が日本軍人を貶め、過去の日本の在り方を非難している風潮です。

現実の中国の真実を報道しないマスメディアの在り方です。

youtube 『【吉本貞昭】世界から見た日清・日露・大東亜戦争[桜H27/9/15] 』
youtube 『日本とアジアの大東亜戦争─侵略の世界史を変えた大東亜戦争の真実』

吉本貞昭（よしもと さだあき）

国立大学の大学院を修了後、中国留学を経て、現在は、

ある大学の研究機関に在籍。専門分野の中国研究の他に、

大東亜戦争の開戦と終戦原因、特攻の戦果、

東京裁判と日本国憲法の検閲について研究している。

約10年にわたり高等学校で世界史などを担当。

昭和20年9月14日に東京・市ヶ谷台上で割腹自決した

陸軍大将・吉本貞一は、親類にあたる。

吉本貞昭事務所

現在の日本の教育が、太平洋戦争（大東亜戦争）の真実を歪めて教えたり、教える時間が非常に少なかったり

していることはゆゆしきことではないでしょうか。

ＮＨＫ、朝日新聞などのマスメディア（唯一産経新聞は例外）や教育界や文部科学省や外務省が、

歪曲情報の発信源である実情は、なげかわしいことです。

しかし、多くの良識のある人々が、インターネットのブログやテレビで歴史の真実を発信されているのは

素晴らしいことです。

そして、安倍首相がこれらの真実を認識しておられることは非常に心強いかぎりです。
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１９７９年から１９８０年にかけ取材し１９８０年４月から１年間放送された「シルクロード」は、ＮＨＫが

中国共産党の協力を得て制作した大作で、日本国民を大いに感動させ、大ブームを巻き起こしました。

しかし、その取材時期には、シルクロード近辺では核実験が行われていたのです。

１９６０年にシルクロード近辺の新疆ウイグル自治区ロプノールにおいて、毛沢東によって開始された核実験は、

１９９７年に権力を掌握した鄧小平政権でも引き継がれ、１９９６年までに４５回も実施されました。

そのうち２３回の地上・大気圏内原爆実験を行い、１９万人とも推定されている人々が急死し１２９万人が被爆した

事実を、ＮＨＫやマスメディアは報道していないのです。

広島の原爆被害を世界に発信しているはずの日本のマスメディアが、報道しない、報道できない、のです。

ウキペディア

1979年から1980年にかけ取材し、NHKと中国中央電視台により中国・西安を出発点に、中国領内シルクロードの

共同取材が行われ、全12回シリーズ『日中共同制作シルクロード絲綢之路』が、1980年4月から1年間放送された。

中国以西の取材に向け数年間交渉し、さらにインド・ユーラシア大陸（中央アジア）・アナトリア半島・地中海から

ローマへ至る道を紹介した『シルクロード第2部ローマへの道』が製作され、

全18回が1983年4月から1984年9月までシリーズ放送された。

特に外国メディアにより、中国領土内のシルクロードの取材が認められたのは、この番組が初めてで、

大きな関心と反響を呼んだ。

中国の核実験

ロプノールでの核実験[編集]
1960年代よりロプノール地域は核実験場として使われ、1996年までに核実験が45回実施された。

そのうち23回が大気圏内核実験でロプノールの北西約100km地点、

22回が地下核実験でロプノールの北西約220km地点で行なわれた[48]。

1950年代から1960年代にかけてロプノール付近は軍事上の立ち入り禁止区域となり、

1980年代に立ち入り禁止が解除された。

高田純による調査報告[編集]
核防護学者高田純札幌医科大学教授による2002年8月以降の調査で、中国がウイグル地区で実施した核実験

によって、同自治区のウイグル人を中心に19万人が急死し、急性放射線障害など健康被害者は129万人に

のぼり、そのうち、死産や奇形などの胎児への影響が3万5000人以上、白血病が3700人以上、

甲状腺がんは1万3000人以上に達すると発表された(高田純 2008)[51][52]。

また、被害はシルクロード周辺を訪れた日本人観光客27万人にも及んでいる恐れがあり、影響調査が

必要であると同教授は指摘している[53][52]。

高田教授による調査は、1996年までの中国の46回の同地区における核実験の爆発威力や放射線量、

気象データや人口密度などを基礎データとした。楼蘭遺跡の近くで実施されたメガトン級の核爆発では

高エネルギーのガンマ線やベータ線、アルファ線などを放射する「核の砂」が大量に発生、東京都の136倍に

相当する広範囲に及んだ。

同教授によれば、中国の核実験は、核防護策がずさんで、被災したウイグル人への医療ケアも施されずに、

広島原爆被害の4倍を超える被害者を出している。

高田教授は「人道的にもこれほどひどい例はない。

中国政府の情報の隠蔽も加え国家犯罪にほかならない」と批判した[53]。

高田純（たかだじゅん、1954年（昭和29年）4月 - ）は日本の物理学者。

専門は放射線防護学。札幌医科大学医療人育成センター教養教育研究部門教授[1]。

平成12年（2000年）8月以降、中国政府がウイグルで行っている核実験による

健康被害についての調査研究を行っている[6]。
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ウイグルのアニワル医師の見解[編集]
このような状況の中で「（中国政府に）実験のモルモットにされた」と訴えるウイグル人も現れており[51]、

ウイグル人医師アニワルは、「中国では被曝者が団体を作ることも抗議デモをすることも許されないし、

国家から治療費も出ない。中国政府は『核汚染はない』と公言し、被害状況を隠蔽しているので、

海外の援助支援団体も入れない。

原爆症患者が30年以上も放置されたままなのだ」として、中国政府の対応を激しく批判している[54]。

また、核実験場は最も近い居住エリアから10キロしか離れていなかったとも指摘されている。

ウイグル人の悪性腫瘍の発生率が、中国の他の地域の漢人と比べて、35%も高くなっており、漢人であっても

ウイグル自治区に30年以上滞在しているものは、ウイグル人と同じ発生率となっている[51]。

また、先天性異常のために歩くことも話すこともできない障害児ばかりが生まれる地域もある[51]。

中国による同地区核実験についてはイギリスBBCが1998年8月に隠し撮りによるドキュメンタリー

「死のシルクロード」(27分)を報道し、この作品はローリー・ペック賞を受賞している。

アニワル医師も同作品に同行している。

２１

日本の近代史、世界の近代史を俯瞰して見れば、悲惨な植民地争奪戦や植民地支配、宗教戦争や民族紛争が

常態化していた世界から、一人一人の個人の自由と人権が尊重される真の民主主義世界に向かって変遷して

いるように思われます。

世界の国々の中で、先陣をきって変化していっているのが、日本とアメリカのようです。

特に日本の政治家と、家族主義、従業員主義、顧客主義、現地人主義の経営理念を体現した経営者の方々の

活躍が世界の希望の光です。

私達日本人は、日本の近代史の人々の生き様の真実を知ることによって、

東京裁判で貶められた太平洋戦争を戦った人々への尊敬と感謝を呼び起こし、

マスメディアや教育の欺瞞を見抜き、日本人としての誇りを取り戻してゆくべきではないでしょうか。

未だに文化大革命の悲惨さの詳細は報道されていませんし、近年でも、１９９２年から現在までも続いている、

江沢民による法輪功（太極拳のような気功を行う宗教団体）への弾圧は報道されていません。

もちろん、中国は多民族国家であり、多様性に富んだ国なので、人道主義、博愛精神に満ちた人々も

たくさん居られることでしょう。

稲盛和夫様の思想に共鳴する方もたくさんおられるのです。

しかしながら、宗教の自由や言論の自由を厳しく制限し、残忍な権力闘争をしている現在の中国共産党体制の

指導層の人々には、人間の尊厳は通用しないのです。

２０１６年２月２８日 明日香地震気象研究所 松本安生












































































