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2021 年 9 月
国際歴史論戦研究所（iRICH）前所長
大阪市立大学名誉教授・経済学博士
山下英次

開催趣旨

さる 6 月 22 日（火）
、文京スカイホールで、iRICH 特別セミナーとして、『わが国が歴
とした独立国になるための条件―GHQ 洗脳に加担させられた大手メディアの告白・懺悔
は避けて通れない』を開催いたしました。 コロナ禍でしたが、お陰さまで、政界、メデ
ィア界、学界などからこのテーマに相応しい高型をパネリストとしてお招きして、盛会の
うちにシンポジウムを開催することができました。
国際歴史論戦研究所（iRICH）は、シンクタンクと対外的な歴史論戦を行う運動体とい
う 2 つの機能を併せ持たせるというコンセプトの下に、2018 年 11 月に、発足いたしまし
た。シンクタンクとして知見を培うとともに、それをベースとして、対外的な歴史論戦を
展開していこうという趣旨です。また、iRICH の一番重要な目的は、戦勝国史観、換言す
れば、東京裁判史観もしくは GHQ 史観を根底から覆すことです。今回のシンポジウム
は、その目的に完全に合致したものとして企画いたしました。
そこで、この度、当日の登壇者の発言および配布資料をすべて掲載した冊子を作ること
にいたしました。シンポジウム当日、時間的な制約のために、言い切れなかったことなど
を、この冊子では加筆していますし、詳細年表など配布資料もより充実したものといたし
ました。
わが国は、現在、実に様々な国家的な課題を抱えていますが、それを克服するには、歴
とした独立国にならなければ、何事も始まらないと思います。今回のシンポジウムの狙い
は、日本が歴とした独立国になるためには、戦後、GHQ の洗脳に、完全に加担させられ
たメディアの告白・懺悔が不可欠であり、それを促したいということです。残念ながら、
日本の大手メディアで、これまで、正式に告白・懺悔をした例は皆無と言ってよいと思い
ます。
来年（2022 年）の 4 月 28 日は、サン・フランシスコ講和条約の発効、すなわち、わが
国の講和独立からちょうど 70 周年に当たります。それに向けて、そうした社会的雰囲気
を醸成していく必要があります。今回のわれわれの企画とこの冊子が、それに少しでもお
役に立てれば幸いでございます。
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登壇者の紹介（登壇順）

山下英次（やました・えいじ）、国際歴史論戦研究所（iRICH）前所長
1947 年 東京生まれ
1970 年 慶應義塾大学経済学部卒業
旧東京銀行勤務の後、1988 年大阪市立大学経済学部へ移籍
元・大阪市立大学大学院経済学研究科教授（2011 年 3 月まで）
2008 年 ヨーロッパ大学院大学（EUI）ロベール・シューマン高等研究所（於・伊フィエ
ーゾレ）客員教授
2021 年 6 月、国際歴史論戦研究所（iRICH）を退所
現在・大阪市立大学名誉教授、経済学博士
「不当な日本批判を正す学者の会」
（AACGCJ）専務理事
アパ再興財団「真の近現代史観」懸賞論文 6 回入賞
主著：
『国際通貨システムの体制転換―変動相場制批判再論』、東洋経済新報社、2010 年 9
月

山田 宏（やまだ・ひろし）、自由民主党参議院議員
1958 年 東京生まれ
1981 年 京都大学法学部卒業
松下政経塾（第 2 期生）
衆議院議員（2 期）
前・杉並区長（3 期）
元・防衛大臣政務官 兼 内閣府大臣政務官
現在・自由民主党国防部会 部会長代理/ 広報本部 本部会長代理
著書：
『慰安婦問題はこうして動いた―〈日本の名誉〉と政治』（産経新聞出版、2016 年）
など多数

吉田信行（よしだ・のぶゆき）、元・産経新聞専務取締役・論説委員長
1941 年 東京生まれ
1964 年 早稲田大学第一政経学部卒業
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産経新聞で、ソウル支局長、編集局編集長（東京）
、欧州駐在編集局次長、台北支局長を
経て、1994 年から 2005 年まで論説委員長
元・国家公安委員
現在・公共政策調査会理事
著書：
『産経新聞と朝日新聞』
、産経新聞出版、2020 年 12 月、など

有馬哲夫（ありま・てつお）
、早稲田大学大学院社会科学研究科
1953 年 青森県生まれ
1977 年 早稲田大学第一文学部英文科卒業
1984 年 東北大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学
元・東北大学国際文化研究所助教授
2016 年 英オックスフォード大学客員教授
著書：
『歴史とプロパガンダ』
（PHP 研究所、2015 年）
、『歴史問題の正解』
（新潮新書、
2016 年）
、
『NHK 解体新書』
（WAC 新書、2019 年）
、
『日本人はなぜ自虐手的にな
ったのか』（新潮新書、2020 年）
、『
〈慰安婦〉はみな合意契約をしていた』
（WAC
新書、2021 年）、など多数

茂木弘道（もてき・ひろみち）、国際歴史論戦研究所（iRICH）上席研究員
1941 年 東京生まれ
1964 年 東京大学経済学部卒業
富士電機、国際羊毛（ウールマーク）事務局に勤務
1990 年 世界出版の設立（代表取締役）
現在・
「史実を世界に発信する会」
（SDHF）会長代行
2019 年 第 2 回 アパ日本再興大賞「優秀賞」を受賞
受賞作＝『大東亜戦争 日本は勝利の方程式を持っていた!』ハート出版、2018 年 11 月
著書：上記受賞作のほかに、『戦争を仕掛けた中国になぜ謝らなければならないのだ！』
（自由社、2015 年）
、『小学校に英語は必要ない』（講談社、2001 年）、
『文科省が英
語を壊す』（中公新書ラクレ、2003 年）、など
訳書：
『太平洋戦争は無謀な戦争だったのか』
（WAC、2013 年）、原著者：ジェームズ・ウ
ッド（2007 年）
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1. 会長挨拶

杉原誠四郎

国際歴史論戦研究所会長

国際歴史論戦研究所は自虐史観の克服を目指して平成 30 年（2018 年）11 月に創立しました。以来、
人権問題では頻りに国連に出かけ、多くの意見を提出してきました。そうした努力の成果として、最近で
は、この 4 月 27 日、「従軍慰安婦」なる言葉を教科書で用いるのは不適切である旨の閣議決定がありま
した。
最近の活動としては、アメリカのハーバード大学マーク・ラムザイヤー教授の日本の慰安婦問題に関
する論文に対して、アメリカの内外において、3,500 人を超える人が、研究によってではなく、唯に撤回
を求めての署名活動が起きていることに鑑み、ラムザイヤー氏を応援すべく、慰安婦問題では日本でこ
れ以上精鋭の研究者はいないといえる研究者の方に結集していただき、4 月 24 日、東京にて公開シンポ
ジウムを開催しました。
続いて、６月３日、日本学術会議に向けて、日本の慰安婦に関するラムザイヤー教授の論文について、
これが事実上、暴力でもって否定されようとしている状況に鑑み、国費で運営されている日本学術会議
がこれに沈黙しているのは不当ではないかとして、何らかのアクションを起こすよう、公開の質問状を
送りました。現在は、回答期限内であるため、回答はまだ来ておりません。
以上のような国際歴史論戦研究所ですが、本日は、日本は未だ歴とした独立国といえないのではない
かということで、
「わが国が歴とした独立国になるための条件」と題して講演及びパネル・ディスカッシ
ョン開催することになり、ここにお集まりいただきました。実り豊かな成果が出ますよう、最後までご清
聴ください。
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２．基調講演

山下英次

国際歴史論戦研究所

所長

イントロダクション
山下でございます。よろしくお願いいたします。
私の方のレジメは多分一番上に置いてあると思うのですが、少々長めで後ろの方に、参考文献リストが
付いているものです。それとは別に、文章、すなわち論文のフル・テキストもありますが、ここでは、本
日付けのレジメの方を使います。
「我が国が歴とした独立国になるための条件―GHQ の言論統制に加担
させられた日本の大手メディアの告白・懺悔は避けて通れない」これが私の今日の私のレジメでござい
ます。
レジュメ冒頭のイントロダクションの部分ですが、現在の日本は、残念ながら、縦から見ても、横から
見ても、斜めから見ても、 歴とした独立国とは言えません。それはどうしてかというと、私は、
「独立国
家の三種の神器」と言っているのですけれども、それは「自主憲法」
、
「国防軍」、それから「統合された
国家情報機関と防諜法」
、すなわち防諜の法的枠組みを伴った統合された国家情報機関のことですが、そ
れらの３つとも、現在のわが国は持っていないからです。このように考えると、現在のわが国は、どこか
ら見ても、歴とした独立国とは言えないのではないかということです。なぜ、こうした実に情けない状況
になってしまったのかというと、それは結局のところ、日本国民全体の独立心が薄いためであると言わ
ざるを得ない、考えざるを得ない訳です。
福沢諭吉「一身独立して一国独立する」
明治維新の前後も、欧米列強からの被植民地化の脅威を受け、日本は歴とした独立国になるための非常
に大きな試練を迎えていたわけでが、その頃、独立の志士である福沢諭吉は、
『学問のすゝめ 』三編（明
治 6 年）で、
「一身独立して一国独立する」ということを言った訳です。すなわち、日本が、国として独
立するためには、国民一人一人が独立心を持たなければならないということです。しかし、今、全ての日
本人にとって、このことが、再び最大の課題になっている、ということだと思います。明治期に大きな国
難を迎えたわが国は、その後、立派な独立国になりました。特に第一次世界大戦後は、世界の中でも一握
りの有力国の一員になりました。現在のわが国も、世界有数の総合的な国力を持っていますが、なぜか、
歴とした独立国とは言えない状況です。福沢先生がこの令和の時代に降臨したとしたら何とおっしゃる
であろうかと、思ってしまいます。明治期の日本は、国力を何とか付けるために、官民が一丸となって必
死に努力していたのですが、今の日本は、国力がすでに十分にあるにもかかわらず、独立国になり切れて
いないというのは、一体どうしたことなのかと、福沢先生は、さぞかしお怒りになるのではないかと、私
は考えてしまうのです。
我が国は、歴史的にこれまで何回か、国難に直面してきました。例えば、古代には朝鮮半島における白
村江の戦い、鎌倉時代の元寇の襲来、それから幕末の開国圧力、さらに第二次世界大戦に至る時期です。
そして、現在は、第５回目の国難、すなわち、世界史秩序の変容と中国からの脅威に直面しています。こ
のような危機的な状況にもかかわらず、自主憲法を持てないのも、また、年を追うごとに軍事力を飛躍的
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に増強させる中国を目の当たりにしても、自国の防衛費をほとんど増やせない、などということも、結局
のところ、国民の独立心が足りないからではないかと言うことだと考えます。仮に、わが国が歴とした独
立国であったとしたら、そうした国の国民であるなら、そのような状況は決して容認できない筈であり
ましょう。
なぜ、日本の国民の独立心が足りないのかというと、それは大多数の日本人がまだ GHQ の洗脳から
脱出できていないから、という風に考えざるを得ません。ここで、少々興味深い例をお話ししたいと思い
ます。国土交通省の技監、すなわち官僚として技術系のトップを経験された大石久和さんという人がい
ます。この方は国交省を退官した後、京都大学の特任教授をされていた方ですけれども、日本の国土や風
土が日本の歴史や日本人の人となりを形成する上で大きな要素になったという、ちょっと面白い理系の
視点からの歴史論を展開している人です。その方が、2015 年に出版した著書『国土が日本人の謎を解く』
の中で、最近、霞が関の課長クラスの何人かと会う機会があったので、その際に、戦後 GHQ によって、
戦前にもまして非常に厳格な情報統制・検閲が実施されていたのだという話をしたそうなのですが、誰
一人としてその事実を知らなかったと、書いておられます。おそらく、今から６年ぐらい前の話だと思い
ますので、いま現在、その人たちは、役所でいわゆる「中二階」、すなわち参事官、審議官、あるいは場
合によっては局長になっている方もいらっしゃるかもしれません。いずれにせよ、現在の各省庁を、実質
的には背負って立つような立場の方々に違いありません。しかし、果たして、GHQ から洗脳された事実
を知らないような人が、ちゃんとした独立国としての誇りある日本の政策を立案・実施できるか、という
疑問です。私は、多分それは無理だろうと思うのですけれども、実際には、このような状況であり、それ
が現実だということです。
GHQ 洗脳からいまだに解けていない大多数の日本人
なぜ、大多数の日本人が、まだ GHQ の洗脳から抜け切れていない。おそらく全国民の 10％程度もし
くはそれ以下ではないかと言われています。GHQ が日本にいたのは６年８カ月なのですけども、彼らが
日本から去ったあとも、彼らの洗脳の優等生である大手メディア、識者、学校の先生などを通じて、今日
に至るまで、GHQ 洗脳の再生産が連綿と続いているということです。特に、大手メディアが、GHQ 洗
脳に加担させられたことをいまだ正式に告白していないことが非常に大きな問題です。その意味で、メ
ディアは、国民に対して巨大な負債を負ってしまったと、私は理解しています。
そのために、多くの日本人は、戦後 66 年たった今日においてもなお GHQ の洗脳から抜け出ていない
ということです。他方、大手メディアが GHQ の非常に厳しい言論統制があった事実について告白・懺悔
していない、ということがあります。江藤 淳 さんによれば唯一の例外は皆さんのお手元にあると思う
のですけれども、読売新聞の 1997 年 3 月 30 日付けの社説です。社説は、通常一日 2 本ですが、
「憲法施
行 50 周年記念」ということで、この日は 1 本にした長めな社説です。そのタイトルは、
「言論管理下の
戦後の民主主義」となっていますが、
「言論管理下」という表現は、実態に比して表現が余りにも穏やか
過ぎます。GHQ 統治下で、戦前戦中にも増して極めて厳格な言論統制があったわけですから、本来は、
「非常に厳しい言論統制下の戦後の民主主義」と表現すべきだったと思います。読売新聞は、一応ここ
で、言論統制の告白はしているのですが、懺悔をはしていません。つまり、反省はしていないということ
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です。この前にも後にも、大手メディアが、社説などの形で正式に告白している例は一つもないようで
す。産経新聞においてさえ、今日に至るまでしていないということが確認できています。したがって、多
くの国民は知る由がないわけです。
他方、歴史教科書の記述はどうなっているかといいますと、私は、たまたま中学用の自由社、高校用の
明成社、両方の教科書の執筆者の一人なのですが、これらの最も保守的な、というよりも我々に言わせれ
ば、単に史実を最も忠実に記述した教科書というだけなのですが、これらの教科書には、GHQ の言論統
制については記述されています。教科書全体から見れば、これらの教科書はごく一部に過ぎないのです
が、これらの教科書においてさえ、洗脳についての記述は、いまのところありません。洗脳という言葉を
使うと、恐らく文部科学省の検定を通らないだろうということで、記載していないわけです。これは、極
めて重要な問題なので、すべての歴史教科書に、占領下において GHQ による徹底的な洗脳が行われた
ことについて大々的に記述すべきだと思います。
NHK の専務理事・放送総局長を務め、初めて生え抜きの NHK 会長になるかもしれないとまで言われ
た春日(かすが)由(よし)三(かず)さんという方がいらっしゃいます。その春日さんが、1967 年に、
『体験
的放送論』
（春日由三 [1967]）という本を書いていますが、その中で、終戦直後、GHQ が NHK を通じ
て放送させた『眞相はかうだ』というラジオ番組について触れています。春日さんは、当時、NHK の演
劇部副部長だったので、その番組を担当させられたそうです。
『眞相はかうだ』というのは、
『太平洋戦争
史』という GHQ が書いた日本人を思想的・文化的に洗脳するためのバイブルともいえるものです。歴史
書とは言えない簡単な歴史書もどきの冊子、というか平たく言えば、日本の軍部と政治指導者を貶める
ためのプロパガンダ本なのですが、これを劇仕立てにしてラジオ番組にしたものが『眞相はかうだ』で
す。担当と言っても、企画は、すべて GHQ の人が行い、NHK はできたものをただ流すだけでした。そ
もそも、GHQ は、当時 NHK が入居していた内幸町の放送会館に乗り込んできて、NHK スタッフを 5
階のワン・フロアに押し込め、自分たちが、6 階と 4 階をすべて占拠しました。6 階には検閲を担当した
GHQ 参謀第 2 部の民間諜報局（CIS）の傘下である CCD（民間検閲支隊）、4 階には洗脳を担当した CIE
（民間情報教育局）が入りました。つまり、NHK から見ると、上の階も下の階も GHQ で、完全に占領
軍に挟まれた状態での業務を余儀なくされました。ちなみに、CIE は、連合軍総司令部の直属で、当初
は、ニュー・ディーラーのケネス・ダイク大佐が局長を務めました。他方、CCD は参謀第二部（G2）に
所属しており、こちらの総指揮者は反共主義者のチャールズ・ウィロビー少将でした。
『眞相はかうだ』の企画は、CIE がすべて行いました。NHK は、技術的なこと、あるいは事務的なこ
とを担当させられたわけですけれども、春日さんは、一種の罪滅ぼしであるとして、彼の著書の中で「
〈真
相はかうだ〉の真相―CIE 監督下の放送」と題する８ページ（pp. 267-274）に渡る記述を遺しています
が、そこで一応、告白をしています。GHQ のプロパガンダについて告白し、罪滅ぼしと言っていますの
で、一応、反省していると考えて良いのではないかと思います。GHQ 洗脳に加担したことの告白・懺悔
という意味では、私の知る限りでは、これがメディア人によるこれまでで最も真摯なものだと言えると
思います。ただし、これは、春日さんが NHK を 1965 年に退職した後、書いた自著の中で気持ちを表明
したということで、NHK として正式に意志表明したものではありません。
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ですから、大手メディアは、GHQ の言論統制に加担させられたことについて、告白・懺悔すべきで、
それも、一回限りではなく、告白シリーズを継続的に出すような形ですべきだと、私は考えています。結
局、サンスランシスコ講和条約が発効した日である 4 月 28 日を独立記念日としなかったことが大きな間
違いだったのです。その意味で、私は、この日を「悔恨の独立記念日」と呼んでいます。大手メディアは、
毎月 28 日を、あたかも月命日のように告白・懺悔シリーズを掲載し続けるべきではないかと私は考えて
います。当時は、占領軍によって強制されたわけであり、告白しても、今日ではそれほど非難されるよう
なことはないだろうと思います。逆に行動をしない、告白しないとしたら、読者もしくは視聴者のみなら
ず、日本国民全体に対する大きな罪の上塗りを続けることになるのではないかということだと思います。
大手メディアの告白・懺悔というプロセスを抜きにして、日本は、決して歴とした独立国になれないとい
うことです。つまり、いわば、これは、日本が独立国になるための必要条件ということです。しかし、そ
れをやったとしても独立国になれるかどうかは、まだわかりません。すなわち、十分条件ではないかもし
れませんが、少なくとも必要条件だと思います。
GHQ の洗脳に関する情報という意味では、単行本や雑誌の形では、今や溢れているわけですので、自
分で取りに行けば、いくらでも手に入るわけですけれど、現実には、ほとんどの人は自分で取りに行かな
いということのようです。家でテレビを見るか、もしくは家に配達されてくる新聞しか見ない、というよ
うな情報入手に関して受動的なスタンスですと、学校でも教科書は先ほど申し上げたような状況ですし、
学校の先生も洗脳されたままということもあって、普通に生活している限り、いつまでたっても GHQ の
洗脳から抜け切れない状態におかれるということだと思います。そういう意味で大手メディアの不作為
による国民および国に対する罪は計り知れないほど大きいといえると考えます。
カルタゴの教訓
もう一つ強調したいのは、一つのエピソードとしてカルタゴの教訓というのがあると思います。カルタ
ゴと古代ローマが、地中海の貿易覇権を巡って戦ったのがポエニ戦争ですが、これは、紀元前３世紀から
２世紀にかけて、３回にわたって戦われました。カルタゴは、今のチュニジアの首都であるチュニスを本
拠地としており、当時、地中海の既存の海洋勢力として非常に力がありました。他方、ローマはまだ新興
勢力でした。この戦争で、ローマは相当苦しめられる場面もありました。例えば、第 2 次ポエニ戦争で、
カルタゴのイベリア半島における司令官だったハンニバル将軍は、イベリアから陸路はるばるヨーロッ
パ・アルプスを越えて、イタリア半島にまで遠征し、イタリア中部のウンブリア州にトラジメーノ湖とい
う割合大きな湖があるのですけれども、そこが戦場となりました。いまは、そこは戦場跡として割合有名
になっています。ハンニバルは、5 万の兵、9 先頭の軍馬と荷役動物、さらに戦いのための象（戦象）を
37 頭連れて行きました。世界史上、非常に長い距離を移動する軍隊の遠征は、失敗に終わったケースが
多いのですが、このハンニバルの大遠征も、成功したとは言えませんでした。しかし、ローマは、カルタ
ゴにそこまで攻めて来られたということです。そういうこともあって、ローマもかなり苦戦したのです
が、最終的には第 3 次ポエニ戦争で、ローマの完勝、カルタゴの完敗で終わりました。ほとんど全てのカ
ルタゴ人が殺されるか奴隷にされ、カルタゴの地は塩で埋め尽くされ不毛の地で変わりました。徳富蘇
峰は、終戦の年の 12 月 25 日付けの日記の中で、
「ローマがカルタゴに臨んだる態度は、歴史上極めて残
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虐なるものであったが、米人がわれらに臨む態度はそれに十倍している」
（徳富蘇峰 [2015 (2006)], p.391）
と述べています。こうして、ある時期、北アフリカとイベリア半島を中心に、地中海西部の広大な地域を
支配するほどの強大な勢力を誇ったカルタゴは、新興勢力のローマに完全に滅ぼされました。なお、カル
タゴというのは、元々は、いまでいうレバノン辺りの東地中海にいた人たちで、紀元前 12 世紀頃から海
上交易を盛んに行っていました。その後、時代を経るにつれて、元々は、フェニキアの植民都市の一つで
あったチュニスが活動の中心となっていたのです。
ところで、フェニキアというのはカルタゴの言葉なのですが、それをラテン語ではポエニと言います。
それで、ローマの側から見てこの戦争を、ポエニ戦争と呼んだわけです。カルタゴの人たちは、この戦争
を、ポエニ戦争と呼んだはずはありませんので、何か別の名前を付けていたはずです。これは、戦後、
GHQ が、大東亜戦争でなくて、アメリカ側からみた太平洋戦争という用語を使わせたのと似ています。
カルタゴは、完全に滅亡したので、今では、世界的にポエニ戦争と言われているわけです。ところで、そ
のポエニは、英語ではピュ―ニック（Punic）と言います。ですから、ポエニ戦争は、英語では、ピュー
ニック・ウォアーズ（Punic Wars）と言います。今日の英語のポエニという言葉は、
「カルタゴ人」とか
「カルタゴの」という意味なのですが、そのほかに「カルタゴ人のように信義のない」とか「裏切りの」
とかいう意味でも使われています。それは、ローマ人によって付け加えられたわけで、敗戦国であるカル
タゴは、ローマ人からこうした汚名が着せられてしまったわけです。２千年以上の歳月が経過している
のですけれども、今日に至るまで残ってしまいました。それはカルタゴが完全に滅亡してしまって、もは
や何の反論もできないからにほかなりません。このように考えますと、日本にとっての教訓は何でしょ
うか？敗戦国は、戦勝国によって不当に貶められ、汚名を着せられ、有効な反論をしなければ、いつまで
もそれが残ってしまうということです。例えば、戦後、南京事件とかあるいはフィリピンにおける暴虐事
件とかそういうものを、アメリカによって言い募られました。また、それと同じようなことが、慰安婦問
題についても言えるわけですけれども、有効な反論をしなければ、敗戦国はいつまで経ってもその汚名
を晴らすことができない、ということです。
日本はカルタゴとは異なり、滅亡したわけではないので、我々が有効な反論、あるいは反論というより
もむしろ、大きく言えば、世界史全体を書き変えていくような意気込みで取り組む必要あるのではない
かと、私は思うのです。そのように行動すべきであり、さもないと、いつまで経っても、日本は、歴史認
識において汚名を晴らせないのではないかと思います。
GHQ が日本全体に仕掛けた巨大な「洗脳の檻」
GHQ が日本列島全体に仕掛けた「巨大な洗脳の檻」と私はいっているのですけど、まさに、日本人に
対する極めて徹底した思想的・文化的洗脳が、終戦後 7 年間近く行われたということです。その大きな
目的は 2 つあり、①日本を二度とアメリカに歯向かうことのないような存在にすること、②アメリカの
おぞましい戦争犯罪を糊塗することでした。
終戦直後、すなわち GHQ 洗脳が入る前は、多くの日本人に、戦争に関する罪の意識は全くなかったの
です。終戦直後の日本人の戦争に対する意識は、ただただ、アメリカに酷く非人道的な方法でやられてし
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まった、という印象だったということだと思います。例えば、鳩山一郎の「新党結成の構想」という談話
が朝日新聞に掲載されました。これは終戦からちょうど 1 月後の 1945 年の 9 月 15 日のことです。そこ
で、彼はどう言ったかというと、
「極力アメリカ人をして、広島、長崎、東京の下町などの惨状を視察さ
せ、彼らに自らの行為に対する罪の意識をもたせ、日本の復興に責任を持つように自覚させるべきだ」と
いうことでした。これが、GHQ の介入が入る前の終戦直後における多くの日本人の偽らざる心境だった
と思います。マッカーサーは、すでに 1944 年 11 月、米統合参謀本部から日本を占領したら、検閲をす
るように命令を受けていましたが、タイミングとしては、GHQ はこの朝日新聞の記事を見て激怒し、す
ぐさま検閲を始める、ということになりました。
すでに申し上げた通り、GHQ は、「巨大な洗脳の檻」を日本列島に仕掛けたわけなのですけれども、
私は、それには６つの柱があったのではないかと整理できると思います。
まず、国際条約違反の現行憲法を作ったというのがまず第 1 の柱です。ここでいう国際条約とは、
「ハ
ーグ陸戦条約」のことで、その第 43 条（
「占領地の法律の尊重」）は、占領軍は、基本的に法律を変えて
はいけないとされています。GHQ は、日本でいくつもの基本法を作りましたが、さらに、こともあろう
に、憲法まで変更しました。現行憲法では、なんといっても、あの前文と第９条が、非常に大きな問題で
す。
それから２番目の柱というのが公職追放です。1946 年 4 月、戦後初めての衆議院総選挙で、日本自由
党が第一党となり、その党総裁であった鳩山一郎が首相になるはずだったのですけれども、その直前に
なって、GHQ は彼を公職追放の対象とし、総裁就任を阻止したということがあります。そして最終的に
は、1948 年 5 月までに、合計 20 万人が公職を追われました。
第 3 の柱として、日本の伝統的な歴史・道徳教育の全面的な禁止というものをやりました。これは 1945
年 10 月 22 日ですけれども、
「日本の教育に関する管理政策」を発令しました。その後、神道指令が同年
12 月 15 日、教職追放令が 12 月 30 日に出ました。これによって、約 5 千人が教職不適格者とされまし
たが、それより先に、嫌気がさして、約 11 万 6 千人の教員が自発的に退職しました。したがいまして、
全体として、12 万人以上の教職者が解雇もしくは自ら辞任した、ということになります。
『古事記』、
『日
本書紀』
、さらには神武天皇の国作りの物語を記した「海道東征」がタブー視されました。また、同年 1
２月 31 日には、終身、歴史、地理教育が全面的に禁止されました。
それから、第一次米国教育施設団というのが、翌年 1946 年３月にやってきまして、一カ月近く滞在し
て、報告書をまとめました。それが４月７日に公表されました。その団長は、ジョージ・ストッダードと
いう歴史家ですけれども、ここで何を勧告したかというと、例えば、漢字を廃止してローマ字にしろと
か、そういう提案まで含まれていました。この報告書が、1947 年 3 月 31 日に公布・施行された「教育
基本法」のベースとなったわけです。それから、第 2 次の米国教育使節団が来まして、1950 年１月にそ
の報告書が出ました。
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第 4 の柱は、有名なウォアー・ ギルト・ インフォメーション・プログラム（WGIP）です。もっとも、
大きく言えば、ここで紹介する GHQ 洗脳の 6 つの柱は、すべて WGIP の一環と言うこともできます。
WGIP は、1945 年 9 月から始まりました。しかし、実は、これは占領軍のイニシアティヴでやったこと
ではないのです。日本を洗脳の檻にしたのは、マッカーサーのイニシアティヴではありません。アメリカ
本国のイニシアティヴなのです。基本的には、フランクリン・ルーズヴェルト大統領が 1942 年６月 13
日、開戦後間もない頃ですけれども、戦時プロパガンダ機関である OWI（Office of War Information）
、
日本語では戦時情報局というものを設置しましたのですが、それの流れを汲む戦略だったのです。です
から、あくまでもワシントンＤ.Ｃ.が主導したものであって、GHQ が主導したわけではありません。徹
底した日本人洗脳プログラムが、連合軍最高司令部（GHQ/ SCAP）の民間情報教育局（CIE）が担当と
なって実施されました。まず５項目の「日本人再教育プラン」というものが、1945 年の 9 月 17 日に出
ました。その第二項目に、
「日本の敗戦の事実を明らかにし、日本国民に戦争の責任、日本軍の犯した残
虐な行為及び日本指導者の戦争責任を熟知せしめる」ということが記されています。これが、WGIP の
一番大きな目的なのです。そして、GHQ は、洗脳のバイブルとも言える『太平洋戦争史』という冊子を
出します。これは、ブラッドフォード・スミスという CIE 企画課の課長がいたのですが、原文の英語版
は彼の課で書きました。しかし、この本の邦訳（高木書院）の奥付を見ますと、
「資料提供」が GHQ の
CIE ということになっていて、他方、中屋健弌(なかやけんいち)という翻訳者の名前だけが出ています。
この中屋という人は、当時、共同通信社の人で、後に東大教授になった人です。しかし、この本の著者名
も編者名も一切記載されていません。一般に、書いた人の名前がない文書のことを、怪文書と言います
が、この『太平洋戦争史』は、差し詰め「怪書籍」です。私は、これまで、著者名も編者名もない本など、
ほかに見たことがありません。つまり、出自が怪しい冊子なのですが、GHQ は、これを日本の子供たち
の歴史教科書として使わせたのです。自分たちが書いたということを隠しておきたかったので、クレジ
ットに「GHQ 資料提供」としたのでしょう。
ところで、ブラッドフォード・スミスというは、どういう人かというと、戦時中は、先にも述べました
ルーズヴェルトが作った戦時プロパガンダ機関の OWI のホノルル支局の責任者、つまり、日本を対象と
した戦時対敵プロパガンダの責任者でした。要するに、
『太平洋戦争史』は、日本を対象とする対敵プロ
パガンダをやっていた人が作った正にプロパガンダ本なのです。GHQ は、それを、日本の子供たちの歴
史教科書として使わせました。10 万部出版され、学校で使われました。他方、GHQ には戦史室というの
がありまして、立派な歴史の専門家も揃えていました。そこには、100 人とも 200 人とも言いますけれ
ども、かなり多くのスタッフがいたのですけれども、マッカーサーは、そこではなくて、わざわざプロパ
ガンダ屋（ブロパギャンディスト）に書かせたということです。このことをもってしても、
『太平洋戦争
史』が、最初から、日本を貶めるために、プロパガンダ目的で書かれたことが分かります。結局、B. ス
ミスという人は、戦中はホノルルで、戦後は舞台を東京に変え、いずれも、日本を対象とする対敵プロパ
ガンダに従事したことになります。
『太平洋戦争史』は、歴史教科書と言えるような代物ではないのではなく、日米の戦闘を時系列に紹介
し、その中で日本軍の無謀性とか残虐性を浮かび上がらせ、日本の指導者とか軍部の責任を、日本国民に
吹き込もうととするものです。まともな歴史書、巨視的な視点の歴史書ではないのです。しかし、GHQ
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の対日洗脳のバイブルになりました。そして、この内容をドラマ仕立てにした NHK のラジオ番組も作ら
れることになります。
つまり、
『太平洋戦争史』は、プロパガンダ屋が書いた「ためにする歴史的な冊子」なのですが、本文
158 ページの比較的小さい冊子なので、全文を５大新聞に、10 日間にわたって連載させました。ところ
で、当時の新聞は、ペラの一枚だけで、裏表２ページだけでした。しかし、
『太平洋戦争史』を連載させ
た 10 日間だけは、特別に、2 枚４ページの特大版にして、基本的には第 2 面と第 4 面に掲載させました。
10 日間、新聞で合計 20 ページになりますが、
『太平洋戦争史』の内容をすべて掲載したわけです。第一
回目の掲載日は、1945 年の 12 月 8 日とされました。これは、真珠湾の日です。彼らは、わざわざこの
日を選びました。やることが、非常にいやらしいというか、嫌味ですね。そして、新聞に掲載した時には、
「真実なき軍国日本の崩壊」というような副題を付けさせました。なお、本の方の副題は、
「奉天事件よ
り無条件降伏まで」となっています。
NHK のラジオ番組『眞相はかうだ』は、この本の内容を劇仕立てにして、俳優たちに語らせたもので
す。真相はこうなんだ、つまり、あなたたちは、これまで大本営発表ばかり聞いていて、何も真実を知ら
されなかったが、我々が真実を教えてあげますよ、というのが基本的スタンスです。この番組は、毎週日
曜日のゴールデンアワーの夜 8 時から 30 分間、NHK 第 1 と第 2 で同時放送されました。しかもその後
は、平日に、曜日と時間帯を変えて 3 回再放送されました。これは、一つには学校の生徒用の時間帯、も
う一つはサラリーマン用の昼休み用の時間帯に合わせました。そういうことで、合計、週 4 回、執拗に繰
り返し放送させるということをやったわけです。
当初の計画では、20 回放送する予定だったらしいのですが、評判が芳しくなかったということで、実
際には計 10 回、1946 年 2 月 10 日を最後に終わってしまいました。先にご紹介した NHK の春日さんの
話によると、抗議の手紙が殺到したと言います。まだ、終戦直後だったので、日本の軍隊は、こんなんじ
ゃなかったとか、英霊に感謝するべきだとか、そういう内容だったようです。春日さんは、そうした非難
の投書の束を GHQ の責任者の机にドサッと毎日置いたのだそうですが、その責任者は、どうせリスナ
ーの評判は余り良くないのことは分かってますから、その度ごとに凄く嫌な顔したのだそうです。そこ
で、日頃、GHQ に力ずくで押さえつけられっぱなしの春日さんとしては、多少溜飲を下げたと書いてい
ます。
『眞相はかうだ』の評判が余りに悪かったので、GHQ は、その後、リスナーからの質問に答える形の
より穏やかな内容の番組にして、
『眞相はかうだ・質問箱』、
『眞相箱』
、
『質問箱』と名称と体裁を変えな
がら、1948 年 1 月 4 日まで続きました。さらに、その後は、毎日 30 分間の『インフォメーション・ア
ワー』という番組に衣替えし、これは、GHQ が去る 1952 年まで続きました。こうして、GHQ のプロ
パガンダ放送は、この時点まで続いたわけです。
第 5 の柱は、徹底した検閲です。これも東京に来たマッカーサーの部隊がイニシアティヴをとったの
ではなくワシントンの主導によるものでした。すでに終戦前の 1945 年の 4 月 20 日、米軍の統合参謀本
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部（JCS）は、
「日本における民間検閲基本計画」というものを作っています。この方針はどういうものか
というと、３つあって、第 1 は、対日検閲計画は、対独検閲計画、すなわちドイツに対する検閲計画に比
べて著しく厳格なものとする、と謳われています。第 2 に、日本を「実効ある検閲の網の目」によって包
囲し、その言語空間を外部世界から遮断する、と謳われています。日本列島全体を「洗脳の檻」にしよう
ということです。ここで重要なのは、日本人に対してだけでなく、日本において検閲を含む洗脳が行われ
ていることを、世界全体に対して秘匿したわけです。アメリカ人も含めて秘匿したのです。ですから、ア
メリカは、日本人だけでなくてアメリカ人をも含めて世界全体の人々を騙した、ということになります。
第 3 は、
「６項目の検閲規則」というのがありまして、これは後に GHQ から 1946 年 11 月 25 日に GHQ
発出される「30 項目の検閲指針」という悪名高いものがあるわけですけども、その先駆けとなったもの
です。これについては、恐らく後で茂木さんから詳しく説明して下さると思います。
それより前の 1944 年の 11 月 12 日に、米統合参謀本部から戦域軍最高司令官のマッカーサーに宛て
た命令があります。敵国領土占領期間中を含めて、民間通信検閲の責任を戦域軍司令官に課すというこ
とです。でからワシントンの命令によって、マッカーサーが動き、日本で検閲したということです。具体
的に、どのように検閲を実施するかについては、マッカーサーに大きな裁量が与えられていました。しか
し、この命令書によれば、ワシントンの統合参謀本部が命令するまで、占領地における検閲を解いてはい
けないということまで書かれています。ですから、日本での洗脳とか検閲は、完全にワシントンの主導で
行われた計画です。さらに、それ以前の 1944 年 5 月 19 日、リアリー陸軍省高級副官からマッカーサー
に宛てた公信「軍の占領または管理下にある諸地域における民間通信検閲―12 項目の覚書」が出ていま
す。
さらに言えば、元を辿ると、ルーズヴェルトが開戦直後の 1941 年 12 月 19 日に設置した大統領直属の
合衆国検閲局（Office of Censorship）に行き着きます。その長官はバイロン・プライスという人ですけれ
ども、これはもちろんルーズヴェルトが任命した人です。この人は、ジャーナリストですけれども、彼が
陸軍長官のヘンリー・スティムソンに送った書簡というのがありまして、これは 1943 年の 6 月２日付け
ですので、実際の終戦より 2 年以上も前のことでした。その書簡で、B. プライスは、すでにこの時点で、
将来の占領地域における米軍による検閲実施を求めています。すなわち、陸軍長官に、戦争に勝利した
ら、占領地で検閲をやるんでしょうねということを、予め確認しているわけです。そして、スティムソン
からちゃんと返事が返ってきて、やりますよということを確認しています。要するに、このバイロン・プ
ライスという合衆国検閲長官が、日本における検閲の構築に際して背後で極めて重要な役割を果たした
ことになるわけです。しかしながら、合衆国検閲局の設立も、その長官であるバイロン・プライスの任命
も、ルーズヴェルト大統領が行ったものであり、結局のところ、実質的にはルーズヴェルトが主導をして
日本を「巨大な洗脳の檻」と化した、と言っても過言でないと思います。
検閲の概要ですけれども、
５大新聞に対する完全なる事前検閲を開始したのは 1945 年 10 月９日です。
各社は、毎朝、ゲラを 2 部、GHQ に提出し、添削を受けて、そのうち 1 部を返却してもらい、その通り
に印刷するという手順でした。それから、悪名高い「30 項目の検閲指針」が出るのは、1946 年 11 月 25
日です。その第 25 項目目に、
「占領軍に対する批判の禁止」があるのですが、酷い例としては、占領軍兵
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士による婦女暴行や強盗といった凶悪な刑事事件ですら、報道はタブーとされました。それで新聞、雑
誌、壁新聞、電信電話、書籍（含む自費出版物）
、政治家の演説、映画、演劇、詩歌、歌舞伎、文楽、神
楽、落語、漫才、紙芝居、童謡、流行歌、旅行用携帯文書、子供が書いた学級新聞など、ありとあらゆる
言論空間が検閲を受けました。発禁本、すなわち焚書については、色々な説があるのですが、およそ７千
冊が禁書になったと考えられています。
封書も開封して検閲されました。検閲は、全般的に、GHQ の参謀第 2 部民間諜報局（CIS）の民間検
閲支隊（CCD）というところが担当しました。郵便検閲についていえば、取り扱った郵便が月平均 2,000
万通あったそうですが、そのうちだいたい 400 万通くらいを開封したということです。まあ恐ろしい人
海戦術で、コストを度外視した徹底的なものであったようです。日本語で書いてあるので、最初の検閲は
日本人が当たりましたが、最盛期は、6,000 人ぐらいの日本人の検閲スタッフいたようです。一流大学の
学生をはじめ、知識レヴェルが高い人が多かったようで、割合高給だったようですが、その負担は全て日
本政府にさせました。敵国のために、同胞のプライヴァシーを犯す行為ということで、当然のことなが
ら、自責の念にかられた人も少なくなかったようで、検閲官の定着率は高くなく、最大延べ 20,000 人程
度の日本人が、郵便検閲に関与したと見積もられています（山本武利 [2013], p. 131）
。なお、郵便は、
マス・メディアではないので、検閲目的というよりも、諜報とか日本国民の世論の動向把握（もしくは世
論調査）が主目的だったようです。
戦前・戦中にも増して非常に厳しい言論統制が GHQ によって行われたのですけれども、GHQ はこの
事実を秘匿しました。これはなぜかというと、明らかにポツダム宣言の第 10 項「言論、宗教及び思想の
自由」とか、1791 年の合衆国憲法修正第 1 条「宗教、言論、出版および集会の自由」に違反しますし、
加えて、彼らが作って日本に与えた現行憲法第 21 条「言論の自由」にも、明らかに違反するからです。
明々白々に違法なので、秘匿するしかなかったのでしょう。当然のことながら、アメリカの国内には、検
閲をするということに対しては強い反対はありました。しかし、アメリカ国民を含めて、検閲について
も、洗脳についても一切知らせないと、決めたわけです。
GHQ 洗脳の共犯者にさせられた大手メディア
ここで重要なのは、日本の大手メディアは、完全に GHQ の共犯者にさせられたということです。つま
り GHQ がやったことは、日本の軍部や政治的な指導者を悪者にし、戦前・戦中におけるメディアの「罪」
は不問に付して、完全に GHQ の共犯者にした、ということです。ドイツでは、戦前・戦中のメディアは
全部解体されたのです。ところが、日本ではそうではなくて、そのまま残して、共犯者に仕立て上げたと
いうことです。世界史上最も残虐な戦争を戦ったのは第二次世界大戦におけるアメリカで、その最大被
害者は日本人です。広島、長崎と、原子爆弾を一度ならず、二度までも投下し、また、夥しい数の日本の
大中小都市に対して無差別爆撃を行いました。そうした自分たちの極めて非人道的な行為を糊塗するた
めに、日本軍による南京事件やフィリピンにおける暴虐事件を、米国は、戦後、盛んに喧伝しました。
1945 年９月 29 日、
「新聞と言論の自由に関する新措置」
（9/27 付け SCAPIN-66）が発表されます。こ
れは、日本政府によるメディアへの介入を禁止する一方、GHQ には完全にしたがえという命令です。つ
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まり、日本のメディアに対して、自国に対する忠誠義務を完全に奪い去り、外国権力にしたがわせようと
いう指令です。この背景には、直前に、昭和天皇がアメリカ大使館にマッカーサーを訪問して会談したの
ですが、その時のモーニングで正装し直立した昭和天皇と比較的くつろいだ感じのマッカーサーが並ん
で立った写真を日本のメディアが掲載したということがありました。それに対して、日本政府は、不敬に
当たるということで、直ちに待ったをかけたのですが、他方、GHQ は構わないとして写真を出させまし
た。要するに、日本政府には、メディアに対して介入する権利は何もないということですが、他方、GHQ
の言うことは絶対聞きなさい、ということを示したわけです。
最後の第 6 の柱は、無論、東京裁判でありまして、戦勝国史観をプレイ・アップするためのおそらく世
界史上最大規模のスペクタクル、すなわち平たく言えば、見世物です。史上最大規模のエンターテインメ
ントと言ってもよいでしょう。それで、白を黒、黒を白と言いくるめる史上稀にみる劇的なパラダイム・
シフトを、米国はやってのけたということです。日本の戦争目的自体は、アングロ・サクソンの植民地支
配からアジアを解放するということで立派な理念だったのですけれども、WGIP と東京裁判によって、
「日本＝悪」
、「アメリカ＝善」という構図を刷り込まれてしまったということです。
以上みてきたように、ほとんどすべての日本人が、GHQ によって、少なくとも一旦は洗脳されたとい
うことだと思います。アメリカは、戦時中は、日本の大中小の夥しい数の都市を、火器によって絨毯爆撃
したのですけれども、戦後は、日本人の頭の中を、思想的・文化的に絨毯爆撃を行ったと言っても過言で
はないと思います。
小野田寛郎さんを除いてすべての日本人が洗脳された
象徴的に言えば、小野田寛郎さんを除いて、すべての日本人が洗脳されたのではないかと、私は考えて
います。親が、子供に対して非常にしっかりした教育を行ったため、例外的に洗脳されなかった人もいる
でしょうが、しかし、それは非常に限られていると思います。小野田さんは、およそ 30 年間、フィリピ
ンのルバング島のジャングルの中にいて、日本にいなかったので洗脳から完全に逃れることができまし
た。しかし、日本に帰ってみたら、自分の家族を含めて、日本人全員が洗脳されていたわけです。小野田
さんのことですから、自分で調べてみて、アメリカに洗脳されたのだなと、直ぐに分かったことでしょ
う。その時点で、小野田さんは、戦後の日本に深く失望したはずです。そして、いたたまれなくなって、
帰国から僅か半年後にブラジルに移住しました。彼が帰国したのは 1974 年ですから、私は既に社会人に
なっていましたけれど、その当時、私は、小野田さんの行動がどうしても理解できませんでした。1974
年と言えば、第一次石油ショックの翌年ですから、日本の高度成長は終わっており、すでに割合豊かにな
っていました。30 年間も、ジャングルの中で苦労してようやく、豊かになった日本に帰ってきたのに、
どうして日本を捨てて、ブラジルに移住するのか、当時の私には分かりませんでした。それは、私の頭の
中が、当時はまだ、GHQ の洗脳から解けていなかったからだということです。いま現在は、私も完全に
GHQ の洗脳から脱していますので、小野田さんの行動は良く理解できます。小野田さんのとった行動が、
日本社会が、戦後、いかに完全に GHQ によって洗脳されたか、ということの証左だと思います。小野田
少尉は、あたかも「単身人間タイムカプセル」のように、戦前の頭の中のまま、30 年後に、GHQ によっ
て完全に洗脳された後の日本に帰ってきたということです。実際に、アメリカは、戦後、海外在住の日本
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人をできるだけ帰国させようとしました。そのために、例えば、大陸からの引き揚げ者のために、船を出
すというようなこともしています。それは、すべての日本人を洗脳の檻の中に入れるためだったのです。
しかし、小野田さんは、そうした枠組みから完全に逃れた例外中の例外だったわけです。小野田さんの事
例は、日本における GHQ 洗脳の本質を知るための格好のケース・スタディだと思います。
GHQ が作り、今もなお存在する有害な反日組織
これも極めて重要なことですが、現在、有力な反日勢力の多くは、戦後、GHQ によって作られたとい
うことが言えます。例えば、日教組（JTU）がそうです。1947 年６月８日に設立されましたが、これは、
GHQ と東大教授で共産主義者の羽仁五郎が緊密に相談をしてできました。
それから日本学術会議（SCJ）
も、GHQ の指令で、日本の科学者に二度と軍事研究をさせまいとする意図で、1949 年 1 月 20 日に設立
されました。日本学術会議は、それを未だに後生大事に守っているということです。したがって、日本学
術会議は日本の安全保障の妨げです。大きな障害になっているのです。また教科書問題についていえば、
日本学術会議が学習指導要領の作成などに非常に強い影響力をもっていることも問題です。それから日
弁連（JFBA）です。1949 年９月 1 日に設立されたのですけれども、これも GHQ が作らせたものです。
日弁連は、国連などで、極めて反日的な活動を積極的に行っています。これに対して、戦前にあった日本
弁護士協会を再建しようという動きがありまして、その準備会の会長さんが、今日、この場に参加されて
おられる高池勝彦弁護士です。そうした動きは、誠に有意義であり、是非、頑張っていただきたいと思い
ます。しかし、日教組、日本学術会議、日弁連という GHQ の流れを汲む３つの団体は、もうはっきり言
って、すべて解散して欲しいと、私は考えています。
GHQ で外交局長（GHQ における米国務省代表）および連合国対日理事会（ACJ）の米国代表を務め
たウィリアム・シーボルトが、回想録を書いています。1965 年に書いて、その翌年の 1966 年に日本語
版が出ています。その「はしがき」の２ページ目に書いてあるのですけれども、GHQ の計画について、
「一国民全体を改造しようとする前例のない企てだったのだ。その結果は、良かれ悪しかれ、今日の日本
に見られるとおりである。
」（シーボルト [1966 (1965)]. P. 2）とあります。大それた計画であるという
ことを十分に分かった上で、周到に計画を立てそれを実行したということです。良かったか、悪かったか
は分らないないけれども、とにかく効果は凄くあった、そして、その効果はいまだに効いていると、1960
年代の半ばに、述懐しているわけです。途方もない大計画であり、それをやってのけた恐ろしい人たちだ
と言えると思います。
日本の講和独立 70 周年に向けて：2022 年 4 月 28 日
来年、2022 年の４月 28 日が、サンフランシスコ講和条約の発効、すなわち日本の独立回復から 70 周
年にあたるわけで、それに向けてキャンペーンを展開していければと考えています。これは、70 年遅れ
でようやく令和の時代に初めて始まる日本における独立運動ではないかと思います。今日、パネリスト
の一人としてお招きしている元・産経新聞専務取締役の吉田信行さんがおられますけれども、先ずは産
経新聞から、告白・懺悔を始めてもらいたいと思います。産経新聞がやらないで、他にどこがやるのでし
ょうか？
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しかし、GHQ との共犯という意味で最も罪深いメディアは、NHK と朝日新聞ですので、究極的には、
この
両社の告白・懺悔が不可欠です。まず、産経新聞が先陣を切り、次いで、読売新聞が続く形とし、最終的
には、本丸の NHK と朝日新聞に迫りたいと考えています。
読売新聞は、時々思い出したかのように良いことやるのすけれども、一回限りで終わってしまいます。
それでは、効果がなく、意味がありません。産経新聞が踏み出さないことが、日本の国としての独立への
道が妨げられているのだとしたら、明治維新の独立思想の雄である福沢諭吉が創刊した「時事新報」の流
れを汲む「産経新聞」としては、それこそ沽券にかかわる問題ではないかと思うわけです。
ところで、朝日新聞が、慰安婦問題について、2014 年の 8 月 5 日と 6 日に、長年にわたる誤報を認め、
非常に長大な報道をしましたけれど、このテーマは、これに匹敵するような大規模な特集記事から始め
るべきである、ということだと思います。慰安婦問題の嘘を長年にわたって報道し続けた朝日新聞と、長
年にわたって洗脳の事実を隠してきた大手メディアのどちらが大きな問題かというと、明らかに、後者
の方が比べ物にならないほど重要な問題だと思います。その意味で非常に長大なプロジェクトをやって
ほしいと考えます。
おわりに
最後になりますが、これまでずっと「ヨーロッパ中心史観」が蔓延ってきました。それは、いわば「〈日
本は後進的〉史観」と言ってもいいと思うのですが、それが結局、自虐史観と相互に結びついているとい
うことです。戦後の日本では、近代主義とマルクス主義という 2 つの歴史観が対立してきたと思うので
すけれど、その両方とも、
「ヨーロッパ中心史観」と「
〈日本は後進的〉史観」に立脚してきたということ
だと思います。
ですから、当然のことながら、「ヨーロッパ中心史観」を覆さなくてはいけないということがあります。
そして、実は、戦勝国史観は、日本人だけでなくアメリカ人を含む世界全体の人々も欺いてきた、という
ことがあります。それは、アメリカが言論統制の事実を秘匿していたために起きたことです。欧米など国
際社会の人々のほとんどは、真の近現代史を知らないということなのです。あなたがたは、真の近現代史
を知りませんよ、と我々は言うことができると思います。それは、我々が GHQ の洗脳から解けていけ
ば、そうした洗脳から解けた日本人こそが、真の近現代史を世界に向かって言う資格があるのではない
かということだと思うのです。
私は、2019 年９月、２年近く前ですけれど、ニューヨーク・マンハッタンのキングス・カレッジで行
われたある国際学会（米国ミーゼズ研究所主催の Libertarian Scholars Conference 2019）で、「GHQ が
戦後日本に仕掛けた巨大な洗脳の檻―小野田寛郎さんを除いて日本人は全員洗脳された!!」というタイト
ルで報告しました（Yamashita [2019]）。その時、アメリカ人だけでなく、ヨーロッパの人もいたのです
が、アメリカが言論統制や洗脳の事実を秘匿したので、あなたたちのほとんどすべては、実は、真の近代
史を知らないんですよ、とはっきり申し上げました。その場にいた欧米諸国を中心とした皆さん方は、
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「こんなことをいう日本人を見たのは初めてだ」と思ったことでしょう。
ところで、現在、日本社会全体を覆う非常に深い閉塞感というのがありますけれども、これは長年全く
同じ体制、しかも国としての誇りを持てないような非独立国体制のことですが、それを安易に、極めて長
い期間、続けてきてしまったことにある、と考えます。
明治維新から第二次世界大戦が 1945 年に終わるまでが、77 年間です。この間、日本には、実に色々な
ことがありました。欧米列強からの植民地支配の脅威、日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦があり、さ
らに第二次世界大戦もありました。開国圧力と非植民地化の脅威、そうした大きな試練を乗り越えて、立
派な独立国に成長したのですけれども、また新たな国難に遭遇して、第二次世界大戦に巻き込まれまし
た。そして、第二次世界大戦が終了して今日まで 76 年間で、それ以前とほとんど同じ長さの期間なので
す。この 76 年間も色々ありましたが、非独立国であるという点は一向に変わっていません。国としての
潜在力は十分にあるのに、非常に長い間、歴とした独立国にならないということでは、国民の国に対する
誇りが失われ、国としての活力がなくなってしまいます。いま、歴とした独立国に生まれ変わり、国とし
て蘇生することが必要とされるのではないでしょうか。
自国に対する忠誠心を奪われ、GHQ による言論統制の共犯者にさせられた大手メディアが告白・懺悔す
れば、令和の時代になってようやく始まる、あるいは明治維新以来、初めて始めることになる我が国の独
立運動の嚆矢となるでしょう。そのように考えています。
どうもご清聴ありがとうございました。
＊文中、参考文献の紹介をしていますが、それについては、山下のレジュメの末尾をご参照いただけれ
ば、文献名を特定できるようになっています。
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3.

講演 山田 宏 参議院議員
我が国が歴とした独立国になるための条件

私は京都大学法学部を卒業したわけでありますけれども、当時、京都大学に会田雄次という先生がおら
れました。会田雄次先生の本を大学時代に貪るように読みました。また会田先生のお話も伺いました。
会田先生は、40 歳ぐらいの時に昭和 30 年代の前半、ちょうど私が生まれる前ぐらいの頃ですが、京大
の学生に向け講演をされております。その時お話しされたことは、
「君達はいずれ日本国のリーダーにな
るだろう。しかし、君たちが日本のリーダーになる頃、日本が一番危うい。おそらく日本は浮遊するであ
ろう」こう予言をされました。そして『なぜならば君たちは戦後の日本の教育の中で、大事な三つの教育
を受けていない。これが致命的である』と、こういう講演でした。
三つの教育とはなにか？ 「ひとつは宗教心の大切さというものを教わっていない。戦前はしっかり教
えていた。宗教心というのは何教、何宗、ということではない。いわば自分を高いところから眺めるとい
う、そういう心象である。例えば、お天道様が見ている、ご先祖様が見ている、神様が見ているよ、仏さ
まが見ているよ、という教え方をして子どもたちに宗教心、自分からもっと高い目で自分を眺めるとい
うふたつの目を作ろうとしていた。しかし今や人が見ていなければ、何をしてもよいと。そういう高い視
点でものを見ることをしなくなった。」
「ふたつ目は、道徳を教えていない。道徳というのは世界中、どの宗教、どの国もだいたい同じである。
人間が守るべきルール、規範というものはどこの国にあってもほとんど変わりがない。これを戦後日本
は捨ててしまった。教育勅語を捨ててしまった。そういったものを含めて国民への道徳というものの規
範が消え去ってしまっている。それを教わっていない。
」
「三つ目は、歴史への誇りである。君たちは戦争の敗戦によって日本の歴史に誇りを持てる教育を受け
ていない。これが致命的である。なぜならば、’’いい国に生まれた’’、’’素晴らしい先人がいた’’というこ
とをきちんと理解していることが、実は日本を良くしていく力になる。こんな悪い国に生まれてしまっ
たと思った時に、ほかの国に生まれれば良かったと思った時に、人はごみを捨て、落書きをし、万引きを
繰り返し、そしてこんな国なんて、と人ごとのように話す。そういう国が立派になるはずがない。 宗教
心、道徳、そして歴史への誇り。これは敗戦によって日本人が失った最も大事な教育目標である。これを
復活させなければ日本は浮遊する。浮草のようになってしまう。
」
これを昭和 30 年代の前半に予言した。まさに今、そのようになってるじゃありませんか。その時の京
大生は今 85 歳くらいです。もちろんこの人たちが悪いと言っているわけではございません。しかし、そ
の当時の日本人は全部そういう教育を受けてしまっている。その人たちがいずれ社会を引っ張っていき、
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今日の日本になっているわけです。経済は 20 数年も、他の国は伸びているのに低迷状態であります。日
本の人口は、少子化の中でどんどん減ってるのに、誰も歯止めをかけることができない。これを浮遊して
いると言わないでなんと言うのか。
コロナ禍において日本国がいかに危機に弱いということを我々ははっきりと見てしまった。千葉県で
去年の 3 月、4 月に臨時コロナ病床を 1 千床作ろうという計画がありました。簡易スペースです。そこに
医師や看護師を集めようとすると日本の医療法・医師法ではお願いベースでしかできないので集めるこ
とが叶いません。本当は、もう少し強い命令、いや命令と言わないまでも強い権限で医師や看護師を集め
ておかなければならなかったのですが、それができない。プレハブで臨時病棟を作ろうと思ったけれど
も、土台のないプレハブについては、建築確認は 3 カ月間しか建ててはならないという建築基準法にな
っているので、そんな短い期間では、臨時病棟にはならない、ということです。また酸素を扱うというこ
とで消防法のさまざまな枠組みが入ってくる。これをクリアできないということで、結局 5 月の末に断
念となりました。2 週間以内に作って、千床の病棟を確保すれば我が国はどうなっていったのか。今、病
床がないという状況で、病床なんて作ればいいじゃないか、こう思うんですが、しかしそれができないと
いうのを示しているのがこの千葉県の例です。
本来国家が危機に当たった際は、非常事態宣言をして、それまでの平時のルールはやめて、一気に全法
律はスイッチが入って非常事態の臨時の法律になっていく。そして首相があらゆる権限を持って対応し
ていくというのが普通の国家であります。しかし日本は危機でありながら、相変わらず平時のルールを
適用するものですから、ワクチンの開発、ワクチンの確保も、接種体制も全部グダグダになってしまった
ではありませんか。これは菅さんのせいではありません、安倍さんのせいでもありません。もちろんリー
ダーの責任はありますが。日本では、平時法制しか使えず、ボトムアップで議論していくわけですから時
間がかかるのは当たり前です。ぜんぶ行政は縦割りで、縦横同士の連絡をしていかなければ決定ができ
ないという体制です。
非常事態宣言というのは、全てをリーダーに、ある面では全てを委ねていくということ、危機のスイッ
チです。危機の時に、危機のスイッチを入れられない国に、本当に国民の命や財産を守れるでしょうか。
こういったことが象徴するように、日本国は、国家としての体制、もっと言えば危機の体制というのが
憲法上規定されていない、またはそういうような国民の心もない。
今、尖閣諸島ではほぼ毎日、中国の公船が日本の漁船を追い回しています。本来なら日本が中国の公船
を取り締まらなければいけない。しかし、事なかれ主義、またはこれをやると、中国を挑発するんじゃな
いかということで、もう何 10 年もこんなことをやってきている。その結果、もはや、侵略 1 歩手前にな
りました。もちろん、我々が力を持つまで戦略的に我慢するという方法もあると思う。しかしそれはどう
いう力を持てば、彼らを粉砕できるかという考えがあってこそです。今は、その考えもなく、ただその場
しのぎをやっている。それで何とか過ごしている。うまくこれで収まればいい。この程度のものでしかな
いわけです。
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本来は、中国とだったら、当然ながら最終的には向こうは核兵器を持ってるわけですから、その核兵器
に我が国としてどう対応するかを考えるのが独立国家です。核をどうするのか？保有するのか？それと
も否か？こういう議論さえタブー視させられている。こんなことで国家の独立は守れるのでしょうか。
どこか、大事なところで目をそむけてしまう。大事なところでタブー視してしまう。そのタブーがどこで
生まれたかというと、敗戦の後の占領政策であります。それ以降、言論空間は日本にとって大事なテーマ
を取り上げようとすると、 タブー視する、みんなで叩き潰す。こういう雰囲気が 70 数年続いて参りま
した。
その結果経済は成長した。しかしもう一方で国家は失ってしまった。国家を失うということはどういう
ことか？防衛ができない。憲法改正できない。靖国神社には行かない。拉致被害者を取り返すこともでき
ない。こういう国家的な課題、本来国家が前面に立ってやらなければいけない課題はぜんぶ後回しにな
ってしまった。自立心の基本は、自分の国を自分で守るということです。今の憲法は他人に守ってもらお
うと書いてるわけですから、自立心が生まれるはずもありません。一番大切なことを、他人にやってもら
おうとしている。自分の家に誰かが押し入った時に「まあ、話し合いましょう」とそれしか言えない。隣
の家の人も「自分の家でなくて良かった」と、こういういわゆる公というものを築き上げてゆく力が 70
数年、一切失われてしまった。
我々はこれからやらなくてはいけないことは、まず国防であります。これが基本なんです。国防をやれ
る限りきちっとやる。そういう事態に入ってきている。その上で、やはり国の基本である憲法を正しい日
本国の伝統精神に基づいた憲法に変えてゆくことも必要でしょう。なによりも、この占領政策によって
日本人があたかも、戦前の日本人と戦後の日本人が別の国の国民のように我々は考えてしまう。「戦前」
というのは、まさにどこかの国、私たちが批判するような対象。違うでしょう。我々の先祖、父や母、そ
して祖父母、ずっと続いて皆さんがいるわけです。戦前と戦後が断絶しているわけがないのです。戦前と
戦後をくっつけなければ日本は再生しません。戦前を他人の国のように批判をして、我が国が立派にな
るんでしょうか。もちろん間違いもあったでしょう。しかしいいことだってたくさんあります。これから
言論空間でやらなければならないのは、戦後失われてきたタブーを皆さんで主張していく必要がある。
そういうことをしないと、これは崩れないんです。
私は、70 数年、見ぬふりをした、その場しのぎをしてきたというツケが現在のコロナの対応で日本国
の周りの環境であり、そして対外的な侵略を生んできた、そういう事態をもたらしたと思います。
会田雄次先生の 65 年前の言葉をもう一度反芻して、我々は一番大切なものを捨て去ってしまったのだ
からどんな政策をしても経済は立ち直らない、お金だけで経済は立ち直るはずがないんです。大事な時
に、知恵を出し、汗をかき、乗り越えてゆく。そういった自立心がそれぞれの人にある、それぞれの会社
にある、それぞれのお店にある。なによりも政治家にある。そういった自立心が失われてしまった。大事
なのは日本の伝統精神の土台の上に、もう一度しっかりとしたものを立ち上げてゆくことが大事なので
す。そのためには先ほども申し上げた通り、戦後占領政策になって、タブー視された、それがマス・メデ
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ィアの習い性になってしまった。そういったものに対して我々は「違うよ」
、または「こういった議論も
あるよ」と臆せず主張していくことが子孫のために 私たちが果たす役割だと考えております。
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4.

ショート・スピーチ

元産経新聞専務取締役・論説委員⻑ 吉田信行
産経新聞で、論説委員長を 2005 年まで、11 年間という結構長い期間やっておりました。先程、山下
先生の方から「産経新聞は告白して謝罪せよ」という事で、多大な期待感が集まっているわけですが、残
念ながら現役ではないので確たることを述べる立場にはないものの、誠実にお答えしたいと思っており
ます。
私は、今でははっきり「敵は本能寺にあり」ということで 、GHQ の思想工作 と言論統制が、悪しき
影響を戦後の我が国言論界に及ぼしたと見ているのですが、残念ながら、現役の時代には、 GHQ のこう
した思想工作が我々にこれだけ大きくのしかかっているんだという認識は持っていませんでした。考え
てみますと、1984 年に読売新聞社から、高桑幸吉渉外部長兼検閲課長という検閲に関わる仕事をしてい
た人が『マッカーサーの新聞検閲』という本を出しているのですが、現役時代には見たこともなく、それ
から江藤 淳さんが 1989 年に出された『閉ざされた言論空間』も出たことは知っ ていたとは思うもの
の、中身を読んで、それを自らの問題として考えるということはしておりませんでした。
そういうわけで大変節穴だったし、ボーンヘッドだったなと思ってはいるのですが、それだけマイン
ド・コントロールが巧みであったということかも知れません。もう少し個人の場をはなれて、日本全体を
見ますと、日本経済が立ち直り、急速に発展して行ったということの方に日本全体の目が向いていたこ
ともあると思うのです。GHQ が占領支配していた時代に、すでに朝鮮戦争が始まり、朝鮮特需というこ
ともあって 1956 年にはすでに経済白書で「もはや戦後ではない」という表現が見られるまでなりまし
た。
安保条約をめぐって、反米闘争はあったものの、反 GHQ ではなかったし、その後は池田内閣になって
所得倍増計画という形で経済の発展に目を向けられていった。佐藤内閣を経て田中内閣になると列島改
造論というかたちで公共投資が活発化して、1979 年にはエズラ・ウォーゲルが『ジャパン・アズ・ナン
バーワン』を書いて、日本経済を高く評価するまでになりました。1980 年代になると、一人当たりの GDP
でアメリカ にまで迫る勢いになってきて、85 年には例のプラザ合意で円高に誘導される。さらには、
日米半導体協定を結ばされて、高い関税をかけられ、当時 50%以上の世界シェアを誇った日本の半導体
産業も、その後、衰退していくのですが、なにかアメリカ経済を追い詰めるところまで行ってしまったと
いうこともあって、どうも過去のことについてはどうでもよくなり、GHQ のことも含めてスルーしてし
まったという時代だったのではないかと思います。
ところが、この 30 年間、失われ 30 年という中で、経済発展も技術開発もうまくなくなってくると、
反省・内省の時期に入っていく。なんで、日本がこんなに弱体化したのかということを探るうちに、終戦
直後まで立ち戻って考えるようになってきたのではないかという風に思うわけです 。
ただ、 GHQ の問題を取り上げるのにしても、70 年も前のことじゃないかという、そういう感じでと
らえる方が少なくないかもしれません。しかし、GHQ の思想工作や言論統制にこそ問題があるんだとい
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う認識は、やっぱり江藤 淳さんの『閉ざされた言論空間』以降の話ですので、決してそんなに古くはな
いわけです。しかも、その後 GHQ 関係の本がいろんなところから出てくるようになったのは 2015 年ご
ろからで、そういう意味では、日本社会にとって、特に今の世代にとっては、比較的新しい問題というこ
とができるかと思います。しかも、そもそも占領されるというのは、日本にとっては開闢以来 2000 年
の歴史の中で初めてですし、他の国であっても戦争に負けるなどというのは 100 年に一度、200 年に一
度ぐらいの大事件ですから、こうした 100 年単位の問題を取り上げ、もう一回、総括して、検証して、
謝罪すべきところがあれば謝罪するといのは今からでも決して遅いわけではない。むしろ資料が揃って
きた段階だからこそ、これからやっていくべき話ではないか。というように思ってます。
次に、はたして日本人は GHQ にどの程度洗脳されたのか、ということについては、山下先生とは異な
り、左翼的な人の中にはそれほどひどく深く洗脳されたわけではないいうと批判はあるかと思います。
例えば、賀茂道子さんという人（名城大学非常勤講師）が、GHQ の流した日本軍の虐待などについては、
今や日本人は覚えていないなどという話を書いていますが、彼女自身も、それでは影響がなかったかと
問われると、さすがに影響はなかったとまでは言えない、と答えています。
影響がないという証明は誰にもできないことなのですが、最大の問題は何かと言うと、GHQ の思想工
作、言論統制によって、日本の歴史・過去はネガティブなものだったという風に捉えるのが良心的な日本
人だ、と日本人に思わせるようにさせてしまったということだと、私は思います。朝日新聞などが、近隣
諸国問題を取り上げる時は、まさにそういう形で日本が悪かったんだということを前提にして言論活動
をしています。こうした形で、この影響はいまだに続いているわけですから、どうしても GHQ の問題と
いうのは一度総括して見直すということが非常に大事であって、何ゆえに大事かといえば、その最大の
目的は日本人がまともな歴史観を持つことにあるからだ、と思います。
そのために、私は産経新聞に対しても先程申し上げたように、
「敵は本能寺にあり」というようなかた
ちでもう一度 この問題を一から掘り返してみるべきだということを申しております。それと、今ひとつ
注文しているのは、GHQ が巻き込んだかたちで当時はマルクス主義者がーー先程山下先生 が仰ったよ
うにーー日本弁護士会とか日教組とか日本学術会議など GHQ 時代に作られたものの中に随分入り込ん
でいる問題の追及です。 GHQ 本体の中にも、米国共産党の隠れ党員が相当数いたのは今日に明らかで、
こうした内外の左翼が組んで戦後の思想工作をやっていたことについても解明しなければならないと思
います。これを表現すれば、何か赤いマグマみたいなものであって、1952 年に GHQ が去った後も、そ
こから出る赤い火砕流みたいなものが、いろんな国内の組織にまだ残っていて、それが共産主義者の伝
統芸である統一戦線方式で仲間を上手く増やしていくという形で組織を赤く染め上げている。だから、
日本学術会議のように、組織が表面は⻘く見えても、中を開けるとスイカみたに赤くなっているとか、あ
るいは全体は白いけれども一番上のところだけはトサカのように赤くなっているという組織があるのは、
そもそもやっぱり終戦直後に源流があるんだろうということで、その辺も含めて、来年は日本の主権が
回復して 70 周年になる機会に、産経新聞でも大々的に取り上げてみるべきではないかと、現役のトップ
の方には働きかけているところです。
追加いたしますと、今私が申し上げたことは、7 月はじめに出る雑誌『正論』の 8 月号に書いておりま
して、それを読んでいただけると幸いなのですが。その際、雑誌『正論』の方では私の原稿を読んで、こ
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れはやはり非常に大きな問題であるとわかったということで、雑誌『正論』としても来年の 4 月に向け
て考えてみたいということを私に言っておりました。そういうことも併せてご報告申し上げたいと思い
ます。
以上です。どうもありがとうございました。

早稲田大学教授

有馬哲夫

最初、自分のコマーシャルから入りたいんですが、こういう本が７月に、産経の系列の扶桑社ですが、
出ます。
『一次資料で正す現代史のフェイク』という本です。第一章は、
「チャーチルは真珠湾攻撃を知っ
ていた」です。チャーチルは知っていたのですが、ルーズヴェルトに教えなかったんですね。戦艦プリン
ス・オブ・ウェールズとか巡洋戦艦レパルスを攻撃するときに、暗号解読して二時間前に警告していた。
どうしても日本はアメリカ側から見て、イギリス（側からの視点）を忘れているんですよね。イギリスの
国立公文書館に行けばわかるのですが、先の戦争においてイギリスも重要なのに、日本はどうしてもあ
の戦争をアメリカ側から見てしまう。洗脳ではないけれども。イギリスを忘れる。
それからもう一つは、歴史認識において重要だと思いますのは、日本は、無条件降伏していないので
す。先程もこのことを他の方に申し上げたら、
「先生はポツダム宣言のことを仰っているのですね」との
ことでしたが、否、ポツダム宣言ではなくて米国務高官のバーンズ回答も了解していないのです。これは
スイスの公文書館に行って調べたのですけれども。降伏の過程は、よく同盟通信が電報で伝えて向こう
（アメリカ側）は知ったんだ、というようなことを言いますけれども、外交のプロトコールとしてそうい
うことはありえないんですね。手渡しで、直接、文書を渡すのです。ですからその過程のことがまだわか
らなかったのですが。スイスは外務省にあたるものを政治省と言いますけれども、スイス公使の加瀬俊
一が、スイス側に手渡しして、スイスの政治省からワシントンに電報を打って、マックス・グラズリーと
いうスイスの特使がワシントンにいたのですが、彼がアメリカの国務省に手渡ししたのです。
これは『新潮 45』にも書いたので、読んだ方もいらっしゃるかもしれませんけれど、改めて、この扶
桑社の新著の中で取り上げています。まあ終戦の過程ですね。天皇陛下が二度にわたってご聖断したわ
けですけれど、ご聖断をすれば伝わるというわけではないわけです。だれかに伝えなければいけない。そ
れは電報とか、そういうものではダメで、手渡し、で行ったのです。その過程で分かったことですけれど
も、日本はバーンズ回答も受け容れていなかった、
「占領とともに天皇の国家統治の大権は連合国軍最高
司令官の下に置かれる」という回答を日本は呑んだと今まで言われてきたわけですけれど、呑んでいな
い、回答していないんです。9 時間待って、結局回答が来なかったので、回答なしということです。それ
を、トルーマンが勝手にプレス・リリースしてしまった。「日本は無条件降伏した」と。
天皇陛下も終戦の詔書で言ってますよね。
「耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍び、以て萬世のために
太平を開かんと欲す」
、そのあとに「朕はここに国体を護持しえて」というんですね。
「国体を護持した」
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と言っているのですから、日本は無条件降伏をしていない。その認識はどこから生じたかというと、自分
でそういうふうに伝えたからですね。スイスの政治省とか、そういった過程が書いてありますので。
それから、私は、ハーバード大学教授のマーク・ラムザイヤーさんのことをデイリー新潮に６本記事を
書いているのですが、それを元にして 8 月に、別の本を出す予定です。ラムザイヤーさんの論文「太平洋
戦争における性サービスの契約」を翻訳して解説をつけたものです。私が書いたラムザイヤー擁護論も
つけました。これは、この会のあとで WAC（出版社）の方にゲラ刷り渡すことになっています。
さて、ウォアー・ギルト・インフォメーション・プログラム（WGIP）についてですが、ここにお集ま
りの方は、疑いなくそういうものがあった、効き目があったと皆さんがおっしゃると思います。しかしな
がら、ラムザイヤーさんに反対しているような方たちは、
「そんなものはない」というわけです。それか
ら私は大学で教えています。学部生は高校から上がってきていますので、いきなり「ウォアー・ギルト・
インフォメーション・プログラムで洗脳されて」と言われても、どういう風に受け止めていいのか分から
ないわけですよね。例の自虐史観の教科書からいきなりなので。ですから、やっぱり、ただ言うだけでは
なくて、どう言えばわかるかな、と工夫が必要だと思います。私は大学での授業ではメディア論、マス・
コミュニケーション理論を教えていますので、こういう風にウォアー・ギルト・インフォメーション・プ
ログラムは効いたんだよ、マス・コミュニケーション理論で説明できるでしょ、ということを言うことに
しています。
戦争という考え方そのものが、アメリカ軍は違っていたんですね。つまり、戦争を軍事戦、政治戦、心
理戦と考えます。日本も多少この考え方は学んでいたんですが。アメリカ軍・イギリス軍は、戦争を３つ
に分けて考えます。ミリタリー・ウォアーフェア(Military Warfare)すなわち軍事戦、ポリティカル・ウ
ォアーフェア（Political Warfare）すなわち政治戦、最後にサイコロジカル・ウォアーフェア（Psychological
Warfare）心理戦の３つです。
イギリス側もアメリカ側もこの３つをちゃんと分けています。ですから軍事戦が終わると、そのあとポ
リティカル・ウォアーフェア（Political Warfare 政治戦）、サイコロジカル・ウォアーフェア（Psychological
Warfare 心理戦）と行くわけです。
このように見ると、占領中、何をやったのかというのがわかるんです。つまり軍事戦が終わった次は政
治戦なんです。政治戦ってなんだろう？ということですけれども、要するに憲法、五大改革、教育を全く
変えてしまうんですけれども。そういった政治戦をやっていたんです。
その他に、サイコロジカル・ウォアーフェア（Psychological Warfare 心理戦）
、すなわちプロパガンダ
です。これがウォアー・ギルト・インフォメーション・プログラムになるんですね。将校たちは、そうい
う意識なんです。占領がはじまった。軍事戦は終わった。次は政治戦だと。その次は、サイコロジカル・
ウォアーフェア（Psychological Warfare 心理戦）で徹底的に、先程の山田先生の話ではないですけれど、
ボナー・フェラーズというマッカーサーの右腕、軍事秘書がおりましてね、9 月 10 日に心理戦の目標を
あげたんですね。全部読みませんが、最後にあげてあるのを（ご紹介します）
、 「占領軍は日本の戦争
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能力を破壊するために必要。占領目的が達成されれば撤退する」という一文です。占領中の目標は、政治
戦・心理戦を含めて、目的は日本が二度と戦争能力を持たないようにするため。これだけ徹底してやって
いるわけですね。
ということで、コミュニケーション心理論で説明しようと思いますけれども、まずどういった人たちが
やったのかというところですが、資料の 1 ページに書いていますが、ハロルド・ラスウェルという方が
非常に重要なんです。彼は、人を殺して、ものを破壊するだけでは、戦争の目的は達成できない、心理的
にも相手を圧倒しないと目的は達成できないと考えるんですね。この人は、ホワイト・プロパガンダ、ブ
ラック・プロパガンダ、グレイ・プロパガンダという概念を提唱します。ブラック・プロパガンダという
のは、出所を明らかにしない、ということ。出所を明らかにしないので、嘘ついてもいいことになります。
もう一つホワイト・プロパガンダ、つまり出所を明らかにするものです。出所を明らかにしているので、
嘘はつくことはできなくなります。
部局としてはＯＳＳ（戦略情報局）、これは諜報もやりますが、ブラック・プロパガンダを担当します。
それと先程名前の出てきたＯＷＩ（戦時情報局）はホワイト・プロパガンダを担当します。これを混ぜて
混合して相手を攪乱してゆく。
アメリカの有名大学のハドレイ・キャントリルとかポール・ラザーズフェルドは、現在でもコミュニケ
ーショ論を考えて、それを実践していくのに関わっています。占領期でいいますと、CIE（民間情報教育
局）の初代局長であるケネス・ダイク大佐がそれにあたります。この人は NBC（２大ラジオ放送の一つ）
のコマーシャルを担当していた人です。ですからコミュニケーション理論を知っていました。
それからボナー・フェラーズは士官学校にいた時に、
「日本兵の心理と天皇制」という天皇と日本兵の
心理にどういう関係があるかという論文を書いて、これが OSS に認められて OSS に広まります。その
あと、OSS からマッカーサーの所へいきます。マッカーサーは、当時はオーストラリアにいたわけです
けれども、彼のところに行って、イギリスのポリティカル・ウォアーフェアのチームと組んで、マッカー
サーの幕僚になります。フェラーズはそのまま日本に来るわけです。戦争終結後、フェラーズたちは日本
に乗り込んで来るわけですが、そのとき、今まで敵であった自分たち占領軍は、今まで戦っていた日本人
とどのようにコミュニケーションをとったらいいものかと考えます。そこでコミュニケーションや心理
戦に天皇を利用することを考え付くんですね。そういったプランを練ったのがフェラーズです。
ということで、心理戦というのはコミュニケーション理論に基づいてるのです。だから効き目があった
と言えます。私のハンドアウトの２ページ目に書いてありますけれど、まあ「洗脳」ですね。
「洗脳」と
いう言葉は今の学生は好きじゃないですね。リベラルの人たちも洗脳というと「俺たちそんなにバカじ
ゃないから洗脳されていない」と言います。ただし三つの条件が揃えば、それが可能だということです。
第 1 は、マス・コミュニケーション手段の独占。当時は新聞とラジオしかなかったわけですが、全部独
占していました。それから映画もです。
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第 2 番目の回路形成です。新聞とかは戦争中いろいろ「勝った、勝った」と発表していたわけですが、
それが詳しくは知られていなかったわけです。詳しくは教えられていなかった。ですから先程出くる『太
平洋戦争史』ですが、新聞に全文掲載を命じたので、国民ははじめてディーテイルを知るわけです。初め
て知るとそれが浸みこんでしまう。これが２番目の回路形成です。
第 3 番目は、制度化です。占領期とそれ以降の制度化を担ったのは、日本のマス・メディアと教育機関
でした。そして、その改造を行ったのは、その名の通りの GHQ「情報と教育の部局」つまり CIE（Civil
Information and Education）だったのです。

茂木弘道 国際歴史論戦研究所上席研究員
高橋史朗先生が『ウォアー・ギルト・インフォメーション・プログラムと歴史戦』という本を書いてい
まして、これは非常に詳しく具体的に事実を挙げて、それこそプロパガンダ・チームが日本でウォアー・
ギルト・インフォメーション・プログラムを実行したことが書かれております。これを、いま英訳してお
りまして、我々「史実を世界に発信する会」のサイトに連載を始めております。英語にして出す場合は、
注をばっちり付けなくてはいけないということで、ちょっと手間取っているのですが、いま進めており
ます。
ところで、私のレジメには、「プレス・コードにやられた、という大錯覚」と書いてます。GHQ に騙
されたっていうことに、まだ、気が付いてない人が多いことが、一番の問題なんですね。ウォアー・ギル
ト・インフォメーション・プログラムで、日本はこういうこともされたんだ、ああもされたんだと言って
る人自身が、実は余り知らないで言ってることが多いようなので、今日はそのことをお話しさせていた
だきたいと思います。
それで、江藤先生のこの本（
『閉ざされた言論空間』
）をちゃんと読んでいただきたい、と思うようなこ
とが多いのです。よく、プレス・コードにやられた、こういうことを言う人が殆どなのですが、そういう
人は、何にもこの本を読んでない証拠だと思います。
このレジメの３ページ目に、プレス・コードを示しています。プレス・コードっていうのは、どういう
ものかというと、これは占領直後の９月 19 日に発令、9 月 21 日に発布されましたけれど、何が書いて
あるかと言いますと、日本に言論の自由を確立せんがために、日本出版法（プレス・コード）を発布する
と書いてあるんです。この出版法は、言論を拘束するものにあらずして、むしろ日本の諸刊行物に対し、
言論の自由に関しその責任と意義とを育成せんとすることを目的とする。特に報道の真実と宣伝の除去
を目的とする。こういう風に書いてあるわけです。
こういう趣旨で出され、それでまあ、確かに連合軍のことを批判するのはいかんだろうなというくらい
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には思ってたんでしょうが、要するに、日本に言論の自由を GHQ がもたらしたんだ、こういう嘘をしか
も殆どの人が真面目に受け取っていたというのが実態です。プレス・コードには、なんて書いてあるでし
ょうか。中国を批判してはいけないなんて書いてありますか？あれは、実は、プレス・コードじゃないん
です。そレを誤解して、プレス・コードにやられたなんて言っているようじゃ、この問題を多くの人にち
ゃんと知ってもらうことは出来ないし、特に左翼に馬鹿にされてしまうかもしれません。プレス・コード
は、あくまでも GHQ が、表向き、言論の自由を日本に与えるというポーズをとったもので、
「言論の自
由を確立するため」、
「真実に即しなければならない」等々と書いてあるのです。
そこのところを、実は巧妙な占領軍の心理戦に、如何にしてやられたのだということを、もっと認識
し、皆さんに理解してもらうようにしないといけないと思っています。
実は、先ほどの山下さんのお話にもありましたように、このプレス・コード（SCAPIN-33）が 9 月 21
日に発布（発令＝9/19）されまして、9 月 27 日付けの「新聞の言論と自由に関する新措置」（SCAPIN66）というものが、同月 29 日に発表されます。これはですね、これまでの日本政府が行っていた言論統
制を全て撤廃する、つまり、言論の自由を実行するというんです。しかし、撤廃された後はどうするかと
いうと、GHQ の方針でやると、つまり GHQ の命令通りにやれということなんですね。メディアは、日
本政府の言うことは一切聞かないでよいが、他方、GHQ の命令には絶対にしたがえということなのです。
アメリカっていうのはおかしな国で、あの戦時中の検閲、言論統制はどこまで出来るかっていうのが大
論争になって、検閲ができることが決まったんです。実はですね、日本の戦時言論統制、これはちゃんと
法律に基づいて行ったもので、闇雲にやったんじゃないのです。帝国議会で決まったものなんです。それ
は、なんと開戦直後の 1941 年（昭和 16 年）12 月の 19 日に、国会で戦時における言論統制の法律が決
まるんです。それに基づいてやってたんですね。なんと、ちょうど同じ日に、アメリカでも同じような法
律ができて、要するに合衆国政府が検閲を出来る、戦時には出来るという法律が作られました。日米と
も、期せずして全く同じ日に、出来ているのです。簡単に言えば日本の法律を全部廃止して全部アメリカ
のこの検閲法でやるんだと、こういうことなんです。
ところが、我々、小さいときのことを思い出しますと、GHQ によって、日本の言論が自由になったと
いうふうに言われてきました。自由になったというのは、何かっていうことを、今だって、本当は私が言
ったようなことなんだということを、ちゃんと知っている人はそれほど多くはないと思います。
実は、江藤 淳さんの本には、ちゃんと書いてあるのです。そういうことをちゃんと知った上で、この
ウォアー・ギルト・インフォメーション・プログラムに、日本が如何に騙されてきた、また、今日も騙さ
れているのかということを説明していかないといけないと思います。何と言いましょうか、トラップ（罠）
から抜けるのは本当に容易なことじゃないと思うわけです。
新聞について言いますと、1945 年 9 月 15 日に、GHQ 民間検閲支隊（CCD）の長、ドナルド・フー
ヴァーという大佐だったんですけれども、それが日本の主要マスコミの幹部を呼んで方針を出しました。
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その第一号の実施が、朝日新聞の発行停止ですが、同紙の 9 月 15 日付の記事が問題視され、9 月 18 日
から 48 時間の発行停止処分が取られました。
ある意味では、これが全ての始まりみたいなものです。朝日新聞は、何か抵抗して、うまく避けるよう
なことをしたかというと、そうじゃない。全面屈服です。全面的に GHQ の言うことを、むしろ自己の意
見であるかのように、その後、言うようになりました。つまり、いつの間にか言論統制が無いかのように、
自主規制し始めたのです。GHQ の考え方である民主主義を、あたかも自分たちの考え方であるかのよう
に、その後ズーッと言うようになったんです。朝日もなんで発行停止になったかというと、鳩山一郎が、
原爆投下批判のことを言ったんですよね。それを載せた。それが原因で発行停止になりまた。朝日新聞
も、ポツダム宣言には、言論の自由を保障すると謳われていたので、事実に基づいた記事を書いた。とこ
ろが、言論の自由を保障するというのは、全くの噓八百だったんですよね。それで、GHQ は、どうせ噓
八百なのだから、何とか誤魔化しながら抵抗したのかといと、そうじゃない。今度は、完全に積極的に
GHQ がまだ言わないのに、自分たちの方から、GHQ が好みそうなことを言うようになりました。その
くらい、マスコミって言うのは、GHQ のお先棒担ぎになり、なおかつ一番問題なのはそれが正義であり、
所謂、進んだ考え方であるということを主張したのです。だから、その後、結局、GHQ が去った後、独
立したんだから、言論の統制とかそういうことについても、本来、全部見直さなきゃいけないはずだった
のに、そういう動きは起こりませんでした。さも言論統制されなかったかのように、思い込んでしまって
いる。実態は、徹底的に言論統制された、世界歴史上、稀に見る厳しい事前検閲ですからね。みなさん、
「30 項目の検閲指針」というのは、事前検閲をするための内部の指針なんです。別に、この項目に反し
たらダメだぞってね、発表していたわけではない。日本の国民はこんな項目があるって、当時は誰も知ら
なかったんですよ。
全部 GHQ が、これ内部資料です。事前検閲ですから、上がってきたものを、まあこんな指針なんて無
くったって、だいたい決まってるんだけど、要するに日本をこういう方に向けようっていう考えに基づ
いて、事前検閲ですから、GHQ の方で、勝手に原稿を直してしまったわけです。
それで、こういうこと書くと、どうも検閲に通りそうもないということで、段々段々、アメリカの主張
に従っていくようになる訳なんです。この 30 項目というのは、こんな乱暴なものを公表したら、GHQ、
占領軍というのは、とんでもないことをやったって、思われてしまいます。ところが、これは、江藤さん
があとで色々調べたら、こうだったということが内部の文書から出てきたことなんです。ところが、これ
を持ち出して、日本がプレス・コードでやられたというますが、これプレス・コードではないのです。や
っぱり、如何にして騙されたのかということを、皆さんに知らせていき、それでまともな考え方に戻って
いくようにしてもらいたい、ということを思いまして、今回、私は、大錯覚というこのメモを一応書きま
した。
もう一つ言うとしたら、とにかく、私の小さいころからの思い出でもそうですけど、憲法も、民主的な
憲法がという風に教わってきました。しかも、これは国会で審議をして、自由な議論が行われたように思
われますけれど、国会の議論全部、あれは秘密なのです。全部、GHQ が許可したものでしか通らない。
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国民の自由でも何でもないんですよ。しかも一番問題なのは、あの憲法が出た時に、オリジナルは、GHQ
が英語で書いたなんて誰も知らなかったです。何も知らない。占領軍が書いたものを民主的だ、民主的だ
と、しかも、それを先頭に立って言ってたのが、東大教授の宮沢俊義とかです。そういう日本の知性を代
表すると思われていた人たちが、言ってたものですからいけません。この人たちは、本当に人間の屑みた
いな、嘘つきだと思ってしまいます。嘘は泥棒の始まりです。あんな大ウソを言ってた連中は泥棒ではな
いでしょうか、はっきり言えば。しかし、それが日本で権威をずーっと保ってきた、だから今のような状
態なんです。まだ、それが特に知識人の在るべき姿と信じられている。皆、左翼、左翼っていうけど、所
謂とんでもない反日左翼はもちろんその類ですけれども、左翼というよりも、所謂リベラルと称する人
たちは殆どが、GHQ の嘘に騙されて、それで今でも、自分たちは良心的で、進んだ考えで言っているの
だと思い込んでいるのですね。私はそのことを、ちょっと、茶々を入れようと思って、今日は出させてい
ただきました。
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5. パネル・ディスカッション
パネリスト: 山田 宏、吉田信行、有馬哲夫、茂木弘道
モデレーター:山下英次
山下：いくつかの論点について、ここでパネル・ディスカッションをしたいと思います。まず最初に、有
馬先生の方からのレジュメに書いてあって、まだ説明して頂いていない部分ですが、日本のメディアに
おける労組の力、どれぐらい力を持っていたのか、私はよく知らないのですけど、メディア史がご専門の
お立場からお教えいただけないでしょうか？
有馬：皆さん、ご存知だと思いますが、朝日新聞は、戦前・戦中は軍国新聞だったんです、。それから毎
日新聞もそうです。読売は大して強くないんです、あまり大きくなかったので。ところが、占領中にガラ
ﾂと変わるんですよ。朝日新聞は、赤旗もかくやというぐらいのものになってしまいました。それで、読
売はどうして助かったかって言うと、読売の二回目の労働争議のときに、結局、GHQ がテコ入れして、
組合を弾圧したんですね。まあいろいろとスパイを使って。チャールズ・ウィロビー少将も日本人をスパ
イにして、読売の労組に送り込んで、柴田秀利（のちに読売新聞社主正力松太郎の私設秘書になり日本テ
レビ放送網株式会社の専務になる）という男ですけども。そのようにして労組つぶしをやったんで、読売
はかろうじて助かったのです。ですからまあ、WGIP（ウォアー・ギルト・インフォメーション・プログ
ラム）もあるんですけども、GHQ は、占領初期に組合に力を持たせたということです。GHQ の左派が、
一生懸命、彼らを培養しましたから。それで、力を持ってしまったということが大きいと思います。それ
で現在の朝日新聞、毎日新聞があるのです。組合が背後にある、というわけです。
山下：どうも、ありがとうございました。
GHQ のやり方は、極めて悪辣、且つ卑劣だなと、私は思うのです。それについては、どういう表現が適
当なのか、迷いますけれども、まともな人間には考えつかないようなことを、彼らはやったように、私に
は見えるのですが、茂木さん、その点は、どのように見ますか？
茂木：まあなかなか難しいんですけれども、やっぱり具体例で、こんな嘘を言ったじゃないかということ
を、何かにつけて、問題と関連付けていくことが大事なんじゃないかと思うんです。機会あるごとに、言
っていくことが必要かと思います。
山下：第二次世界大戦について、日本とドイツの事情が全然違うということがあると思います。ドイツの
場合は、ソ連の軍隊に国内に攻め込まれて、それで、降参させられてしまいました。つまり、自国が、完
全に外国の軍隊に攻められてしまって、いわば国が消滅した。他方、日本はそうじゃなくて、ポツダム宣
言で双方が合意した上で戦争を停止したということです。ドイツは、戦後、国が東西に分裂して、東ドイ
ツの状況は、どんどん人が、西へ逃げて行くということがありました。そのために、共産主義に対する警
戒心というのが非常に強い訳ですけども、日本にはそういうことがなかったので、日本人は、ソ連の現
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実、中国の現実、北朝鮮の現実を知らなかったので、観念的に共産主義に憧れたということがあると思い
ます。
GHQ は、内部に共産主義者的な人たくさんいたということもありますが、占領直後は、左翼的な政策
を日本に対して取っておりましたけれど、やがて、冷戦の開始とともに、思想的に右に旋回していくわけ
です。政策を変えるわけですけれども、日本の左翼はといと、終戦直後は、無論、GHQ の左翼的政策を
歓迎したわけですけども、そのあと GHQ が右旋回したあとは、それについていくというよりも、親ソで
ソ連に追従したということではないかと思います。しかしその後、フルシチョフが出てきて、スターリン
のやったことを暴露するということがあって、ソ連に幻滅し、今度は毛沢東に代わるんですね、毛沢東を
礼賛する。しかし、文化大革命が終わって、毛沢東の問題点が明らかになると、今度は北朝鮮を礼賛する
ということになりました。現実を全く無視して、観念的に崇拝するというか、そういうことがあると思い
ます。
他方、ドイツは全く事情が違って、共産主義を割合早い時期から非合法化します。まあ、色々な意味で、
日本とドイツは、歴史認識もだいぶ違うのですけれども、その点については、有馬先生、どのようにお考
えでしょうか？日独の違いについてということです。
有馬：このあいだ、木佐さんという方（木佐芳男）
、読売新聞のベルリン支局にいた方ですが、『
〈反日〉
化するドイツの正体』という本書いています。確かに、ベルリンにあんな慰安婦像なんか作っているドイ
ツ人ですが、彼らは、自分たちがやったこと（東欧の女性を拉致監禁して性奴隷にした）を知らないのか
なと思いますよね。慰安婦どころの話ではない、とんでもないレヴェルの非人道的な行為なんですけど
も。私は、スイスにちょっと長くいたので、ドイツ人と話す機会が割合ありました。やはり、日本との違
いは、悪いことしたのは、皆、ナチスだと思ってるんですね、自分たちは下にいて、言うこと聞いただけ
だと、まあ実際そうだったと思うんですけど。ですから、彼らの頭の中では、悪いドイツ人、いいドイツ
人がいて、自分たちはいいドイツ人だと。ナチスという暴虐があって、トップにいた人、確かにね、SS
（親衛隊）将校が上で皆命令しているんですよね、虐殺とかそういうことを。
日本の場合は、WGIP（ウォアー・ギルト・インフォメーション・プログラム）で、ポツダム宣言では、
軍国主義者が悪かったんだと書いてあるんです。軍国主義者に指揮されて、世界制覇に向かったと。とこ
ろが、そのあと、占領軍の戦略が変わりました。トルーマン大統領から占領後に指令が来て、
（ポツダム
宣言で）いろいろ日本と約束したけども、あれは守らなくていいから、ということになりました。それで、
日本人に戦争責任がある、と変わったのです。僕は、いつも言っているんですけど、日本人は被害者です
よね、加害者じゃないですよね。日本人で加害者ってどれくらいいたのか。あの、当時の 8,000 万人の人
口で、圧倒的に被害者、原爆にしても、東京大空襲にしても被害者です。
江藤 淳が言った『閉ざされた言語空間』というのは、被害者としての日本、日本人について語る言語
空間が閉ざされてしまったということですね。メディアは日本人の被害について全然取り上げない。い
つも加害者です。慰安婦の報道のときもそうですよね、いつも加害者。
日本人は加害者じゃないですよ、日本人の慰安婦もいました。大邱（韓国の地方都市）からの出身者に慰
安婦になった方が結構いたんですけれども、彼女たちは、大邱に農地をいっぱい買ってるんです。確かに
（不動産を買わずに）貯金していた方は、ハイパー・インフレーションで破産した方いますけど、土地を
買っていた人は、そのまま安定した生活をしている。それは、李栄勲（イ・ヨンフン）さんとか、
『反日
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種族主義』を書いた韓国の学者の方々が明らかにし始めています。だから、加害者っていうよりは、日本
人は被害者だっていうことは、もっとはっきり言ったほうがいいですね。学生は、いつも日本人は加害者
だと思っている、だから僕は、被害者だ、被害者だと言っているわけです。満洲侵攻もね。日本は領土を
奪われてきている訳ですから、竹島も尖閣もそうですね。だから、被害者だと、もっと言うべきですね。
山下：ありがとうございました。山田議員がもうすぐ退席されますが、何かあれば、是非、ご発言をお願
いします。
山田：申し訳ないんですけど、私、17 時から会合があるものですから、4 時 45 分にはここを退席させて
いただけなければいけないんです。確かに、占領期間中、GHQ が巧妙に我々の考え方とか、見方とかを
改造したというのはそのとおりだと思うんですけど、ただ、一方で、さきほど朝日新聞の話がありました
けど、日本人の中にも、変わり身の速さというか、私はそこにも一つの原因があるなと思います。朝日新
聞も変わり身が速いけども、要は長いものには巻かれろというか、勝てば官軍というか、何か日本人って
そういうところが、歴史上、時々見て取れます。明治維新のときもそうです。それが日本人の一つの特色
でもあり、また平和な国民の一つのいい面と悪い面だと思います。これが一つの特色で、私もその一部な
んが、何となくこのやせ我慢が苦手ではないか。要はまあ、勝ったんだからしょうがないじゃないか、今
までのことはパーっと忘れて、GHQ に媚びを売る、忖度する、ということがかなり行われておりました。
それで、私は日本人が全てやられたという風には思わない、日本人にもやはり、そういう一つの特質があ
るんですね。そのために、結局、ここに至っているんだろうというふうに思います。
特に、日露戦争後は、陸軍大学、海軍大学を造って、頭のいい人が軍人として出世するみたいなことに
なって、本来は、日露戦争までは、戊辰戦争で戦った人たちが中心を担っていたわけですけども、そうい
う意味では、人情とか、いざというときの腹構えとか、こういったものが徐々に、徐々に、リーダーの中
にも失われてしまって、敗戦という結果にもつながっていきました。
そういったことを考えると、我々国民の持っている長所と、それから一面注意すべきところのバランス
をとってやらないと、次に生かす教訓にはならないのではないかな、という感じがしております。私は日
本が大好きですが、日本人全部、いいところばっかりじゃない、全部正しかったわけでもないです。そう
いうのを乗り越えていく上で大事なことは、歴史の真実というものをしっかり捉えていくということだ
と思います。真実は、そう簡単にはわかりません。少なくとも、子供への教え方については、日本の偉人
伝とか、それから日本の歴史というのは素晴らしいよとか、そういったことをたくさん、たくさん、子供
に伝えていく必要があります。先祖の悪口を言っても、ろくなことはないわけで、どうせ、俺はこんな家
に生まれちゃったんだろ、と思ったら、子供は、何やったって、努力したって、どうせ血筋のせいだと思
うわけです。
ですから、そういう過去に関する教え方については、子供に対しては、戦前の偉人伝とか、または、日
本はいい国だよ、ということを殊更しっかり教えていく、ということが、まず人間の基盤にあるんだろう
と思います。
占領期の日本人を見たときに、朝日新聞もそうですけども、他の日本人もみんなバーッと GHQ に媚
びる、そういった雰囲気が世の中に蔓延しました。そういったことを考えると、我々の国民性というもの
についても、やはり少し考察する必要があるんだろうと思います。そういったことを含めて、総体とし
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て、やっぱり我が国はそういうマズイところもあったけれども、全体としてはしっかり正直に真直ぐに
生きてきた民族なんだ、ということを、我々が自信を持つ必要があるんだろうと思います。
（拍手）
いろいろと勉強になりました今日は。
（拍手）
山下：少し吉田さんにお伺いしたいんですけれども、1990 年ごろからですが、左翼の攻勢がむしろ強ま
ってきた、それは、要するにソ連の崩壊によって、共産革命の現実性がなくなった。しかし、まだ自分た
ちには何かできることがあるんだと、まだ死んでないぞと、ということで、色々と攻勢をかけてきた。慰
安婦問題なんかもそうだともいます。
つまり、冷戦の終焉とともに、ある種、左翼の攻勢が始まったということがあると思います。江藤 淳
さんは、
『閉ざされた言語空間』の内容を、1982 年から 1986 年にかけて雑誌（文藝春秋社の『諸君』）に
連載していたわけですが、それを 1989 年に、文藝春秋社から四六判の単行本として出しました。それを、
文庫本にしたのが 1994 年です。それで 1994 年の文庫本の「文庫版へのあとがき」を読みますと、平成
に入ってから（平成元年＝1989 年）、むしろ GHQ の検閲に端を発する日本のジャーナリズムの隠微な自
己検閲システムが不思議なことに再び勢いを増してきたことへの危機感を示し、より多くの読者を得た
いという意味から、文庫版を出すことにしたとあります。どうも 1990 年ごろから、いわば左翼的攻勢の
第 2 波があったのではないかということがあるかなと思うのですが、吉田さん、その点についてはどう
でしょうか？
吉田: 十分なお答えができるかどうかわからないんですが、この 1990 年代っていうのは 2 つ大きなも
のが重なっていて、一つは、いまおっしゃたように、ソ連の崩壊によって東西冷戦が終ったということな
んですが、同時にそのとき、日本はバブル経済が弾けて経済的に力を失っていくんですね。この２つの要
素があって、前者に関して言うと、それまでも、朝日は当然左翼的だったんですけども、東西冷戦という
大枠の中では、やはり西側につかざるを得ないという立場でした。そこからはみ出ることまではできな
かったのです。ところが、東西冷戦が終わってしまうと、西側とか東側の枠が崩れていく中で、左翼陣営
というのは言ってみれば自由にいろんなことができるようになった。枠が外れたおかげで、場外乱闘め
いてきて、社会主義国家の建設こそできなくなったかもしれないけれど、それに代わるものとして、環境
問題とかジェンダー問題とか、原発反対とか、まあ様々な分野に進出していっている状況があるのだと
思います。それが攻勢に見えるのかもしれません。
後者について言えば、90 年代以降、日本の経済力、GDP が殆ど伸びないわけです。だんだん相対的
に力が弱ってくると、まあ日本は与し易しという風潮が生まれて、アジアの国々が日本を少し軽くみる
ようになってくるわけですね。特に韓国や中国に著しいことなんですが、それに左翼が合わせるような
形で、日本に対する反日的な動きが強まっていったんじゃないかとというように私には思えます。
左翼が喜んで読む本に、ジョン・ダワーの『敗北を抱きしめて』があります。日本で出されたのは、2001
年なんですが、これはまた大変な悪書です。読まない方がいいと思うんですがーー読むと、私なんかは反
発してむしろ元気が出るのですがーージョン・ダワーは、
「占領初期の『非軍国主義化および民主主義化』
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という理想は、半世紀以上にわたり民衆の政治意識の中に生き続けた」と勝ち誇り、半世紀たっても、
「こ
の国の人々は世界でも珍しいほどに軍国主義と戦争に対して警戒的になっていた。馬鹿馬鹿しいことを
楽しむ感覚も民衆文化に浸透した」と、お祈り平和主義も、地上波の愚民化番組も、みんな占領政策の成
果だと嘯いています。左翼としては、してやったりなのです。
また、ダワーは、
「検閲民主主義は、イデオロギーを超越した（日本の）根深いところに遺産を遺した」
と勝利宣言をしていて、表現の自由の旗を振り立てながら、その一方で、ありとあらゆることの批判を徹
底的に押さえ込んだからこそ、日本人は「極めて重要なたくさんの問題について、沈黙と大勢順応こそが
望ましい政治的知恵だとはっきり示した。それがあまりにもうまくいったために、アメリカ人が去り、時
がすぎてから、そのアメリカ人を含む多くの外国人が、これをきわめて日本的な態度とみなすようにな
ったのである」と、戦後の日本を（沈黙と大勢順応の）のポチに仕立てたのは、GHQ の検閲民主主義だ
ったとまで書いているわけです。そういうものが 日本の左翼たちの心情で、彼らがこの本を歓迎してい
る理由なのでしょう。われわれには巻き返しが必要です。
山下：ジョン・ダワーの奥さんは、日本人ですよね。
吉田：そうですね
山下：奥さんは、どういうふうに思っておわれるのか、ちょっと不思議な気がしますが・・・。ところで、
会場の関係で、4 時 50 分までに終わらなければいけないということですので、少し中途半端な感じもい
たしますけれども、また、質疑応答の時間が取れなかったことは大変申し上げございませんが、これで、
今日のシンポジウムは、おしまいにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
以上

＊当日、時間の都合などで、発言しきれなかったことについても、この文字起こしでは、一部加筆してい
ます。その点、ご了承下さい。
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Ⅱ.
配布資料
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2021 年 6 月 22 日
2021 年 7 月 11 日 改定
山下英次
国際歴史論戦研究所（iRICH）所長
大阪市立大学名誉教授・経済学博士

我が国が歴とした独立国になるための条件 ― GHQ の言論統制に加担させら
れた日本の大手メディアの告白・懺悔は避けて通れない

イントロダクション
・現在の日本は、残念ながら、縦から見ても、横から見ても、斜めから見ても、歴とした
独立国に非ず。
∵ 独立国家の三種の神器＝「自主憲法」
、「国防軍」、
「統合された国家情報機関 with
防諜法」の 3 つとも不在
・大熊信行（1893－1977 年）の 60 年前の表現に借りれば、
「日本は、完全な独立国家で
はなくて〈半国家〉にすぎない」
（大熊信行 [1961]）
。
；今日に至るまで、こうした状況は全く変わっていない＝「半独立国家」
・こうした現状にあるのは、日本国民の独立心が薄いため
；福沢諭吉の『学問のすゝめ（全十七編）』の三編（1873 年（明治 6 年）11 月）の一節
「一身独立して一国独立する」
（福沢諭吉 [1942 (1872-1876)], pp. 29-34）
➡ この命題の実現が、依然として、いまの日本人にとっての最大の課題
令和の時代に、福沢先生が降臨したとしたら、何とおっしゃるであろうか？
・我が国は、歴史的に、古代の白村江の戦い、鎌倉時代の元寇、幕末の開国圧力、第二次
世界大戦に次いで、現在、開闢以来、第 5 回目の大きな国難（＝「国際秩序の大変革と
中国からの脅威」
）に直面している
；そうした危機的な状況にあるにもかかわらず、自主憲法を持てないのも、また、軍事
力を飛躍的に増強させる中国を目の当たりにしても、自国の防衛費をほとんど増やせ
ないのも、多くの国民の独立心が足りないから。歴とした独立国の国民なら、そうし
たことは、決して容認できないはず。
・なぜ、日本国民の独立心が足りないのか？
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➡ 大多数の日本人が、まだ GHQ の洗脳から脱出できていないから
＊「最近、霞が関の課長クラスの何人かと話す機会があり、戦後、GHQ によって厳格
な情報統制・検閲が実施されていたのだという話をしたが、誰一人としてそのことを
知る者はいなかった」
（元・国土交通省技監の大石久和 [2015], p. 216）
大手メディアが国民に対して負ってしまった巨大な負債
・なぜ、大多数の日本人が、まだ GHQ の洗脳から脱出できていないのか？（おそらく脱
出できているのは、全国民の 10%程度？）
；GHQ が、日本にいたのは 6 年 8 カ月だが、彼らが日本から去った後も、彼らの洗脳
の優等生である大手メディアや学校の先生などを通じて、今日に至るまで、GHQ 洗
脳の再生産が連綿と続いているから。
－現状では、どの歴史教科書にも、GHQ の洗脳については一切記載されていない
➡ 本来なら、すべての歴史教科書に、GHQ の徹底した洗脳について書かれるべき
；他方、 大手メディアが、GHQ の非常に厳しい言論統制があった事実について、告
白・懺悔していないから。
＊江藤 淳 によれば、唯一の例外は、1997-03-30 付け『読売新聞』社説「言
論管理下の戦後民主主義」
（憲法施行 50 周年記念、別紙参照）。おそらく、こ
れ以降も、『産経新聞』を含めて大手メディアの「告白・懺悔」は、依然とし
て皆無。また、1997 年の『読売新聞』社説も、告白とはいえるが、反省ではな
いし、「言論管理下の」という表現は穏やか過ぎ適切なものではない。本来な
ら、
「非常に厳しい言論統制下の」とすべきであった。
よし かず

；NHK では、後に専務理事を務めた春日由三が、著書の中で、一種の罪滅ぼしである
として、
「〈真相はかうだ〉の真相－CIE 監督下の放送」と題する箇所で、NHK に対
する GHQ/ CIE（民間情報教育局）の非常に強権的で横暴な検閲の実態とそれに対す
る自分（当時 NHK 演劇部副部長）たちの憤りについて、率直に告白している（春日
由三 [1967], pp. 267-274）
。
➡ 山下の知る限り、これがメディア人によるこれまでで最も真摯な告白・懺悔
しかし、組織としての NHK による告白・懺悔に非ず
・大手メディアは、一回限りではなく、告白シリーズを継続的に出すべき
；
「悔恨の独立記念日＝4 月 28 日」にちなんで、毎月 28 日に、あたかも月命日のよう
に、告白・懺悔シリーズを掲載し続けるべきではないか。
；GHQ によって強制されたわけであり、告白したとしても、非難されることなないで
あろう。逆に、今後とも告白しないとしたら、読者のみならず、日本国民全体に対す
る大きな罪の上塗りを続けることになる。
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・このプロセス（大手メディアの徹底した告白・懺悔）を抜きにして、日本は、歴とした
独立国になれない（＝独立国になるための必要条件）
。
；単行本や雑誌の形では、GHQ 洗脳に関する情報はあふれているが、それらを手にす
る人は、能動的にそうした情報を取りに行く人に限られる。
；しかし、大多数の国民は、受動的にテレビや自宅に配達される新聞を見ているだけな
ので、なかなか GHQ の洗脳が解けない状態。
；その意味で、大手メディアの不作為による日本国民および国に対する罪は、計り知れ
ないほど大きい。
；ちなみに、一番保守的な自由社の中学歴史教科書にも、明成社の高校歴史教科書
（「歴史総合」）にも、GHQ 洗脳については、一切触れられていない。もっと正確に
言えば、検定不合格になることを恐れて、GHQ の洗脳について記述できない。
➡ 大手新聞が、社説などで繰り返し正式に告白しないと事態は変わらない
・日本のメディアの GHQ 洗脳への加担は、占領軍によって強制されたわけであり、その
こと自体はやむを得なかった。しかし、今日に至るまで、メディアが告白・懺悔せず不
作為を続けることが、わが国が真に独立国になることを阻んでいるとしたら、それは、
決して許されない。
・概していえば、日本の大手メディアは、戦前から今日に至るまで、ずっと偏向してきた
ことを猛省すべき。
・日独両国のメディアに対する占領軍による正反対の扱い
；ドイツでは、戦前のメディアはすべて解体された。
『フランクフルター・アルゲマイ
ネ』紙、
『ディー・ツｱイト』紙、『南ドイツ新聞』紙、
『デア・シュピーゲル』誌、ド
イツ公共放送（ARD、ZDF など）等々、主要メディアもすべて戦後に誕生。
；他方、日本では、戦前のメディアはすべて温存され、完全に GHQ の日本弱体化計画
の共犯者にされたが、今日に至るまで、どのメディアも公式的には何の反省の弁もな
い。
カルタゴの教訓
・3 次にわたるポエニ戦争（B.C. 264 年 ～ B.C. 146 年）
、Punic Wars
；
「既存勢力のカルタゴ v. s. 新興勢力のローマ」の地中海の貿易覇権を巡る戦い
➡ ハンニバル将軍のイタリア遠征など、ローマが苦戦する局面もあったが、最終
的にはカルタゴの完敗で終了
；ほとんどすべてのカルタゴ人が、殺されるか奴隷にされた。また。カルタゴの土地
は、塩で埋め尽くされ、不毛の地にされた。
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；こうして、ある時期、北アフリカ（首都＝チュニス）を中心に、イベリア半島を含め
地中海西部の広大な地域を支配するほどの勢力を誇ったフェニキア人の強力な海洋国
家カルタゴは、当時の新興勢力ローマによって滅亡させられた。
・カルタゴ人；元々は、シリアからパレスティーナにかけてのフェニキアから来た人々
；フェニキアの言葉＝カルタゴ（Carthāgō）
、ラテン語＝ポエニ（Poenī）
；今日、英語の ”Punic”（ピューニック）は、「カルタゴの」とか「カルタゴ人の」とい
う意味であるが、
「（カルタゴ人のように）信義のない」とか「裏切りの」という意味
もある。
；敗戦国であるカルタゴには、ローマ人からこうした汚名が付けれ、2000 年以上の歳月
を越えて、今日に至るまで残ってしまった
➡ 消滅してしまったカルタゴは、ローマ人から着せられてしまったこの汚名を永
遠に晴らすことはできない
・日本にとってのカルタゴの教訓
① 敗戦国は、戦勝国によって、不当に貶められ汚名を着せられる
② 有効な反論をしなければ、敗戦国は、いつまでたっても、その汚名を晴らすことは
できない
➡ 日本は、カルタゴと異なり、滅亡したわけではないので、我々が有効な反論、
というより、むしろ世界史全体を書き換えるよう行動すべき
GHQ が日本列島全体に仕掛けた巨大な「洗脳の檻」
（「巨大な洗脳の檻」の目的）
① 日本を、二度とアメリカに歯向かうことのないような存在とすること
② アメリカの戦争犯罪のホワイトニング（whitening）＝無罪のように見せかけること
（終戦直後の日本人の意識）
；多くの日本人に、戦争に関する罪の意識は全くなかった ＝ GHQ 介入前の原点
；鳩山一郎の「新党結成の構想」という談話の『朝日新聞』への掲載、1945-09-15 付け
－「極力、アメリカ人をして、広島、長崎、東京下町などの惨状を視察させ、彼らに
自らの行為に対する罪の意識をもたせ、日本の復興に責任を持つように自覚させ
るべきだ」と主張。 ➡ GHQ はこの談話記事に激怒
【〈洗脳の檻〉計画の 6 つの柱】
・第 1 の柱：GHQ が押し付けた現行憲法（1947 年 5 月 3 日施行）
；とりわけ、前文と第 9 条が大問題
；そもそも、「ハーグ陸戦条約」第 43 条（「占領地の法律の尊重」
）の違反
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・第 2 の柱：公職追放、GHQ の公職追放の覚書（1946-01-04）
；戦後初の衆議院議員総選挙（1946-04-10）で勝利し、第一党となった日本自由党総裁
の鳩山一郎の首相就任を、直前になって GHQ が阻止（1946-05-04）。鳩山が、閣僚
名簿を携えて衆議院に登院しようとしたその朝、GHQ からの公職追放文書が鳩山に
手交される。
・第 3 の柱：日本の伝統的な歴史・道徳教育の全面的な禁止
；GHQ、
「日本の教育に関する管理政策」を発令、1945-10-22
；GHQ、
「神道指令」（SCAPIN-448）、1945-12-15
➡ 国家神道の禁止、
「八紘一宇」、
「大東亜戦争」の用語の使用禁止
；教職追放令、1945-12-30
教職不適格者＝戦前の皇国史観の持ち主、戦争協力者、米国の占領政策への反対者
➡ 約 5,000 名の教員が、教職不適格者とされる
されに、その前に、約 116,000 人の教員が自発的に退職
➡ “記紀否定“＝『古事記』
、『日本書紀』、
「海道東征」のタブー視化
；修身、歴史、地理教育の禁止、1945-12-31
；第 1 次米国教育使節団報告書、1946-04-07 公表
団長＝ジョージ・ストッダード博士
漢字を廃止し、ローマ字の使用を勧告
翌年の教育基本法のベースとなる
；教育基本法の改訂（1947 年 3 月）
；教育勅語の排除・失効の確認（衆参両院決議）
、1948-06-19
← 1948 年 5 月、GHQ 民政局の衆参両院の文教委員会委員長に対する口頭指示
；第 2 次米国教育使節団報告書、1950 年 1 月
・第 4 の柱：WGIP（ウォアー・ギルト・インフォメーション・プログラム）
、1945 年 9
月～
；基本的には、ルーズヴェルト大統領が、1942-06-13 に設置した戦時プロパガンダ機関
である OWI（戦時情報局、Office of War Information）の流れを汲む戦略
ワシントン D.C. の主導；○
D. マッカーサー（GHQ）の主導；☓
；徹底した洗脳プログラム by GHQ 民間情報教育局（GHQ/ CIE）
－CIE は、連合軍総司令部（GHQ/ SCAP）に直属の組織
CIE 局長＝ニュー・ディーラーのケネス・ダイク大佐（初代）
、ドナルド・ニュー
ジェント中佐（1946 年 5 月～）
；5 項目の「日本人再教育プログラム」by GHQ 情報頒布部、1945-09-17
第 2 項目＝日本の敗戦の事実を明らかにし、日本国民に戦争の責任、日本軍の犯し
た残虐な行為および日本指導者の戦争責任を熟知せしめる
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；
『太平洋戦争史』
（高山書院、1946 年 4 月）by GHQ/ CIE 企画課（課長＝ブラッドフ
ォード・スミス＊） ＊戦時中は、OWI（米戦時情報局）ホノルル支局の責任者（日
本を対象とした対敵プロパガンダの責任者）
→ B. スミスは、戦後も、戦時中と同様に、日本を対象とした対敵プロパガンダに
、継続的に従事したことになる
；この本は、「聯合軍総司令部民間情報教育局資料提供」となっており、著者・編者の
記載がない。そして、「中屋健弌（訳）」となっており、なぜか、翻訳者の名前は記
載されている。著者・編者の記載のない本など、ほかに見たことがない。ある種いか
がわしい本である。差出人の記載がない文書のことを、一般に「怪文書」というが、
『太平洋戦史』は、差し詰め「怪書籍」である。
➡ GHQ は、その「怪書籍」を、日本の学校の歴史教科書にしたのである!!
；
『太平洋戦争史』は、日米間の戦闘を時系列に紹介し、その中で、日本軍の無謀性と
か残虐性を浮き上がらせようとするものであり、まともな歴史書とは言えない代物で
あるが、GHQ の対日洗脳のバイブルとなった。プロパガンダ屋（propagandist）が書
いたためにする歴史的な冊子。GHQ には、歴史の専門家を多数抱える戦史室もあっ
たが、プロパガンダ本なので、プロパガンダ屋に書かせたということ。
；
『太平洋戦争史』の内容全文を、5 大新聞に、10 日間にわたって掲載させる、194512-08（真珠湾の日）～。なお副題は、
「真実なき軍国日本の崩壊」とされる。
；NHK ラジオ番組『真相はかうだ』（30 分間×10 回）に、
『太平洋戦争史』の内容を
NHK 第 1 と NHK 第 2 で同時放送、1945-12-09（日）から 1946 年 2 月 10 日まで毎
週日曜日の夜 8 時のゴールデン・アワー✚3 回の再放送（計週 4 回繰り返す）
－毎回、以下のようなナレーターの発言から始まっていた
「我々日本国民を裏切った人々は、今や白日の下にさらされております。戦争犯罪
容疑者たる軍閥の顔ぶれはもうわかっています。」
（櫻井よしこ [2002]、p.12）
：NHK ラジオ番組の『真相はかうだ』
（
（Now It Can Be Told）に対しては、非難の投
書が殺到したため、その後は、リスナーからの質問に答えるというやや穏やかな内容
の番組となった
－『眞相はかうだ・質問箱』（Now It Can Be Told: Question Box）
、1946 年 1 月 18
日（金）～、毎週金曜日の 8:00 p.m.～8:15 p.m.の 15 分番組、『眞相はかうだ』の
第 6 回目と第 7 回目の間に始まった
－『眞相箱』
（Truth Box）、1946 年 2 月 17 日（日）～同年 11 月 29 日（金）、週 1
回の 30 分
番組
－『質問箱』
（Question Box）、1946 年 12 月 11 日（水）～1948 年 1 月 4 日、週 1 回
の 30 分番組
－『インフォメーション・アワー』
、毎晩 8 時からの 30 分番組・・・1948 年 1 月～
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1952 年
・第 5 の柱：徹底した検閲 by GHQ 参謀第 2 部（G2）民間諜報局民間検閲支隊（CIS/
CCD）
、1945 年 9 月～
（ワシントン主導による日本における検閲）
；米統合参謀本部の「日本における民間検閲基本計画」、1945-04-20
基本方針（江藤 淳（1994 (1988), pp.130-139）
① 対日検閲計画は、対独検閲計画に比べ、著しく厳格なものとする
② 日本を「実効ある検閲の網の目」によって包囲し、その言語空間を外部世界
から完全に遮断する
＝全世界的対日情報封鎖（”a universal communications blockade”）
③ 「6 項目の検閲規則」
（1946 年 11 月に発出される悪名高い〈30 項目の検閲指
針〉の端緒）
；米統合参謀本部の D. マッカーサー戦域軍最高司令官宛の命令書（JCS 873/3）
、194411-12
敵国領土占領期間中を含めて、民間通信検閲の責任を戦域軍司令官に課す内容
（例）「
（検閲は、
）範囲と寛厳の程度については、戦域軍司令官の裁量によりこれ
を緩和することができる。しかしながら、いかなる地域においても、予め
統合参謀本部の許可なしにこれを終了させることはできない。」（江藤 淳
[1994 (1989)], p. 23）
ワシントン D.C. の主導；○
D. マッカーサー（GHQ）の主導；☓
；リアリー陸軍省高級副官発マッカーサー宛公信「軍の占領または管理下にある諸地域
における民間通信検閲―12 項目の覚書」
、1944-05-19
；さらに言えば、元々のイニシアティヴは、ルーズヴェルトが開戦直後の 1941-12-19
に設置した大統領直属の合衆国検閲局（Office of Censorship）の長官であるバイロ
ン・プライス（大統領が任命）が陸軍長官のヘンリー・スティムソンに送った書簡
（1943-06-02 付け）・・・将来の占領地域における米軍による検閲実施を求めたもの
➡ バイロン・プライス検閲長官は、戦後の日本における検閲の構築に関して、背
後で極めて重要な役割を果たした
➡ 戦後の日本における検閲は、実質的には、FDR が主導したものと言える
（検閲の概要）
；東京の 5 大新聞（朝日、毎日、讀賣報知、東京、日本産業経済）に対する事前検閲を
開始、1945-10-09～
；悪名高い GHQ による「30 項目の検閲指針」、1946-11-25
－第 25 項目は「占領軍に対する批判の禁止」が規定されているが、例えば、占領軍
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兵士による婦女暴行や強盗など凶悪な刑事事件ですら、報道はタブーとされた
；新聞、雑誌、壁新聞、電信電話、書籍（含・自費出版物）、政治家の演説、映画、演
劇、詩歌、歌舞伎、文楽、神楽、落語、漫才、紙芝居、童謡、流行歌、旅行用携行文
書、子供が書いた学級新聞などありとあらゆる言論空間に対する事前検閲
－発禁本（焚書）＝約 7,000 冊
；郵便（封書）の検閲も・・・こちらは、検閲というよりも諜報と世論調査が主目的
－ウォッチ・リストの人物＝諜報目的、その他一般人＝世論の動向調査が目的
－CCD が取り扱った月平均 2,000 万通の封書のうち約 400 万通を開封（人海戦術）
－最盛期に約 5,700 人、CCD が機能した４年間余りの合計で約 2 万に達したとみら
れる日本人検閲スタッフの高額の給料は、全額、日本政府負担。一流大学の学生を
含む、教育水準の高い日本人が雇用された。
；検閲を担当した CCD の組織
－GHQ/SCAP 参謀第 2 部（G2）民間諜報局（CIS）傘下の民間検閲支隊（CCD）が
検閲を担当
G2 部長（総指揮官）は、チャールズ・ウィロビー少将（反共主義者）
G2 は、対敵諜報部（CIC）と CIS（民間諜報局）とによって構成
－CCD 初代局長＝ドナルド・フーヴァー（Donald Hoover）大佐
－CCD は、全国 8 カ所におよび、GHQ の組織の中では、断トツに多くの人員を抱え
ていた部署 ← 7,200 万人の日本国民全員を対象とする徹底した検閲が目的
－CCD は、通信部門と PPB（Press, Pictorial and Broadcasting）部門によって構成
通信部門＝新聞、電信電話、郵便を対象
PPB 部門＝基本的には、メディアなど公刊・放送されるものを対象
；戦前・戦中にも増して非常に厳しい言論統制 by GHQ
➡ しかし、GHQ はこの事実を秘匿
∵ 以下に明らかに反する行為だから
① ポツダム宣言第 10 項（言論、宗教及び思想の自由）、1945-07-26
② 合衆国憲法修正第 1 条（宗教、言論、出版および集会の自由）、
1791-12-15 採択
③ 日本国憲法第 21 条（言論の自由）、1947-05-03 発効
；
「プランゲ・コレクション」の返還要求を !!
－CCD が、1949 年 10 月末に解散した後、書籍、定期刊行物、新聞などの膨大な
「CCD コレクション」は、GHQ 戦史室長を務めたゴードン・プランジ教授が、
メリーランド大学に持ち去り、現在は、同大学の「プランゲ・コレクション」とな
っている。しかし、山本武利一橋大学名誉教授のいうように、これは、戦勝国が、
戦利品として不当に簒奪したものであり、日本政府として、米側に返還要求すべき
である（山本武利 [2021], pp. 249-250）
。
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－米側が、希望するなら、一部、複写することは認めても良いが、これらは、すべ
て、日本人の労作であり、原本はすべて返却するよう要求すべき。日本の国立公文
書館などで、永久保存すべき。
（完全に GHQ の共犯者にさせられた大手メディア）
；ドイツでは、戦前・戦中の大手メディアはすべて解体された。
『フランクフルター・ア
ルゲマイネ』紙、
『ディー・ツｱイト』紙、
『南ドイツ新聞』紙、
『デア・シュピーゲ
ル』誌、ドイツ公共放送（ARD、ZDF など）等々、現在の主要メディアはすべて戦後
に誕生しもの
；他方、日本では、軍部だけを悪者にし、戦前戦中におけるメディアの「罪」は不問に
付され、基本的にすべて温存され、GHQ の日本弱体化計画の完全なる共犯者させられ
た。ただし、強すぎた同盟通信は、共同通信と時事通信の 2 つに分割された。
← 世界史上最も残虐な戦争を戦ったのは、第 2 次世界大戦のアメリカであり
（Walter Russel Meed [2001]）、その最大の被害者は日本人であるが、それを
糊塗するために、日本軍による南京事件やフィリピンにおける暴虐事件を、米
国が盛んに喧伝
；
「新聞と言論の自由に関する新措置」
、1945-09-29 発表（9/27 付け SCAPIN-66）
－日本政府によるメディアへの介入を禁止する一方、GHQ には完全に従えという指
令 ➡ 日本のメディアに対して、自国に対する忠誠義務を完全に奪い、外国権力に
従わせる指令・・・これが、今日まで尾を引いている
・第 6 の柱：東京裁判
；戦勝国史観をプレイ・アップするためのおそらく世界史上最大規模のスペクタクル
（見世物）をプロデュース
；
「白を黒」
、「黒を白」と言いくるめる善悪の大逆転劇（史上稀にみる劇的なパラダイ
ム・シフト）をやってのけた米国
「日本＝善、米国＝悪」 ➡ 「日本＝悪、米国＝善」
（GHQ 洗脳を受け継ぎ再生産した日本人たち）
・終戦直後のニュー・ディーラーたちによる日本弱体化を目的とした GHQ のかなり左翼
的な政策は、以下の日本人には、大いに歓迎された
－大正デモクラシーを推進した人々
－さらにはより先鋭的には、「日本は前近代的であり半封建的だ」とするコミンテルン
の日本に関する「1932 年のテーゼ」の信奉者たち（いわゆる戦後民主主義の「進歩的
文化人」
）。彼らは、ソ連の現実を見ずして、社会主義・共産主義に対する憧れの気分
を伝えるいわば空想的な親ソ。
－さらに上記の者たちを受け継いだ、教員、メディア関係者など
・冷戦の深刻化を背景に、GHQ は、1948 年初め以降、政策姿勢を「右旋回」
（「逆コー
ス」
）するが、日本の左翼は、それは無視して、コミンテルンの「1932 年テーゼ」を至
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上最高の聖典とし、現実から遊離して、親ソに傾斜していく
→ 1950 年ごろには、本や雑誌の出版などの日本の論壇を、左翼思想が完全に支配
・その後も、概ね自虐史観が日本を支配してきた
（ほとんどすべての日本人が GHQ によって洗脳された）
；米軍は、戦時中は、日本の夥しい数の大中小の諸都市を火器による絨毯爆撃
戦後は、洗脳を徹底させるために、日本人の頭の中を思想的・文化的に絨毯爆撃
；象徴的に言えば、小野田寛郎さんを除いて、すべての日本人が洗脳された
小野田さんは、ようやく約 30 年ぶりに日本に帰国（1974 年 3 月）したのに、なぜ
僅か半年後に、ブラジルに移住したのか？ ➡ その行動が多くを物語る
－小野田さんは、30 年前の戦前の世界から高度成長を終えた日本に、あたかも「一
人タイム・カプセル」のように戻ってきた。彼は、戦後の日本に深く失望したに
違いない。
－小野田さんの事例は、日本における GHQ 洗脳の本質を知る上で、格好のケー
ス・スタディであると、理解して良いのではなかと思います。
＊現在、有力な反日勢力の多くは、GHQ によって作られ、いまだに日本社会に非常に大
きな弊害をもたらし続けている（日本が非独立国のままでいることを強いている）
；1945-10-31、同盟通信社の解体 ➡ 国際的な競争力のある本邦通信社の不在
；1947-06-08、日本教職員組合（JTU、初代代表＝羽仁五郎）の設立
；1947-10-14、旧宮家の臣籍降下 ➡ 皇室制度における男系継続の危機
；1949-01-20、日本学術会議（SCJ）の設立
➡ 存在しなくても良い団体というより、むしろ、日本の国益のためには存在して
はならない団体
；1949 年 5 月、東京地検特捜部の発足
－1947-0-16、GHQ 民政局次長のチャールズ・ケイディス大佐（ニュー・ディーラ
ー）が主導して設立した「隠匿退蔵物資事件捜査部」を改組したもの
；1949-09-01、日本弁護士連合会（JFBA）の設立
＊GHQ 外交局長および連合国対日理事会（ACJ）の米国代表を務めたウィリアム・シーボ
ルト曰く「一国民全体を改造しようとする前例のない企てだったのだ。その結果は、良
かれ悪しかれ、今日の日本に見られるとおりである。」
（シーボルト [1966 (1965)]、p.
2)
＊WGIP 全体の計画が、陰湿で、悪辣、卑劣の限りを尽くしたものである。
；性格の良い人間なら、思いつかないのではないか、というような代物
；海外にいる日本人をなるべく、帰国させ、洗脳の檻に入れようとした
➡ そのために、米国が、日本人の復員のために船を出したこともあった
；占領期、外国人（含むアメリカ人）は、基本的に日本に行けなかった
∵ 日本が、「洗脳の檻」であることが世界に知られないため
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＊第一次世界大戦後に、『戦時の嘘』（1928 年）で、アーサー・ポンソンビー卿が指摘した
「戦争プロパガンダ 10 の法則」と、基本的に同じことを、米国は、第二次世界大戦後も
行ったということ（Ponsonby [1928]、アン・モレリ[2015 (2002)]）
。
＊GHQ の「日本弱体化」計画、あるいは「日本人に誇りと気概を捨てさせる」計画にま
んまと乗ってしまった戦後民主主義の「進歩的文化人」
（＝「反日的日本人」
）たちの大
罪
＊日本は、万世一系の世界で最も長い歴史を持つ国家であり、他方、アメリカ合衆国は、
21 世紀の今日になってもまだある種の野蛮性を残した社会であり、十分に洗練された文
明国とは言い難い。そうした歴史の極めて浅い国の人間が、世界的にも最も洗練された
文明社会の一つを持つ民族を、思想的・文化的に洗脳しようなどという行為自体が大胆
不敵であり、本来、身の程知らずも甚だしい。これは、人類が営々と築き上げてきた文
明全般に対する冒涜に当たるのではないであろうか？
日本の講和独立 70 周年に向けて；2022 年 4 月 28 日
・来年（2022 年）は、サンフランシスコ講和条約の発効（1952-04-28）、すなわち我が国
の独立回復から 70 周年に当たるので、それに向けて、キャンペインを展開したい。
；これは、約 70 年遅れて、ようやく令和の時代に始まる現代日本おける独立運動
・まずは、『産経新聞』から始めてもらいたい。産経新聞がやらないで、ほかに誰がやる
のか？
；産経新聞は、1975 年、故・青木 彰 編集局長（当時）の下に、戦後 30 年特別企画
「米政府極秘文書を発掘する」で、ワシントンに取材班を送り、GHQ 文書の発掘を
行い、「ボーン賞」（現在の「ボーン・上田記念国際記者賞」
）を受賞したという、輝
かしい先駆的な実績もある。ちなみに、江藤 淳 の調査は、1979 年秋から 1980 年春
までであり、産経の調査は、それより数年前。
；産経新聞が踏み出さないことが、日本の国としての独立が妨げられているのだとした
ら、明治維新期の独立思想の雄である福沢諭吉が創刊した『時事新報』の流れを汲む
『産経新聞』としては、沽券にかかわる問題ではないのか？
；2014 年 8/5 & 8/6 、朝日新聞が、慰安婦問題について過去の誤報を認め、いくつか
の記事を取り消した検証記事に匹敵するような大規模な特集報道から始めるべき
－こちらの問題の方が、朝日新聞の慰安婦問題に関する誤報記事よりも、わが国全体
と日本人にとって、比べ物にならないほど遥かに重要な問題
・しかし、GHQ との共犯という意味で最も罪深いメディアは、NHK と朝日新聞であり、
究極的には、この両社の告白・懺悔が不可欠である。まず、産経新聞が先陣を切り、次
いで、読売新聞が続く形とし、究極的には、本丸の NHK と朝日新聞に迫りたい。
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おわりに
・郵便の大量開封や大手新聞に対する完全なる事前検閲は、巨大な企てであり、戦前の日
本にもなかったこと（山本武利 [2013], p. 208）
・日本列島全体を「洗脳の檻」とし、人口 7,200 万人の日本人をその中に閉じ込めた世界
的にも、前例のない途方もない規模での徹底した GHQ による洗脳
；換言すれば、世界史的にも、前例のない大規模な異民族に対する思想的・文化的な再
教育計画
＝ 極めて重大な人権人道上の侵害であり、戦勝国による度を超えた横暴に他ならな
い（おそらく国際条約違反）
・アメリカは、今でも GHQ 洗脳史観を押し付けようとしている。しかも、それはかなり
の程度成功している。
；その最たる例＝「慰安婦問題に関する日韓合意」
、2015 年 12 月 28 日（山下英次
[2016]）
・「ヨーロッパ中心史観」≒「
〈日本は後進的〉史観」（
「
〈日本は前近代的〉史観」
）
⇔ 「自虐史観」
；戦後の日本では、近代主義とマルクス主義という 2 つの歴史観が対立してきたが、そ
の両者ともに、以上の歴史観に立脚してきた
・戦勝国史観は、日本のみならず、アメリカ人を含む世界全体の人々をも欺いてきた
∵ 言論統制の事実を秘匿したから
；欧米など、国際社会のほとんど多くの人々は、真の近現代史を知らない
➡ 山下は、2019 年 9 月、米国ミーゼズ研究所主催の Libertarian Scholars
Conference（於・NY）において、欧米人の面前で、このように主張
（Yamashita [2019]）
➡ ＧHQ 史観から脱却した日本人こそが、世界史を書き改める資格が最もある
・現在、日本全体を覆う深い閉塞感は、長年、全く同じ体制、しかも国としての誇りの持
てないないような「非独立国体制」を、安易に続けてきてしまったことにある。
；明治維新（1868 年）～ 第 2 次世界大戦の終了（1945 年）＝ 77 年間
➡ 開国圧力と非植民地化の可能性という大きな国を乗り越え、立派な独立国に成
長するも、新たな国難に遭遇し、第 2 次世界大戦に巻き込まれる
；第 2 次世界大戦の終了（1945 年）～ 現在 ＝ 76 年間
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➡ 「歴とした独立国」に生まれ変わり、国として蘇生することが必要とされる
・GHQ によって、自国に対する忠誠心を奪われ、GHQ による言論統制・洗脳の共犯者に
させられた大手メディアが告白・懺悔すれば、令和の時代になって、戦後ようやく初め
て始まることになる我が国の独立運動の嚆矢となろう。
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GHQ の洗脳からの脱却を考える

「敵は本能寺にあり」

令和３年（２０２１年）６月２２日
元産経新聞社専務取締役論説委員長
吉田 信行

【Ⅰ】節穴だった現役時代
①江藤淳のこと
江藤淳が１９８９年に「閉ざされた言語空間」を表して、GHQ によるあの「ウォー・
ギルト・インフォメーション・プログラム」（以下 WGIP)によって日本人がその敵意を米
国や米軍ではなく、日本の軍国主義者と旧秩序に向けさせていったという重大な指摘と、
また検閲によって日本の言論空間が閉ざされていたという実態を白日のもとに晒したと
き、その当時も、それ以降も、産経在籍時代にその重大性に目を向けることはなかった。
（個人的には江藤淳と鎌倉の自宅を含めて何度か面談の機会があり、日本が米国によって
「ウィーク・ジャパン」化させられた、という話は記憶に強く残っているが、産経が
GHQ の実態の掘り起こしと謝罪を行うべし、という類の話をしていたかは、残念ながら
私の記憶に残っていない）
②讀賣の社説
１９９７年は肺癌で半年間入院生活を余儀なくされ、１９９７年３月３０日付で読売新
聞に「言論管理下の”戦後民主主義”」と題して GHQ の言論支配を告白した社説を出した
のも看過してしていた。
③武士道と教育勅語
産経新聞では元日の紙面に「年頭の主張」という社説を論説委員長が執筆するのが恒例
になっていた。私（１９９４−２００５）も１１回書いたが、その中には武士道が一本、
また教育勅語に関するものも一本ある。その時感じたのは、ほかの社のみならず、産経で
もそれまでこれらの題材を取り上げてこなかったことだった。その原因としては宮沢俊義
や丸山真男などの言説に引きずられた結果、戦後の社会では戦前の旧秩序が否定がされ、
それが一般社会に受け入れられてしまったためと考え、GHQ の影響とは考えつかなかっ
た。
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（その後、武士道については GHQ の「プレス・コード」に伴う禁止３０項目には入っ
ていないものの、「朝日新聞社史」の中で、おそらく朝日自身が終戦直後に武士道を持ち
上げる記事を書いて GHQ の検閲に引っ掛かったためか、朝日自らが武士道や古武士的風
格を謳歌しないこと、と戒めている箇所発見した。また教育勅語は１９４８年の国会での
「排除•失効決議」によるものと思っていたが、この決議の草案も GHQ が書いたというこ
とをのちに知った）
④以上の結語
私は２００５年まで１１年間もの間、論説委員長の座にあったが、正直に言って、１９
５２年に日本の主権回復とともにその役割を終えた GHQ の影響力が陰に陽に残っている
ことを明確に意識したことはなかった、と告白せざるを得ない。今考えると、まことに節
穴つきのボーンヘッドだったわけで、今は「敵は本能寺にあり」の思いを強くしている。
【Ⅱ】GHQ 時代の新聞
①産経新聞の場合
検閲時代の１９４９年に入社した元編集局長で、その後筑波大教授としてジャーナリズ
ム論を講じた青木彰の「新聞との約束」（NHK 出版）によると、検閲時代の状況を以下
のように分析している。
①検閲の主対象が在京の 5 大紙で、大阪発行の経済紙だった産経は検閲を受けたもの
の、それほど激しくなかった
②フリープレスを信条とする米国がその矛盾である検閲の実態を広く知らしめないよ
う配慮していた
③外圧に屈した後ろめたさから日本の新聞人の間にそれに触れたくない心理が働いた
付け加えれば、GHQ の初期対日政策には容共色の強いニューディール派も深く関与し
ていた。産経内にもその影響を受けた GHQ 時代からの左派系記者が存在したが、産経は
経営難から１９５８年に前田久吉から水野成夫、さらには鹿内信隆に代わった。この過程
でこれらの記者が一掃（配置転換など）され、左派からは「産経残虐物語」などと言われ
たが、他社とは異なる報道姿勢に向かう（新聞労連からの脱退、日米安保条約肯定な
ど）。したがって、産経の場合、GHQ 伝来の左派リベラル色は他社より希薄になったと
いえよう。しかし、むろんこれによって GHQ の洗脳の影響が一掃されたというわけでは
ない。
②他紙の状況（私の見方）
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私が入社したのは１９６４年で、東京五輪の開催年だった。各社ともこの大イベントに
備え、大量の記者を採用しており、この昭和３９年組は「サンキュー組」と呼ばれてい
る。サンキュー組の我々を社内で教育したのはキャップやデスクになっていた１０年ほど
上の先輩たちで、特に昭和２８年入社の「花のニッパチ組」と呼ばれる人たちから受けた
影響が大きい。彼らは講和条約発効の年である１９５２年に採用試験を受けて、１９５３
年に入社した、いわば新生日本の社会人一年生で、各社とも優秀な人材ゆえに「花のニッ
パチ組」と呼ばれていた。
考えてみると、これらのニッパチ組に新人教育を施した１年上の記者をはじめ先輩記者
はどこの新聞社でも皆、GHQ の検閲を生々しく受けていたわけで、ニッパチ組は当然な
がら「〇〇は書くな」といった GHQ の禁止事項をこれらの先輩から教え込まれた。
前掲の青木「新聞との約束」にも青木自身が当時産経の中でも、「占領軍批判は慎め
よ」「米兵の犯罪報道では『大男」にしとけよ」といった注意を受けたと書いている。し
かしそれらにとどまらず、GHQ が御法度にしていたのは検閲批判をはじめ、ソ連中国批
判、朝鮮人批判、軍国主義宣伝、神国やナショナリズム宣伝など幅広い範囲にわたるもの
で、しかもリベラル色の強いものだっただけに、これらは検閲時代の空気が濃厚に残って
いた時期に記者となった各社のニッパチ組の思想や物の見方に多大な影響を与えたと思わ
れる。
今日なお護憲をはじめリベラル色の強い、軍備増強論は否定し、近隣諸国への批判は手
控え、逆に旧軍指導者や靖国神社参拝ヘの批判は激しくといった新聞論調は中央、地方紙
問わず、多くの新聞に色濃く残っている。
その理由を考えたい。ちなみに私が産経を卒業したのは２００５年だが、同じサンキュ
ー組は２０００年代に入っても各社に相当数残っていた。こうしたことから見て、GHQ
の言論統制で押しつけられた報道の作法は検閲時代からニッパチ組を経て、その指導を受
けたサンキュー組の卒業まで、あるいは今日まで綿綿と命脈を保ってきた、と言える。そ
の意味で７０年前のこととはいえ、GHQ の日本弱体化工作は今に息づいていると見るべ
きであろう。
（GHQ の禁じた英米批判などは既に空中分解していると言われればその通りだが、日
本のマスコミは言論の自由を認めている国には強気になるが、それがない国には支局閉鎖
などを恐れて卑屈になり忖度する傾向が顕著で、そのことと無縁ではないはずである）
③以上の結語
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多くのマスコミの「護憲至上主義」「お祈り平和主義」や「対中、対朝鮮半島弱腰主
義」などの左派リベラル色は、WGIP など GHQ の本来の狙いである日本弱体化工作から
派生した流れであると考える。GHQ はその７年近い占領統治で、日本を二度と米国に立
ち向かわせないよう、旧軍をはじめとする旧秩序と日本国民を分断するためのプロパガン
ダ報道を新聞ラジオに強制した、また民主主義を標榜しながら、それに値しない形で、新
聞ラジオのみならず、私的な手紙類まで検閲した。こうした日本弱体化工作に産経を含む
日本のメディアが手を貸したことは、占領下で逃れられないことであったとしても戦後史
の大きな汚点であり、屈辱である。日本に主権が戻り、GHQ が撤退した時にマスコミ
は、その実態を国民に公表し、洗脳工作に手を貸していたことを謝罪すべきであった。今
日の時点に立っても、時期を失したということで看過していいことでは決してないであろ
う。
【Ⅲ】GHQ の洗脳効果
江藤淳のあと GHQ の洗脳工作の実態は高橋史郎、有馬哲夫、関野通夫、ケント・ギル
バート氏らの研究で特に２０１５年以降より広がった。これらの識者は、今なお GHQ に
よる工作が日本人の精神構造に好ましからざる影響を残し続けているという立場に立脚し
ているが、これ以外の人たちについて若干の考察をしたい。
①平川祐弘「昭和の大戦とあの東京裁判」（雑誌「正論」連載中）
日本のみならず世界でも有数の知識人による非常な力作で、出版されて広く人口に膾炙
されれば、日本人の戦後認識が変わるのではないかと期待する。GHQ の検閲や誘導によ
って日本の歴史記述のパラダイムも規定された、という江藤淳の洞察を裏書きした論文
で、平川はさらに「占領軍と左翼が手を握った反日プロパガンダ教育が制度化された」と
指摘している。ただ、「WGIP によってマインドコントロールされて今日にいたってい
る、という言い方はしたくない」と留保をつけているが、全編を通して言えば、平川は
「敗戦後、外から与えられ、自ら肯定し、日本人の脳裏に刷り込まれた歴史像は、はたし
て本当に正しかったのか」と視点で書いており、必見必読の書である。
②賀茂道子「ウォー・ギルト・プログラムーGHQ 情報教育政策の実像」（法政大学出版
局）
残念ながら、目を通していないが、江藤淳の著作を検証する目的で書かれたもので、
GHQ によって侵略戦争史観が植え付けられ、それが近隣諸国との間での歴史認識に影響
を与えている、という見方は保守陣営のものだとして、それを批判する立場に立って検証
している。GHQ の目的の一つは日本軍の捕虜虐待の罪を知らしめることにあったが、こ
れについて賀茂は朝日のインタビューで「CIE（民間情報教育局）が重視した捕虜虐待や

-62-

マニラの虐殺を現在知らない人が多いことからも、洗脳されたとは思わない」（２０１８
年１２月５日付）と語っているが、同時に「それなりの影響はあった」とも答えている。
③ジョン・ダワー「敗北を抱きしめて」（岩波書店）
米国の代表的な左翼の日本学者が２００１年という時点で書いたもの。ちなみに平川祐
弘は、ダワーが占領軍の上からの革命に日本の民衆が力強く呼応したかの記述をしている
として「日本占領についての優れた研究書とされているが、私は全くそうは思わない」と
批判している。この本でダワーは勝ち誇ったように「検閲民主主義」と表現し「表向き
『表現の自由』を謳うなかで実施された秘密検閲システムと思想統制が、（日本の）戦後
の政治意識になんの害ももたらさなかった、とほんとうに信じる人などいるだろうか？」
と開き直ってさえいる。そして「アメリカ人が去り、そのアメリカ人を含むおおくの外国
人が、これ（沈黙と大勢順応）をきわめて日本的な態度とみなすようになったのである」
（下巻２４８−２４９頁）と洗脳効果の勝利宣言の如き表現をしている。
【Ⅳ】産経新聞への期待
①趣旨
産経新聞が責任ある活字メディアであり続け、その紙価を一層高める有力な方策とし
て、これまで隠されてきた明白な憲法違反である GHQ の世論誘導と検閲の実態（備考参
照）を検証して明らかにし、報道と論評の両面に亘って世論誘導に加担し、検閲に応じざ
るを得なかったことについて率直に告白反省する紙面展開を行う。謝罪すべき点は謝罪す
る。時期はサンフランシスコ講和条約発効７０周年にあたる２０２２年４月２８日を目途
として展開する。そのための企画立案のプロジェクトチームを立ち上げるべきではない
か。
②背景
産経は前例として第一次教科書検定報道で検定段階で、中国への侵略が進出に書き換え
させられたと、各社が一斉に報道した件で、その事実が無かったことが明らかになったの
ち、各社に先駆けて謝罪記事を掲載したことがある。一方各社は素直に謝らず、政府にい
たっては検定基準にアジア諸国への配慮を促す近隣諸国条項を加える事態を招いた。今
日、近隣諸国の傍若無人な対日攻勢を見るにつけ、かかる近隣諸国条項の撤廃要求が出て
いるが、それにつれ、当時の産経新聞の対応が評価されている。
GHQ の世論誘導と検閲による洗脳は教科書問題とは比較にならないほど広範囲に戦後
の世論形成に悪影響を及ぼしており、今日なお神の国発言や靖国参拝、改憲の動きなどに
対して根強い反発が起きる遠因になっている。それゆえ、GHQ の言論統制問題を総括す
ることには重大な意味があり、
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また当時経済紙だった産経は比較的「軽症」だったこともあり、その意味でも産経でなけ
ればなし得ないプロジェクトだと信じる。
③効果
告白反省することによって、産経新聞が責任ある新聞であることを知らしめ、また、検
証することによって、今のリベラル系新聞テレビが GHQ の操り人形のままである実態が
浮き上がるほか、より大きな影響として、GHQ の言論統制問題の総括を成し遂げなけれ
ば日本の戦後が終ったとは言えないことであり、それを産経が提起することには画期的な
意味がある（読売の社説には反省がない）。
蛇足だが、今日自民党政治家に欠けているのは批判や追及に対して、「押し返す保守」
という強みが見られず、「受け止める保守」に堕してしまっている。GHQ は「長い者」
であり、いわば「地頭」であった。自民党が「長いものには巻かれろ」「泣く子と地頭に
は勝てぬ」が習い性になってしまったのも、元を糾せば、GHQ に追随し忖度し、結果的
に自立心を喪失していったからではないか、日本の真の自立化のためには、「敵は本能寺
にあり」との思いで一度 GHQ 下の言論状況をしっかりと総括すべきと考えている。
（備考）
▼ポツダム宣言 10 条「言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立さるべ
きである」
▼憲法２１条「集会、結社及び出版その他の表現の自由は、これを保障する。検閲は、こ
れをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」

（了）
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国際歴史論戦研究所

特別セミナー

我が国が歴とした独立国になるための条件
令和 3 年 6 月 22 日開催

ウォーギルト・インフォメーション・プログラム とコミュニケーション理論
早稲田大学

有馬哲夫

ウォーギルト・インフォメーション・プログラムの理論はどこから来たのか
ウォーギルト・インフォ―メーション・プログラムの考え方はどこからきたのでしょうか。
それはハロルド・ラスウェルの『世界大戦におけるプロパガンダ・テクニック』や『心理戦』
からです。彼は政治コミュニケーション、とりわけプロパガンダ戦の大御所で、その理論は
第一次世界大戦以後のアメリカの心理戦に応用されました。
先の戦争では、彼のホワイト・プロパガンダ（情報源を明らかにし、自らに都合のいい事
実を宣伝する）、ブラック・プロパガンダ（情報源を明らかにせず、大抵は虚偽の宣伝を行
う）グレイ・プロパガンダ（情報源を明らかにせず、紛らわしい情報を流す）を使い分けな
がら敵を「思想戦」において打ち負かし、その心を支配するという考え方が実践されていま
した。とくにその要点を説明したのが『心理戦』というパンフレットでした。
アメリカン大学教授クリストファー・シンプソンが彼の著書『強制の科学：コミュニケー
ション研究と心理戦』で指摘しているように、第二次世界大戦中、陸軍、海軍、ＯＷＩ（戦
時情報局）、ＯＳＳ（戦略情報局）に心理戦を担当する部局が作られ、多くの社会科学とコ
ミュニケーションの専門家が動員されていました。
そのなかには、ハドレイ・キャントリル（プリンストン大学、コロンビア大学、ハーヴァ
ード大学で教授を歴任）ポール・ラザーズフェルド（コロンビア大学教授）など日本でもよ
く知られた一流研究者の他に、ジョージ・ギャラップ（ギャラップ世論調査）フランク・ス
タントン（ＣＢＳ社長、ＣＢＳはアメリカ二大放送網の一つ）Ｃ・Ｄ・ジャクソン（タイム・
ライフ副社長）エドワード・バレット（ニューズウィーク編集長）などアメリカのメディア
企業の幹部もいました。
このように、アメリカは先の大戦において政治戦と心理戦にも重きを置き、最高学府の学
者やメディア企業の幹部たちを動員していたのです。そして、アメリカ軍の幹部たちも、士
官学校や幹部養成組織で心理戦を学んでいました。
ウォーギルト・インフォメーション・プログラムの理論的分析
ウォーギルト・インフォメーション・プログラムを実施したＣＩＥ（情報教育局）は、き
わめて強力なマインドセット機関として機能していました。しかも、おそらく結果論的にで
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しょうが、アメリカのコミュニケーション理論によく合致していました。コミュニケーショ
ン理論では、次の条件がそろえば、マインドセットは可能だとされています。
（１）マスコミュニケーション手段の独占
（２）回路形成
（３）制度化
まず（１）を説明しましょう。人々をあるイデオロギーに染まらせるには、それを肯定す
る情報だけが流れ、否定する情報が流れない状況を作る必要があります。つまりデオロギー
を植えつける側のプロパガンダだけが流れて、それを打ち消すカウンター・プロパガンダが
一切ないマスコミニュケーション環境を作らなければなりません。つまり、選択の自由がな
い状態です。
民主主義の国では、言論の自由があるため、これは平時においてはほとんど不可能です。
たとえば日本のマスメディアは大体において現政権に批判的なのですが、その一方で、少数
派であっても、政権擁護の論調をとるマスメディアもあります。また、アメリカ、韓国、中
国に対するスタンスもマスメディアごとに相当違っています。これによって、日本人は一方
のプロパガンダを打ち消すカウンター・プロパガンダにも触れることになり、どちらか一方
に偏るということはほぼなくなります。このような言論バランスの均衡状態があるうちは、
多くの人々をマインドセットにかけることはできません。
占領当時の日本は、たとえていうなら、ある男性が殺人罪の疑いをかけられ、警察が男性
に不利な証言者の話だけを聴取し、彼の反論、たとえば被害者とは会ったこともなく、殺害
当日のアリバイもあるといった反論はまったく取り上げず、検証もしない状況にありまし
た。このような状況下では、警察は彼が被害者を殺害したと確信し、不利な証言だけを採用
するので、彼は裁判で有罪になってしまいます。
占領軍は 7 年間にわたって、
あらゆるマスメディアを独占して、日本が不当な戦争しかけ、
多くの戦争犯罪を行い、アジアの民を苦しめたという報道だけをさせ、それに対する一切の
反論は、検閲と言論統制によって完全にシャットアウトしました。今日の目から見ますと、
これは占領中の日本と共産主義国に特有の状況でした。
衛星通信やインターネットやＳＮＳが発達した今日では、イラク戦争やアフガニスタン戦
争やイスラム国との戦争でも、アメリカ軍は敵性プロパガンダを遮断することはできませ
ん。なぜアメリカが日本の占領に、ソ連が東ヨーロッパの共産主義国の支配に成功したのか、
そのあとはなぜ失敗したのかは、この（１）で説明できます。つまり、マスメディアの独占
が不完全で反論を取り上げるメディアもあるので、アメリカやソ連の思い通りにマインド
セットできなかったということです。
知らなかったからこそマインドセットが効いた
（２）は最初にある情報を与えると、それを受ける人間に固定的回路ができてしまい、その
あとそれに反する情報を何度送っても、受け付けなくなることをいいます。まさしくマイン
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ドセットです。
アメリカ企業はこれをよく販売戦略に応用しました。たとえば、コカ・コーラやマクドナ
ルドやケンタッキー・フライドチキンを日本に売り込むとき、子供をターゲットにしました。
なぜなら、大人はすでに味覚や好みができてしまっているので、これら外来のものをなかな
か受け付けませんが、まだこれらのものが出来に上がっていない子供は受け入れるからで
す。まだ水を流していないときのやわらかい土と同じです。そして、一旦受け入れると、そ
の後は何度でも飲み、食べ続けます。回路が出来上がってしまったからです。
イデオロギーに関しても、今まで知らなかったことを初めて教えられると、そのあとそれと
違ったことを何度教えられても、最初に教えられたこと以外は受け付けなくなります。この
ことは北朝鮮などの国民が、なぜあのようなマインドセットに陥り、独裁者の発するプロパ
ガンダに操られてしまうのかを説明します。
終戦後の日本人に関していえば、大本営発表しか聞かされていなかったので、戦争に関し
ては、あまりよく知りませんでした。そこへ占領軍によって、後で詳しく見る新聞連載「太
平洋戦争史」やラジオ番組シリーズ「真相はかうだ」によって、初めてアメリカ側からの詳
しい情報を与えられました。
これらは基本的にアメリカ側によるにプロパガンダなのですが、それまで大本営発表しか
知らなかっただけに、大多数の日本人は信じてしまいました。占領は 7 年の長きにわたり
ましたので、この間に占領軍のプロパガンダとマインドセットは、本当のこととして定着し
てしまいます。そして、一旦このように回路が形成されてしまうと、占領が終わったあとに
それを否定する情報が与えられても、それを受け付けなくなってしまうのです。
「バカの壁」
状態です。
占領軍が植えつけた「太平洋戦争史観」を批判すると「右翼」
、
「歴史修正主義者」
「陰謀論
者」とレッテル貼りをする人々がいますが、彼らが陥っているのがまさにこの状態です。
戦争についてある程度知識を持っていた当時の大人の日本人の場合は、この効果が減殺さ
れたかも知れません。しかし、知識が少なく、抵抗力もない学童たちには効果絶大でし
た。この学童たちこそ昭和と平成の時代を担った「団塊の世代」でした。現在分別盛りの
日本人の大多数が先の戦争に関して「自虐的歴史観」を持っているのはこのようなわけで
す。私も海外の公文書館で歴史資料を読む前は、「団塊の世代」の一人でした。公文書と
海外経験が私を覚醒させてくれたのです。
占領軍の「民主化」が日本のマスメディアを反日にした
最後は（３）の制度化です。前述の二つのことが、短期的に強力に行われても、それが行
われなくなれば、その効果はやがて消えます。これを永続的なものにするためには、機関や
制度が作られる必要があります。
共産主義国であれば、共産主義のドクトリンを説くだけでなく、それを浸透させる組織を作
ります。たとえばソ連なら、青少年にイデオロギーを植えつけたコムソモール、ナチスドイ
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ツならやはり青少年をターゲットとしたヒットラー・ユーゲントなどがありました。
メディアに関しても、ソ連なら『プラウダ』、
『イズベスチア』、中国なら中国共産党中央宣
伝部の下にある『人民日報（その電子版環球時報）
』、中央電視台です。これらによってイデ
オロギーやドクトリンは永続化します。
占領期とそれ以降（３）を担ったのは、日本のマスメディアと教育機関でした。そしてそ
の改造をしたのは、その名の通りの「情報と教育の部局」つまりＣＩＥ（Civil Information
and Education）だったのです。
これまでも、占領軍がマスメディアを支配して、言論統制と検閲をしたことはよく知られ
ていました。たしかに、占領開始からまもなくプレス・コードとラジオ・コードを日本のマ
スメディアに課し、それに基づく検閲と言論統制をＣＣＤ（Civil Censorship Detachment、
検閲支隊）を通じて行っています。そして、ＣＩＥは、日本の新聞、放送、映画などを支配
下に置いたのち、
「太平洋戦争史」
、
「真相箱」、反軍国主義映画、東京裁判ニュース映画など
「情報プログラム」を実施させました。
あまり意識されていないのは、占領軍が５大改革の一つ「労働組合結成の奨励」を実行す
ることで、実質的に日本のメディアを改造していたということです。これを知らなければ、
なぜ戦前はきわめて軍国主義的で、日本軍のプロパガンダ機関のような役割を果たしてい
た朝日新聞、毎日新聞、日本放送協会、映画製作者が、今日のような左翼的、ある意味では
反日的姿勢を取るようになってしまったのか理解できません。
単純化していいますと占領軍の行ったメディア改造とは、メディア企業の従業員に労働組
合を組織させ、その経営権を経営者から奪って労働組合に渡すことでした。これは、地主か
ら土地を取り上げ、小作農にそれを分配した農地解放と軌を一にしています。
メディア企業の場合は、会社の株式を従業員にも持たせ、経営者が握っていた権力や編集権
を労働組合に移しました。
こうすると、メディア企業の従業員は、自然に「これまでは経営者が政府や官僚や軍人の
側にたってきたので、道を誤って戦争に走り、このような悲惨な結果を招いた。こういった
反省に立って、我々は先頭にたって会社と日本社会を民主化しよう」と思います。若林が集
めた「反省文」が示すように、このような心理や動きは、占領軍が来る前からありました。
占領軍の政策はそれを強力に後押しし、二度と元に戻ることがないよう固定する役割を果
たしたのです。
当然の流れとして、これらの「民主化されたメディア」は、戦前・戦中の日本の政治、経
済、軍事、社会のことを激しく非難します。そして、それと連続性を持っている当時の政府、
大企業、社会の指導者や組織を猛烈に攻撃します。これを戦前回帰の芽を摘みたい占領軍の
検閲と言論統制が強力に後押しをします。
注意していただきたいのは、こういったことは東京だけで行われたのではないということ
です。ＣＣＤやＣＩＥの要員は新聞に関しては３大全国紙だけでなく地方紙にも、日本放送
協会に関しても、東京局だけでなく、各都道府県の支局にも、つまり全国各地に多数送られ
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ました。映画の場合は、ほぼ東京と京都だけですが、検閲や言論統制を受けただけでなく、
製作資金や配給網までがＣＩＥにしっかり握られていました。
これらの機関の要員は、占領期間の７年の長きにわたってメディア企業の従業員と一種の
共同作業を行い、大抵の場合はかなり親密な人間関係を築くことに成功しました。
こうして、戦前・戦中の日本ことを正当化したり、肯定したりする報道や映像は徹底的に検
閲され、削除され、占領軍による「５大改革」を支持し、礼賛する報道と映像だけが流れる
ことになったのです。これこそ江藤淳が「閉ざされた言語空間」と呼んだものです。
「太平洋戦争史観」は占領軍のブラック・プロパガンダだった
（３）においてマスメディア以上に決定的役割を演じたのは教育です。
ＣＩＥはまず「神道指令」によって「大東亜共栄圏」に関する書物の焚書を行いました。次
いでこの指令で「大東亜戦争」という名称の使用を禁じ「太平洋戦争」という名称を強制し
ました。そして、これはメディアだけでなく、教育機関においても徹底させました。つまり、
「教育の自由主義化」の美名のもとに、先の戦争を日本の側から見るのではなく、アメリカ
の側から見ることを強いたのです。当然、アメリカは正しく、日本は間違っていて、日本だ
けが残虐行為をしてアジアの人々に多大の迷惑をかけたとなります。
欧米列強からアジアを解放し、日本を中心とする共栄圏を築くための戦争だったという
主張は、物欲のための侵略を正当化するための嘘だとされました。先の戦争のあとアジアの
国々に澎湃として独立運動が起こり、多くの国々が欧米列強から独立を勝ち取りつつあっ
たことは無視します。
ＣＩＥの巧妙なところは、
「太平洋史観」を日本人に押し付けたことを隠し、いかにも日本
人が自発的にそうしたように装ったことです。たとえば、「太平洋戦争史」を翻訳して書籍
にした中屋建弌は、その後東京大学教授となり、現代史（アメリカ史）の研究と教育の中心
的人物となりました。これによって「太平洋戦争史観」がいかにも良心的日本人から自発的
にでたものであるかのように擬装したのです。
不思議なことに、占領軍とはイデオロギー的に敵対しているはずの日本教員組合も「太平
洋史観」を擁護し、若い世代にそれを浸透させることに進んで協力したのです。
こうして日本の教育そのものが、大東亜戦争の大義を否定し、アメリカ側のプロパガンダを
広めるものとして「制度化」されてしまいました。これによって公教育の場で、組織的、徹
底的に「自虐的ヴァイアス」と「敗戦ギルト」の摺り込みが行われ、占領が終わったのちも
これらが永続化することになりました。その結果、現在の日本では、先の戦争に関する歴史
はアメリカ側のプロパガンダと区別がつかなくなっています。かくして、日本は「二度とア
メリカに立ち向かうことがない国」になってしまったのです。
＊出所；有馬哲夫『日本人はなぜ自虐的になったのか』
（新潮新書、2020 年）96～97, 110
～119 頁から抜粋
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令和 3 年 6 月 22 日 iRICH 特別セミナー

プレスコードにやられた、という大錯覚
茂木弘道（
「史実を世界に発信する会」 代表代行）

1.

すべての始まりは民間検閲支隊長フーバー大佐が発表した 9・15 方針に基づき、朝日
新聞発行停止（1945 年 9 月 15 日）と、それに対応して朝日新聞が大転換したことに
あった。
抵抗ではなく、全面屈服と積極追随、GHQ 史観代弁があたかも正義であるかのよう
な報道姿勢が朝日を筆頭に主要新聞に広がった。

2.

プレスコード（同年 9/19 発令、9/21 発布）（添付 1）は、占領軍批判は禁ぜられて
いたものの、言論の自由を確立するためのものという趣旨となっている。事実に即し
た報道を行うべし、と公平を装ったものである。むしろ、それまでの事実を曲げた虚
偽報道から脱することを求めているものである。
添付 1 をよく見るべきである。ここには、占領軍が不当な言論弾圧を行おうとしてい
た形跡はない。つまり、プレスコードによって言論弾圧が行われた、という論は当時の
実情、印象から全くかけ離れたものである。

3.

さらに、添付 3 のように、9 月 27 日には「新聞と言論の自由に関する新措置」
（SCAPIN-66）が発令される（発布＝9/29）。これによって、日本政府による新聞
の自由に関する平時及び戦時の制限措置が即時に停止されることになった。
言論の自由が実現したという宣伝の下でこれが行われたのであろう。われわれも、占
領軍によって日本の不当な言論統制が撤廃されたという宣伝、教育を受けてきた記憶
がある。
しかし、事実は全くそれと異なり、日本政府による統制撤廃＝GHQ による全面統制
に他ならなかった。詐欺が行われていることに気が付かなかったのである。
法的にいうと、戦時立法の言論出版集会結社等取締法は、昭和 16 年 12 月 19 日に帝
国議会で成立したが、アメリカではちょうど同じ日に連邦議会戦時大権法に基づきル
ーズベルトが合衆国検閲局設置を定めた。この検閲法に基づき、日本における検閲が
実施されることになったのである。

4.

アメリカの検閲法下に入ったことを以て、言論の自由が与えられたと喜んでいた、と
いう事実の確認こそが、WGIP 問題の見直し、批判の原点とならなければならない。
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5.

プレスコードにやられた、などという見当はずれな認識では、WGIP 問題に対する正
確な認識、対応策は生まれてこない。

6.

30 項目の「検閲指針」（添付 2）は、全く公表されず、人々は誰も知らないところ
で、「事前検閲」の GHQ の内部指針として使われていた秘密条項である。プレスコ
ードなどではない。
これが、当時表立って強制されていたわけではない。したがって、日本人はこんなひ
どい思想統制を強制され、言論統制を受けていた、という認識がほとんどなかったの
である。
まるで、当たり前のように、自然に、統制された思想を受け入れていったのである。
要するに「ダマされて」いたのである。極めて巧妙な洗脳作戦であったということで
ある。

7.

例えば、3 項目目に、GHQ が日本国憲法を起草したことに対する批判が規定されて
いる。じつは、これには GHQ が起草したことを含めて言及が禁止された。したがっ
て、人々は国会議員も含め、GHQ が、英文で憲法草案をつくったということを全く
知らされない中で、憲法改定をしたのであり、押し付け憲法どころの話ではなかっ
た。
プレスコードからしたら、全く考えられないようなとんでもない超言論統制が行われ
ていたということである。

8.

昭和 21 年 11 月 3 日に公布され、22 年 5 月 3 日に施行された日本国憲法には、21 条
2 項に「検閲はこれをしてはならない」と書かれているが、当時世界の歴史上でもま
れな強力にして広範な検閲が実行されていた。誰もこれをおかしいと思わず、言わ
ず、素晴らしい自由と民主主義の憲法とたたえていたのである。すべてウソの上に成
り立っていたわけである。
WGIP の巧妙さとともに、日本人の頭の弱さを際立たせている見本的な事例である。
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【添付１】
「日本新聞準則（日本出版法）Press Code for Japan」
「Radio Code for Japan」
、SCAPIN-33
（1945 年 9 月 19 日）
趣旨
連合国最高司令官は日本に言論の自由を確立せんが為茲に日本出版法を発布す。本出版
法は言論を拘束するものにあらずむしろ日本の諸刊行物に対し言論の自由に関しその責任
と意義とを育成せんとするを目的とす。特に報道の真実と宣伝の除去とを以てその趣旨と
す。本出版法はただに日本に於けるあらゆる新聞報道論説及び広告のみならず、その他諸
般の刊行物にもまた之を適用す。
1. 報道は絶対に真実に即すること
2. 直接又は間接に公安を害するようなものを掲載してはならない
3. 連合国に関し虚偽的又は破壊的批評を加えてはならない
4. 連合国進駐軍に関し破壊的に批評したり、又は軍に対し不信又は憤激を招くような
記事は一切掲載してはならない
5. 連合軍軍隊の動向に関し、公式に発表解禁となるまでその事項を掲載し又は論議し
てはならない
6. 報道記事は事実に即し、筆者の意見は一切加えてはならない
7. 報道記事は宣伝目的の色を着けてはならない
8. 宣伝の強化拡大のために報道記事中の些細な事項を強調してはならない
9. 報道記事は関係事項や細目を省略する事で内容を歪曲してはならない
10. 新聞の編輯に当り、何らかの宣伝方針を確立し若しくは発展させる為の目的で、記
事を不当に軽く扱ってはならない
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【添付２】
30 項目の検閲指針
（1946 年 11 月 25 日）
１、

連合国軍最高司令官（もしくは総司令部、以下 SCAP）に対する批判

２、

極東国際軍事裁判批判

３、

GHQ が日本国憲法を起草したことに対する批判

４、

検閲制度への言及

５、

アメリカに対する批判

６、

ロシアに対する批判

７、

英国に対する批判

８、

朝鮮人に対する批判

９、

中国に対する批判

１０、

他の連合国に対する批判

１１、

連合国一般に対する批判

１２、

満州における日本人取り扱いについての批判

１３、

連合国の戦前の政策に対する批判

１４、

第三次世界大戦への言及

１５、

冷戦に関する言及

１６、

戦争擁護の宣伝

１７、

神国日本の宣伝

１８、

軍国主義の宣伝

１９、

ナショナリズムの宣伝

２０、

大東亜共栄圏の宣伝

２１、

その他の宣伝

２２、

戦争犯罪人の正当化および擁護

２３、

占領軍兵士と日本女性との交渉

２４、

闇市の状況

２５、

占領軍軍隊に対する批判

２６、

飢餓の誇張

２７、

暴力と不穏の行動の煽動

２８、

虚偽の報道

２９、

GHQ または地方軍政部に対する不適切な言及

３０、

解禁されていない報道の公表
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【添付 3】
GHQ の「新聞と言論の自由に関する新措置」
（SCAPIN-66）
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1945 年 9 月 27 日
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2015年10月31日
2021年2月21日加筆
2015年アパ・グループ懸賞論文「第8回真の近現代史観」入賞作

「いまなお尾を引くGHQ洗脳教育の悪影響
―問われる日本の大手メディアの告白・懺悔の必要性」
大阪市立大学名誉教授・経済学博士
山下英次
（目次）
1. カルタゴの教訓
2.非科学的なリヴィジョニスト批判
3.一番近い過去にあった世界大戦（冷戦）の勝利者としての日本の立場
4.GHQの洗脳教育と言論統制：アメリカの極めて陰湿かつ邪悪な意図
5.戦前から今日に至るまでずっと偏向してきた日本の大手メディア
6.日本の大手メディアの「告白・懺悔」責任
おわりに

1. カルタゴの教訓
英語に、ピューニック（Punic）という言葉がある。「カルタゴの」とか、「カルタゴ
人」という意味であるが、「（カルタゴ人のように）信義のない」とか「裏切りの」とい
う意味もある。この言葉は、ラテン語のポエニ（Poenī）に相当する英語である。古代ロ
ーマ人は、カルタゴのことを、「ポエニ」と呼んだ。カルタゴ人は、いまのシリアからパ
レスティーナにかけての地域のフェニーキア（Phoenīcia）から出て来たので、それから派
生してポエニと呼ばれるようになったものと考えられる。ちなみに、カルターゴー
（Carthāgō）は、フェニーキアの言葉である。ちなみに、現在、カルタゴ遺跡は、チュニ
ジアの首都チュニス郊外の高級住宅地に位置する。フランス語を母国語とする国にあるの
で、現地では、カルタゴのことを、「カルタージュ」（”Carthage”）と言う。
カルタゴのことを、ラテン語ではポエニと呼ぶので、当時の既存勢力のカルタゴと新興
勢力の古代ローマが3度にわたって戦った戦争のことを、ローマ側からみてポエニ戦争と
いうのである。紀元前264年に始まったポエニ戦争は、断続的に3次にわたって戦われ、紀
元前146年、カルタゴの完敗によって終了した。当時、地中海の新興勢力として台頭して
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きたローマが最終的には勝利した。ローマ人のカルタゴに対する敵意は凄まじく、ほとん
どすべてのカルタゴ人が殺されるか、奴隷にされた。また、カルタゴの土地は、塩で埋め
尽くされ不毛の地にされた。
こうして、ある時期、北アフリカ（いまのチュニジアのチュニス近郊）を中心に、イベ
リア半島南部を含め地中海西部の広大な地域を支配するほどの勢力を誇った強力な海洋国
家カルタゴは滅亡した。そして、「ピューニック」という言葉に、カルタゴ人にとって侮
蔑的な意味、すなわち「信義のない」とか「裏切りの」という概念が、後から勝手に付け
加えられ、2000年以上の年月を超えて今日に至るまで残った。滅亡したカルタゴは、もは
や自分で反論することはできないので、ローマによって着せられた汚名を永遠に晴らすこ
とはできないであろう。
そこで、カルタゴの日本に対する教訓は、2つである。第1は、敗戦国は、戦勝国によっ
て不当に貶められ汚名を着せられる。第2に、有効な反論をしなければ、敗戦国はいつま
でもその汚名を晴らすことはできない。日本は、カルタゴと異なり、滅亡するどころか、
戦後、世界の有力国の一つとして復活したが、有効な反論をしてこなかったために、いま
だに汚名を晴らすことができていない。それどころか、従軍慰安婦問題などは、むしろ
1990年代以降深刻化した。対外的に有効な反論をしてこなかったという意味で、最も罪が
大きいのは、自民党の歴代の有力政治家と外務省であるが、後段で述べるように、戦後70
年経っても、まだ、戦後のGHQによる洗脳教育の「優等生」のような報道姿勢を続けてい
る大手メディアの責任も厳しく問わねばならない。
また、日本の汚名というは、何も慰安婦問題とか、南京事件などの個別の問題に限った
ことではなく、むしろ、GHQの歴史洗脳教育によって著しく歪曲された日本の近現代史全
体にまで及ぶことが極めて深刻である。

2. 非科学的なリヴィジョニスト批判
こうした状況を打破しようと、われわれの側から正しい歴史認識を提示しようとする
と、たちどころに、海外からリヴィジョニスト（revisionist、歴史修正主義者）だとのレ
ッテルを貼られる。通常、彼らが歴史問題について、リヴィジョニストというとき、それ
は、「（ナチス・ドイツの）ホロコーストを否定する者」（”holocaust denier”）とほとん
ど同じ意味で使っている場合も少なくない。すなわち、彼らは、極めて非常識なトンデモ
ナイ人という言葉とほとんど同義で、リヴィジョニストという言葉を使っているようであ
る。
アメリカでは、学者まで、リヴィジョニストを悪い意味で使っているようであるが、リ
ヴィジョン（revision）は、本来、良い意味である。世の中、どの分野でも、およそ、リヴ
ィジョンなくして進歩はありえない。新たな事実を基に、リヴィジョンを重ね、知見を積
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み上げていくことは、むしろ、研究者、とりわけ歴史家の本分である。われわれを、リヴ
ィジョニストだと非難する彼らの学者、科学者としての姿勢に大きな疑問を持つ。「あな
た方は、それでも学者なのですか？」と問いたいくらいである。さらに、「それではあな
た方は固陋ころうな守旧派（bigoted old guard）ではないですか」と、逆にレッテルを貼
りたいぐらいである。
左翼勢力からリヴィジョニストと言われたら、「はいそうでです。われわれは、君たち
のような〈固陋なる守旧派〉（”Bigoted Old Guard”）ではなく、真のリヴィジョニストで
すから」と、逆に、力強くまた誇り高く居直ることも有効ではないだろうか。実際に、筆
者は、これまで、国連ジュネーヴ人権理事会（2018年8月）、イスラエル・テル・アヴィ
ーヴ大学でのイスラエル日本学会（2018年12月）、あるいは、米ミーゼズ研究所主催のニ
ューヨークでの学会（2019年9月）で、そのように発言してきた。また、われわれ自ら
を、「歴史実証主義」（”Historical Positivism”）あるいは「歴史実証主義者」
（”Historical Positivist”）と呼びたいと考える。これは、「すべて観察された事実を基礎と
すべし」という社会学（Sociology）の祖で、19世紀フランスの実証主義哲学のオーギュス
ト・コント（Auguste Comte、1798-1857年）を源とする思想である。このように表現す
ると、われわれの方こそ、より真正な（”authentic”）な側であるという意味合いを醸し出
せるのではないだろうか。
また、歴史の評価は、少なくとも100年ぐらい経たないと定まらないとよく言われる
が、第2次世界大戦終了からまだ75年余りなのであるから、いま、新たな歴史認識が出て
くるのは至極当然である。むしろ、これから、第2次世界大戦について、戦勝国の戦争犯
罪を含めて新たな歴史認識がどんどん出てくるであろう。ちなみに、今年は、第1次世界
大戦の開始から107年になるが、同大戦の歴史的評価が定まったとはまだ決して言えない
状況である。彼らが、リヴィジョニストだとわれわれを批判したとしたら、それは、むし
ろ、われわれに良い反論の材料を与えてくれたようなものだと、理解すべきである。彼ら
の学者としてあるまじき非科学的な（”unscientific”）な姿勢を徹底的に批判することがで
きるからである。開かれた心と自由な思想の持ち主ならば、リヴィジョン（修正）に対し
て常にオープンな姿勢を取らなければならないはずである。われわれを、ステレオ・タイ
プ的に直ぐにリヴィジョニストだと批判する人たちは、開かれた心を持ち合わせていると
はいえないし、科学的でもないわけであり、そもそも知識人としてあるまじき姿勢の者た
ちだと言わねばならない。

3. 一番近い過去にあった世界大戦（冷戦）の勝利者としての日本の立場
中国は、2015年9月3日に、北京における抗日戦勝記念パレードを大々的に開催した
が、無論、中国共産党は、第2次世界大戦の勝利者ではない。大いなる欺瞞である。日中
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戦争で、主として日本軍と戦ったのは、蔣介石の国民党であり、共産党は、せいぜいゲリ
ラ戦的な戦いをしたに過ぎない。こういう第2次世界大戦の解釈に関する中国のプロパガ
ンダに対しては、そもそも大いなる欺瞞であると主張するとともに、一番近い世界大戦は
冷戦であり、これに勝利した日本という立場を対外的に主張していくことも大切である。
25年前に終結した冷戦の勝者は、アメリカ、西ヨーロッパ諸国、日本などを中心とする
自由民主主義陣営（西側陣営）であり、ソ連を中心とする共産主義陣営（東側陣営）が敗
者である。これこそまさに、自由な民主主義と独裁的共産主義との戦いであった。中国も
ほとんど敗者である。そして、日本は、経済的影響力という意味において、西側陣営の勝
利に非常に大きな貢献を果たした。さらに、日本は、冷戦でほとんど敗北した中国の経済
的復興に極めて大きな役割を果たした。今日の中国経済の繁栄の礎を築くのに、わが国は
極めて大きな役割を果たした。中国経済の躍進に最も大きな貢献を果たした外国はどこか
と問うとすれば、それは日本をおいて他にないであろう。この点も、中国に対してだけで
なく、国際社会全体に訴えていくべきである。中国やロシアは、二言目には、
（第2次世界
大戦の）
「戦後秩序」というが、日本は、「一番近い世界大戦（冷戦）の戦後秩序」作りに
大きな貢献を果たしてきたのである。冷戦後の世界秩序作りはまだ非常に混沌としている
が、日本は、G7の枠組みを通じて、冷戦後の国際秩序作りの一環に十分に貢献していると
いえるのではないだろうか。
第2次世界大戦についていえば、連合国の立場からは、よく、「民主主義の連合国対フ
ァシズムの枢軸国」の戦争であったとされるが、これもかなり欺瞞に満ちあふれた表現で
ある。連合国は、決して民主主義同盟などとは言えない。アメリカは、共産主義独裁国家
のソ連と手を組んでいたからである。スターリンは、1936年8月19日、大粛清の開始とな
ったあの忌まわしい「第1回モスクワ裁判」を行い、外国メディアにも公開している。す
なわち、日米開戦の5年以上前に、スターリンの残虐性は国際的も知られていたが、親・
共産主義的な米国のフランクリン・デラーノ＝ルーズヴェルト大統領は、のちに、スター
リンと手を組んだ。スターリンの粛清は、第2次世界大戦中は、さすがに「一時中断」す
るが、大戦後、すぐに再開され、最終的には、自国民数千万人を虐殺する世界史上最悪ク
ラスの独裁者となった。また、そもそも日本は、イタリアやドイツと異なり、ファシズム
国家ではなかった。
日米戦争は、むしろ、「人種差別主義のアメリカ対人種差別撤廃主義の日本」の戦争で
あったと表現した方が妥当ではないだろうか。事実、日米開戦直後の1942年1月21日、東
条英機首相は、国会において「大東亜宣言」を行い、「大東亜共栄圏」は、欧米列強の植
民地主義と人種差別主義に反対し、「アジア人によるアジアの統治」を目指したものであ
るとしている。すなわち、日本政府は、大東亜戦争を、最初からこのように正式かつ明確
に、人種差別主義と植民地主義との戦いであると定義していた。また、時代は遡るが、第
1次世界大戦後のヴェルサイユ講和会議の一環として開催された国際連盟規約制定委員会
において、日本は2度にわたって、「人種差別撤廃条項」を盛り込むように提案し、圧倒
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的に多数の国々の支持を得たにもかかわらず、議長のトマス・ウッドロー＝ウィルソン米
大統領の極めてアンフェアな議長采配によって、認められなかった。牧師の息子のウィル
ソンは、人道主義を高らかに掲げていたが、実際は途方もない偽善者であった。また、
1943年11月6日、日本，満州、タイ、フリピン、ビルマ、中華民国、インドの7カ国による
有色人種初のサミット「大東亜会議」を東京で開催し、「大東亜共同宣言」（大東亜憲
章）を採択し、人種差別の撤廃を謳った。このように、日本は、100年近く前から一貫し
て、国際場裡で人種差別の撤廃を明確に主張してきたのである。
他方、日露戦争後のアメリカにおける黄禍論に基づく立法措置を含めた諸々の対日差別
が、日米開戦の極めて大きな背景となった。また、原爆投下や夥しい数の日本の都市への
無差別爆撃など極めて残忍で非人道的な一般市民に対する諸々の攻撃も、人種差別の要素
を抜きにしては、決して説明することはできない。

4. GHQの洗脳教育と言論統制：アメリカの極めて陰湿かつ邪悪な意図
第2次世界大戦の終了時、アメリカに徹底的に打ちのめされ、町を焼け野原にされた日
本人に、当然のことながら、戦争に関する罪の意識はなかった。むしろ、日本の復興のた
めにも、アメリカ人に罪の意識を持たせることが必要だと考えていた。実際、1945年9月
15日、鳩山一郎は、「新党結成の構想」と題する文章を朝日新聞に寄稿し、その中で、
「極力、アメリカ人をして、広島、長崎、東京下町などの惨状を視察させ、彼らに自らの
行為に対する罪の意識をもたせ、日本の復興に責任を持つように自覚させるべきだ」と主
張した。これに、GHQは激怒し、即日、民間諜報局（CIS）民間検閲支隊（CCD）の隊長
ドナルド・フーヴァー大佐が日本の報道機関に対する声明を発し、以後、新聞、放送につ
いては、CCDが100%の事前検閲を行うと通達した。なお、朝日新聞は、鳩山のこの記事
を掲載したことを理由に、9月18日から2日間（48時間）の発行停止処分を受けた。
これ以降、新聞、放送、本、映画、さらには個人の封書に至るまで、GHQの検閲部隊で
あるCCDは、徹底的な検閲を行った。例えば、日本に来ているアメリカ人が本国の家族と
交わす私信さえも検閲の対象とされた。また、GHQは、言論統制の事実を、一般の日本国
民には秘匿するなど、そのやり方は、極めて陰湿なものであった。
アメリカの戦後の対日戦略プログラムは、第1に、日本人に戦争についての罪悪感を植
え付けるための宣伝計画である「ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム」
（War Guilt Information Program, WGIP）、第2は、日本がこれ以降、米国にとって脅威
とならず、むしろ国益となるように、再教育し、再方向付けする「日本人再教育プログラ
ム」（Reeducation and Reorientation of the Japanese People）の2つであった。
こうした戦略の下に、GHQは、日本人の歴史認識を完全に入れ替えるために、徹底した
洗脳教育を実施した。戦時中は、日本の夥しい都市に対して絨毯爆撃を行ったが、戦後
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は、いわば日本人の頭の中に洗脳の絨毯爆撃を行った。これまでの日本の歴史教育を完全
に禁止した上で、自分たちの歴史観だけを植え付けようとしたのである。すなわち、平た
く言えば、歴史教育に関しては、戦後の日本人は、GHQに手足を縛られた上で強姦された
ようなものである。
GHQ は、「教育に関する次第指令」を発令したが、特に、１９４５年１２月３１日に発
令された第四指令である「修身、日本の歴史及び地理の停止に関する件」が最も重要である。
これによって、「日本史」だけでなく、「日本地理」と「修身」の 3 教科の授業が停止させ
られた。すなわち、GHQ は、日本の歴史・地理および道徳教育を全面的に禁止したのであ
る。
その代わり何が教えられたかというと、GHQの洗脳部隊である参謀第二部（G2）民間
情報教育局（CIE）が編纂した『太平洋戦争史』（日本語版・高山書院刊, 1946年4月発
行）という冊子である。この本の執筆・編集を指導したのは、CIE企画課長のブラッドフ
ォード・スミスとみられている。ちなみに、英文の原題は、Historical Articles on the
Pacific Warというものであり、1945に完成した。ブラッドフォード・スミスは、戦時中
は、ルーズヴェルト大統領が設立したOWI（戦時情報局）の対日戦争プロパガンダの責任
者（於・ホノルル）であった。『太平洋戦争史』は、本文僅か158ページに過ぎない冊子
であり、分量的にも、内容的にもかなり貧弱なものであり、とても歴史書と言えるような
代物ではない。内容的にも、個々の戦闘の記述を中心としたものであり、その中で、日本
軍の残忍性とか、作戦の無謀性を浮き上がらせ、日本国民の軍部に対する反感を煽ろうと
するためものである。第二次世界大戦を時系列的・俯瞰的に振り返り、戦争の原因を見極
めようなどというものでは全くない。
すなわち、戦争プロパガンダ屋（war propagandist）が編纂した日本人に罪悪感を植え
付けるために書かれた「ためにする本」である。実は、当時、GHQには、100名程度もの
スタッフを抱えた戦史室があり、その責任者（戦史室長）は、ゴードン・プランジ
（Gordon Prange）1という立派な歴史家であった。しかし、マッカーサー司令官は、専門
家である歴史学者のゴードン・プランジではなく、わざわざ戦争プロパガンダ屋のブラッ
ドフォード・スミスに日本の歴史教科書を編纂させたのである。スミスは、戦前、日本に
滞在し、立教大学などで英語を教えていた経歴はあるが、歴史書を編纂するような知見を
持った人物とは到底考えられない。
なぜこのように、彼らは、日本人に徹底的に戦争の罪悪感を植え付けようとしたのであ

1

ゴードン・プランジ（ 1 910 1980 年）は、 戦前の 1 937 年から死去する 1 980 年まで、米メリーラ

ンンド州立大学カレッジ・パーク校の歴史学教授を務めた。その間、終戦後の数年間は、 G HQ 戦史室
長を務めた。彼の代表的な著書は、『真珠湾は眠っていたか（ 1 2 3 ）』 1 986 87 年、原典発行は 1 981
年）であるが、映画『 トラ・トラ・トラ』（ 1 970 年）の元になった原作（『トラ・トラ・トラ太平洋戦
争はこうして始まった』）の著者でもある。また、彼 は、 GHQ が検閲を止めた後、大量の検閲文書を
米国に送り、これが、現在、メリーランド大学図書館蔵の「プランゲ文庫」 として知られている。
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ろうか？それは、すでに述べたように、第1に、終戦当時、日本人に罪悪感はなく、むし
ろ、被害者意識が強かったということがあり、第2に、他方、アメリカは原爆投下や日本
の夥しい都市に対する無差別爆撃など、数々の悍しい戦争犯罪（国際法違反）を犯してい
たからである。したがって、彼らは、日本人に強い罪悪感を植え付け、自らの犯罪から国
際社会の目を逸らそうとしたのであろう。原爆の被曝による人体への恐ろしい被害が国際
社会にしられることを殊のほか恐れ、その点に関する情報について、特に徹底的に検閲し
た。
GHQは、この『太平洋戦争史』を唯一の歴史教科書として、メディアと学校教育を通じ
て、日本全国にあまねく徹底的に普及させた。それと並んで、世界史上最大のスペクタク
ル（見世物）ともいえる東京裁判が行われ、これらの2つを通じて、戦後の日本人は、
GHQによって徹底的に洗脳教育され、今日に至るまで、多くの日本人の頭の中で自虐史観
が猖獗しょうけつを極める結果となってしまった。

5. 戦前から今日に至るまでずっと偏向してきた日本の大手メディア
それ以前は、軍部の拡張主義に対して批判的であった日本の新聞は少なくないが、1931
年の満州事変以降になると、まず最初に軍部からの圧力によって、次いで、実際に戦争が
起きると新聞の発行部数が飛躍的に伸びるということもあり、次第に、戦争支持の論調が
大勢となっていった。戦争が起きると、戦地に派遣された夫や子供のことを気遣う妻や母
が戦地の情報を知りたがったし、戦果が上がったとする勇ましい報道は、読者を惹きつけ
た。いつの時代にも、「戦争は新聞の非常に効果的な広告」という側面が確かにあるので
ある。
第2次世界大戦中、日本の新聞は、概ね、戦争支持であったが、その度合いが最も強か
ったのが毎日新聞（ただし1942年12月末までは、東京日日新聞と大阪毎日新聞に分かれて
いた）であり、次いで、朝日新聞であった。勇ましい軍事作戦を紹介する際には、「陸軍
参謀本部主催、毎日新聞後援」と揶揄されたほどであった。しかしながら、今日、朝日新
聞と毎日新聞は、左派系の代表的な新聞とみられている。すなわち、戦前から今日にかけ
て、左から右へ、思想的に最も大きく振れたのは、皮肉にも、いまかなり左派的といわれ
る朝日新聞と毎日新聞に他ならないことを忘れてはならない。戦前戦中に戦争支持の論調
であった日本の新聞は、戦後は、GHQの厳しい検閲と洗脳教育を受けた結果、敢え無く挙
って豹変した。そして、朝日新聞や毎日新聞は、現在、あたかもGHQの洗脳教育の「最

こぞ

優等生」の如くである。彼らに、独立したジャーナリスト、いや独立した人間としての誇
りはないのであろうか？すなわち、戦前戦中は、右に偏り過ぎ、戦後は、左に偏りすぎて
いるのである。換言すれば、日本の新聞は、最近、80年間以上にわたって、偏向し続けて
いると言えるのではないだろうか。
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否、毎日新聞論説副委員長を経験し、東京大学新聞研究所長となった城戸きど又一またいち
（1902～1997年）は、1970年頃、「日本の新聞は百年の歴史の中で明治の一時期と少数
の例外を除いて、ついに言論機関らしく伸び伸びと、自由闊達に活躍することがなかっ
た」と述べている。いま考えれば、「百年の歴史」を「150年の歴史」と読み替えること
ができるであろう（鈴木健二、『戦争と新聞』ちくま文庫、2015年8月）。
朝日、読売、毎日の大手新聞各社は、自分たちが犯した戦前戦中の「戦争責任」について
は、これまでに各々の本紙で約1年間にわたる長期企画を組むと同時に、それをまとめた
単行本を出版するなどして反省してきたが、自分たちの戦後責任については、今日に至る
までほとんど反省したことがないといっても過言ではない。日本の大手メディアには、
「戦争責任」だけでなく、「戦後責任」もあることを、強く認識すべきである。

6. 日本の大手メディアの「告白・懺悔」責任
江藤淳によれば、日本の大手新聞が、戦後のGHQ占領下における言論統制の存在を、
社説で最初に認めたのは、1997年3月30日付『読売新聞』朝刊だという。「言論管理下の
戦後民主主義」というタイトルで、通常、社説は2本建てであるが、この日は、1本建ての
長文の社説であった。現行憲法の施行（1947年5月3日）50周年に合わせた企画だそうであ
るが、日本が主権を回復して以来、実に45年が経過した時点であった。そして、おそら
く、その後も今日に至るまで、GHQ占領下で言論統制を受けた事実を告白・懺悔した社説
は、どの大手新聞からも出ていないのではないだろうか。
日本の大手メディアは、GHQによって厳しい言論統制を受けた事実を、読者、視聴者、
国民に対して告白し、事実を正確に伝える義務があるはずである。さもないと、日本国民
は、いつまでたってもGHQの洗脳教育の呪縛から逃れることはできない。また、メディア
自身も、懺悔なくして、自らをGHQの洗脳教育の呪縛から解き放つことはできないであろ
う。『産経新聞』ですら、まだ一度も告白特集を出していないのは、非常に理解に苦しむ
ところである。
日本の大手メディアの国民に対して負っている言論上の負債は極めて巨大であり、今
後、いずれかの機会に、一回限り、告白報道をするというぐらいでは、とても罪滅ぼしに
はならない。あたかも「月つき命日めいにち」のように、毎月、「GHQ言論統制告白大特集」
を、今後何年間か継続して組むぐらいのことをする必要がある。
新聞についていえば、月命日は8日である。なぜかと言うと、1945年12月8日、すなわち
GHQは、日米開戦4周年の日に合わせて、新聞大手5社に、先に述べたGHQ作成の洗脳歴
史教科書である『太平洋戦争史』の全文掲載を開始させた。それ以降、10日間にわたっ
て、毎日、全2ページにわたって掲載させた。かなり薄っぺらの本なので、全10回で、全
文が掲載された。
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他方、NHKについていえば、月命日は9日である。東京芝愛宕にあったNHKの建物の一
角を接収したGHQの洗脳部隊である民間情報教育局（CIE）は、1945年12月9日（日）か
ら、例のGHQ御用達の洗脳歴史教科書である『太平洋戦争史』をベースとした『眞相はか
うだ』というドラマ仕立ての30分番組の放送を、NHKラジオ第1と第2で同時放送させ
た。これは、毎日曜日の夜8時からのゴールデン・アワーに、全10回放送された。『眞相
はかうだ』の終了後も、『眞相はかうだ質問箱』、『眞相箱』、『質問箱』、『インフォ
メーション・アワー』と、手を変え、品を変え、執拗に次々とGHQ御用達番組を放送し続
けた。なお、『眞相はかうだ』の後、番組がリスナーの質問に答えるソフト・タッチの形
式になったのは『眞相はかうだ』の評判がかなり悪く、リスナーからの抗議の投書がNHK
に殺到したためだと言われている。いずれにせよ、GHQ制作のこれらの番組を、NHK
は、ただ単に命令されて流す役目を果たしただけであった。
GHQ 占領当時の日本のメディアのスタッフに罪はない。彼らは、命令に従う以外に道は
なかったはずである。国民に対して罪を負っているのは、むしろ現在の日本の大手メディア
の現役スタッフたちである。彼らは、日々、不作為の罪を積み上げ続けているのである。
早く、国民に対して負った巨大な負債の返済を開始しないと、今後とも、日々、罪の上塗
りをし続けることになる。
新聞大手は毎月8日に、NHKは毎月9日に、「GHQ言論統制告白大特集」を是非とも組
んで、それを何年間か継続してほしいものである。さもないと、彼らの日本国民に対する
言論上の罪を償うことはできないであろう。また、GHQ先脳教育の発信拠点は、当時、
NHKの建物があった芝の愛宕山である。GHQの洗脳部隊であるCIEは、そこの一部を接
収して、対日洗脳作戦を展開していた。NHKの第1回「GHQ言論統制告白大特集」は、是
非、この象徴的な場所から放送してもらいたいものである。

おわりに
戦後75年以上を経た今日でも、わが国は、依然として歴とした独立国ではない。自前の
憲法もないし、国防軍もない、さらには、防諜法を伴った統合された国家情報機関もな
い。これらは、独立国家の三種の神器ともいえるものであるが、そのいずれも存在しない
のである。すなわち、縦から見ても、横から見ても、斜めから見ても、現在のわが国は、
歴とした独立国ではない。
なぜこうした状況にあるかと言えば、日本国民の独立心が薄いからである。換言すれ
ば、福沢諭吉の『学問のすゝめ』三編にある「一身独立して一国独立する」するという命
題の実現が、依然として、今の日本人に最大の課題であるということである。なぜ、日本
人の独立心が足りないかと言えば、まだ、GHQの洗脳の呪縛から自らを解き放っている者
が少ないからである。
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GHQが日本にいたのは7年間弱だが、彼らが日本から去った後も、彼らの洗脳の優等生
である大手メディアや学校の先生を通じて、今日に至るまで、洗脳の再生産が続いている
からである。江藤淳によれば、唯一の例外は、1997年3月30日付け『読売新聞』社説「言
論管理下の戦後民主主義」（憲法施行50周年記念）である。おそらく、これ以降も、『産
経新聞』を含めて大手メディアの「告白・懺悔」は、依然として皆無であろう。こうした
状況下で、大多数の日本人は、いまだに、GHQという外国勢力による悪意に満ちた洗脳か
ら脱出できないでいる。
このように考えると、大手メディアの日本の国と日本人に対する罪は誠に大きい。1952
年 4 月 28 日に、サン・フランシスコ講和条約が発効し、わが国が独立を回復して以来今日
に至るまでの 69 年間近くにおよぶ大手メディアの不作為は、日本が、いまだに歴とした独
立国になれない元凶の一つである。大手メディアによる告白・懺悔なくして、わが国が歴と
した独立国になることはできない。大手メディアの告白・懺悔は、わが国が歴とした独立国
になるために、避けて通れないプロセスである。大手メディアの自覚と猛省を求めたい。
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2021 年 9 月
山下英次

「読む」詳細年表

1937～1952 年

・1937-01-23 －第 2 回モスクワ裁判
・1937-02-02 －林 銑十郎 内閣の誕生（広田弘毅内閣の終焉）
・1937-05

－「ソ連邦に関する日独情報交換付属協定」の締結
－「対ソ謀略に関する日独付属協定」の締結
－上記 2 つとも、日独防共協定（同年 11 月締結）の付属協定

・1937-06-04 －第 1 次 近衛文麿 内閣の誕生（林 銑十郎 内閣の終焉）
・1937-07-07 －盧溝橋事件；北京郊外で、日中が銃火を交える → 日中全面戦争の発端
に
・1937-07-29 －通州事件；北京郊外の通州の日本人居住地区を、中国人の部隊が攻撃し
、婦女子を含む日本人 230 名を虐殺
・1937-08-13 －第 2 次上海事変
・1937-09-23 －中国、第 2 次国共合作の成立（第 1 次国共内戦の終了）
；共産党と武漢国民政府との間の合作が成立
・1937-10-05 －米国ルーズヴェルト大統領のシカゴ演説『隔離政策』
；
「侵略者を孤立化させよ」として、従来の米国の中立政策とは異なる
外交姿勢を示す。日独伊 3 国を侵略国として非難。
・1937-10-07 －在アフガニスタン駐在武官の宮崎義一追放事件
；前年 11 月、カブール到着以来、宮崎が極めて積極的に行ってきた防
諜活動が、ソ連と英国に詳細に把握されたことに伴い、日本・アフガ
ニスタン間で、宮崎問題が政治問題化した結果
➡ 帝国陸軍の対ソ連「防共回廊構想」の事実上の挫折
・1937-11-06 －日独伊防共協定の成立
・1937-11 月初旬 －トラウトマン和平工作の開始
；駐華ドイツ大使のオスカー・トラウトマンの仲介による日中戦争
の和平工作 → 最終的には実を結ばず
・1937 年 11 月－蒋介石の中国国民政府、中央宣伝部に国際宣伝処（処長＝曽虚白）を設
置し、反日プロパガンダを本格化
・1937-11-20 －戦時体制として、大本営並びに大本営政府連絡会議の設置
・1937-12-12 －パナイ号事件；上海の長江を警備中の米海軍の砲艦パナイ号が、日本の
海軍機の爆撃を受けて沈没
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・1937-12-11 －イタリア、国際連盟から脱退
・1937-12-13 －日本軍によって南京陥落
・1937-12-26 ～12-27 －第 1 回極東ユダヤ人大会（満州・ハルビン）
；樋口季一郎少将、安江仙弘（やすえ・のりひろ）大佐も出席
・1938-01-16 －近衛文麿首相、
「今後、国民政府を相手とせず」と表明
；トラウトマンによる日中和平工作（1937 年 11 月～）の失敗を受けた
もの
・1938-01

－関東軍、「現下における対ユダヤ民族施策要領」を決定

・1938-02-16 －米国、新農業調整法の成立
・1938-03-02 －第 3 回モスクワ裁判
・1938-03

－オトポール事件
；3/8、満州の満州理の対岸のソ連領のオトポールに、ドイツで迫害を
受けたユダヤ人難民が押し寄せる
；極東ユダヤ人協会から要請を受けたハルビン特務機関長の樋口季一
郎陸軍少将は、人道上の理由からユダヤ人の受け入れを決定
；実施面では、樋口の部下の安江仙弘大佐が尽力する
；樋口季一郎は、かねてから、極東ユダヤ人協会会長のアブラハム・
カウフマンと懇意にしていた

・1938-03-13 －独墺合邦（アンシュルス、Anschulß）
・1938-04-01 －日本、国家総動員法の公布
・1938-07

－ハロルド・ティンパリー『戦争とは何か』
（What War Means: The

Japanese Terror in China, Victor Gollancz Co. Ltd）が、英語（ロンド
ン）と中国語（書名『外国人目睹中之日軍暴行』）で出版。また、ニュ
ーヨーク、パリ、コペンハーゲンでも出版。英米では、合計 12 万部発
行されたと言われる。
→ 南京事件（1937 年）を世界に広め、東京裁判にも影響を与える
；ティンパリーは、豪州人で『マンチェスター・ガーディアン』紙の上
海特派員であったが、この本がいわゆる「南京大虐殺」の元になっ
たといわれる。なお、ティンパリーは、1937 年に、蒋介石の国民党
（宋子文）から月額 1,000 ドルの活動費を得ていたことが分かってい
る。
・1938-07

－アメリカの反日組織「日本の中国侵略に加担しないアメリカ委員会」
が、ニューヨークにおいて発足
ちょう こ ほう

・1938-07～08 － 張 鼓峰事件（ハサーン湖事件）
；満州国東南端で、豆満江の東方の高
地・張鼓峰におけるソ連との国境を巡る紛争 → 日本側の勝利
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・1938-09-29 －ミュンヘン会議；独伊英仏首脳会談で、チェコスロヴァキアのズデー
～ 09-30

ン地方のロシアへの割譲を決定（
「ミュンヘン協定」）

・1938-10-08 －ソ連を対象とする「情報交換および謀略に関する日独両軍取極」の調印
；1936 年 11 月の「日独防共協定」の付属取り決め（派生協定）
・1938-10-09 －駐ドイツ大使館駐在武官の大島 浩（陸軍中将）が、ドイツ大使に就任
・1938-11-03 －近衛文麿首相、
「大東亜新秩序」建設の方針を表明
；反共主義、汎アジア主義、新文化の創造（東洋古来の精神文化と西
洋近代の物質文化の融合）を掲げる
・1938-11-09 －ドイツで「水晶の夜」（Kristallnacht）
；ドイツ各地で、ナチス主導による反ユダヤ主義暴動が発生
・1938-12-06 －日本、近衛文麿政権下の五相会議で、
（ドイツと異なり）ユダヤ人を差
別しないなど、「ユダヤ人対策要綱」
・1938-12

－米国のアジア問題に関する最大のシンクタンク「太平洋問題調査会」
（IPR）、日中戦争に関して日本の侵略を批判する『調査シリーズ』の
発刊を決定

・1939-01-05 －平沼騏一郎 内閣の誕生（近衛文麿 内閣の終焉）
・1939 年 3 月～8 月：豪人ジャーナリストのハロルド・ティンパリー、中国国民党の情報
機関である国際宣伝処英国支部（於・ロンドン）の責任者を務め
る
；台北の国民党の党史館で見つかった史料「中央宣伝部半年中心
工作計画」の中から発見される。『産経ニュース』
、2015-04-16
・1939-04-01 －米国、スペインのフランコ政権を承認
・1939 春

－米空軍飛行隊戦術学校の教官 C. E.トーマス、東京の近代的工業密集地で
ある下町が、焼夷弾攻撃の理想的な爆撃目標であると述べる

・1939-05-11 －ノモンハン事件の発生
；満洲国軍・関東軍 vs. モンゴル人民共和国軍・ソ連軍の戦端
・1939-05-17 －英国政府の「マクドナルド白書」
；ユダヤ人国家の建設は英政府の政策に非ずとの内容で、これは、1917
年 11 月の「バルフォア宣言」を反故にするもの＝英国の 3 枚舌外交
ならぬ 4 枚舌外交？
・1939-07

－日本政府、
「ユダヤ資本導入に関する研究」と題する計画書を承認
；ユダヤ人の移住及び対日満投資獲得方法に関するもの
；この計画の原案のタイトル＝「在支有力ユダヤ人の利用により米大
統領およびその側近の極東政策を帝国に有利に転換させる具体的方
法について」

・1939-07-26 －米国、日米通商航海条約の破棄を通告（1940-01-26 失効）
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・1939-08-20 －ノモンハン事件
；ソ連側の総攻撃によって、日本軍第 23 師団が壊滅的な打撃を蒙る
・1939-08-23 －独ソ不可侵条約の調印
➡ 日独防共協定の事実上の破綻
・1939-08-30 －阿部信行 内閣の誕生（平沼騏一郎 内閣の終焉）
・1939-09-01 －ドイツのポーランド西部への侵攻（第 2 次世界大戦の開始）
・1939-09-04 －米国、欧州の大戦に対する中立を宣言
・1939-09

－米ルーズヴェルト大統領、武器輸出規制の緩和について、議会を説得
し、了承を得る

・1939-09-16 －日ソ間、ノモンハン事件の停戦協定（於・ロンドン）
・1939-09-17 －ソ連、ポーランド東部へ侵攻
・1939-10-01 －日本、国民徴用令の施行
・1939-11-01 －米国、中立法（1935 年 8 月成立）の武器禁輸条項を撤廃
・1940-01-16 －米内光正 内閣の誕生（阿部信行 内閣の終焉）
・1940-01-26 －日米通商航海条約の失効
・1940-02-02 －斉藤隆夫（当選 10 回の衆議院議員）の「反軍演説」；第 75 回帝国議会
において、支那事変解決の失敗を問いただす質問演説を行う
→ 同年 3/7、衆議院の圧倒的多数により除名処分
しかし、1942 年 5 月、衆議院議員への返り咲きを果たす
・1940-05

－米ルーズヴェルト大統領、軍用機大増産の号令をかける

・1940-06-05 －米国、工作機械の対日輸出を禁止
・1940-06-14 －ドイツ軍、パリ占領
・1940-06

－日本陸軍、
「総合国策十年計画」を策定
：陸軍の武藤 章 軍務局長が主導して国策研究会を活用して、陸海軍、
企画院官僚、
「革新」派官僚の参加を基に、同年 1 月から半年かけて
策定した国策案

・1940-07-22 －第 2 次近衛文麿 内閣の誕生（米内光正 内閣の終焉）
・1940-07-25 －リトアニアのカナウス領事館領事代理の杉原千畝、ユダヤ人難民
（6,000 人）に対する命のビザ発給を決定
・1940-07-26 －第 2 次近衛内閣、「基本国策要綱」を閣議決定
：原案＝日本陸軍の「総合国策十年計画」
（1940 年 6 月）
： 「八紘を一宇とする」精神に基づき、まず皇国を核心とし、日満支
の強固なる結合を根幹とする大東亜の新秩序を建設する
：なお、
「八紘一宇」という言葉を最初に使ったのは、田中智學（1913
年 3 月）
・1940-07-27 －大本営政府連絡会議の決定、
「世界情勢の推移に伴う時局処理要綱」
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：前日の閣議決定を受けて、さらに具体的に軍事行動などの方針を規定
したもの
・1940-07-31 －米国、航空機用ガソリンの東半球（含む日本）への輸出を禁止
・1940-08-01 －近衛文麿首相、
「大東亜新秩序」を「大東亜共栄圏」という言葉に集約
：7/26 に閣議決定した「基本国策要綱」を新聞発表したもの
・1940-09-03 －米英防衛協定の調印
・1940-09-23 －日本軍、北部仏印（インドシナ）に進駐
・1940-09-26 －米国、対日屑鉄輸出の全面禁止を発令（発効は同年 10/16）
・1940-09-27 －日独伊 3 国軍事同盟調印（於・ベルリン）
・1940-10-08 －米国国務省、日本の支配下にある地域に住む米国人に対して帰国を勧告
・1940-10-12 －日本、大政翼賛会の発会式
・1940-10-16 －アメリカ、屑鉄の対日輸出禁止が発効
・1940-10-30 －ルーズヴェルト、大統領選挙戦の演説で、
「対外戦争をしない」と公約
他方、同じ演説で、航空機 26,000 機を含む大規模な対英武器援助を表明
・1940-11-03 －米国、重慶政権に、5,000 万ドルの追加借款
・1940-11-05 －ルーズヴェルト、米大統領選挙で 3 選を果たす
；この大統領選挙におけるルーズヴェルトの公約＝「米国が攻撃され
ない限り決して戦争をしない」
・1940-12-02 －米国、重慶政権に対しさらに 1 億ドルの追加借款
・1940-12-29 －ルーズヴェルト米大統領、炉辺談話で、米国は「民主主義の兵器廠」で
あると宣言
・1941-01-06 －ルーズヴェルト米大統領、年頭教書で、4 つの自由を提言
；①言論と表現の自由、②信仰の自由、③欠乏からの自由、④恐怖か
らの自由
→ 後年、これが、大西洋憲章と国連憲章の基礎となる
・1941-02-03 －米国、国務省の中に、特別研究部（SR）を設置
；日本と戦って屈服させたのちに、日本をどのように処理するかを検討
する部門
・1941-03-11 －米国、武器貸与法（レンド＝リース法）の成立
；米国の防衛に役立つと考えられる場合には、外国政府にあらゆる武器
を、ほぼ無制限で供与できる権限を大統領に与えたもの
；1941 年 3 月から第 2 次世界大戦終戦の 1945 年まで、米国からイギリ
ス、ソ連、フランス、中華民国などの連合国に対して総額 501 億ドル
の軍事物資が供与された
・1941-04-13 －日ソ中立条約の調印（於・モスクワ）
；4/25 発効
・1941-04-14 －日米開戦回避に向け、野村吉三郎駐米大使による日米交渉の開始（野村
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大使&コーデル・ハル国務長官）
；これ以降 7 カ月余りの間に、野村大使は、ハル国務長官と 60 回、
ルーズヴェルト大統領と 10 回会談を重ねる
・1941-04-16 －日本側の提案による「日米諒解案」が、野村大使とコーデル・ハル国務
長官の間で合意
；これを、それ以降の日米交渉の出発点とすることで合意
・1941-05-15 －日本、改正治安維持法の施行（1925 年法の全面改正）
・1941-05-27 －米国、国家非常事態を宣言
・1941-06-12 －セント・ジェイムズ宮殿宣言（ロンドン宣言）
；第二次世界大戦の連合国が初めて掲げた戦争目的と原則に関する共同
宣言で、ロンドンのセント・ジェイムズ宮殿で開催された第 1 回目の
連合国会議の後に発表された
；連合国の枢軸国に対する戦争継続を表明
；主催国のイギリスに加え、英連邦諸国であるオーストラリア、カナ
ダ、ニュージーランド、南アフリカの 4 カ国、ヨーロッパの 8 つの亡
命政権（ベルギー、チェコスロヴァキア、ギリシャ、ルクセンブル
ク、オランダ、ノルウェイ、ポーランド、ユーゴスラヴィア）、及び
自由フランスの代表者が署名（計 14 カ国）
・1941-06-14 －米国、独伊の在米資産凍結
・1941-06-22 －ドイツ軍、ソ連に侵攻（独ソ開戦＝ドイツの「バルバロッサ作戦」
）
これ以降、米国は、ソ連を武器貸与法の対象に加えるとともに、ファシ
ズムと戦う同盟国と位置付ける
・1941-06

－米国、独伊との外交関係を断絶

・1941-07-11 －米国ルーズヴェルト大統領、情報・プロパガンダ機関として、情報調査
局（OCOI, US Office of the Coordinator of Information、局長＝ウィ
リアム・ドノヴァン）を設立
；日米開戦前に、戦時情報プロパガンダを担当する機関を設立
；1942-06-12 発足の OWI（戦時情報局）の前身
・1941-07-12 －英ソ軍事同盟の締結（於・モスクワ）
；同年 6/22 のドイツ軍のソ連侵攻（
「バルバロッサ作戦」
）の直後、締
結された
；これが、ソ連の連合国への参加につながる
・1941-07-16 －第 2 次近衛文麿内閣の総辞職
；日米開戦回避に重点を置く近衛は、松岡洋右外相の強硬な外交政策に
反対し、あくまでも日独伊枢軸に重きを置く松岡外相を事実上更迭す
るための総辞職
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・1941-07-18 －第 3 次近衛内閣の成立（外相＝豊田貞次郎）
・1941-07-23 －米ルーズヴェルト大統領、フライイング・タイガーによる日本本土爆撃
作戦「JB-355 計画」を承認
；欧州戦線の急迫により、英国に大型爆撃機を回さなければならなくな
ったことから実際には、日本本土爆撃は行われず
・1941-07-25 －米国と英国、日本の在外資産凍結
7/26、フィリピンが日本の在外資産を凍結
7/28、蘭領インド（インドネシア）が日本の在外資産を凍結
→日本にとって、重要な国際的商取引が実質的には不可能となる
・1941-07-28 －日本軍、南部仏印へ進駐
・1941-08-01 －米国、対日石油輸出の全面禁止
・1941-08-08 －近衛文麿首相、日米洋上首脳会談を提案
・1941-08-12 －ルーズヴェルト大統領とチャーチル首相、大西洋洋上会談（於・ニュ
ー・ファウンドランド沖の英「プリンス・オブ・ウェールズ」艦上）
:ルーズヴェルトの呼びかけによるもの
：ルーズヴェルトは、チャーチルに対して米国の「宣戦布告なき戦争の
遂行」を表明
： 8/14、
「大西洋憲章」
（米英共同宣言）
、全 8 条
自分たちを平和愛好国、名指しは避けながらも、（日独伊を）好戦国
と規定し、好戦国を非武装化した上で、平和で民主的な国際秩序作り
を目指すとの内容
・1941-08

－米ルーズヴェルト大統領、海軍情報部（ONI）による日本を対米戦争に
追い詰めるための作戦提案書を承認

・1941-08-29 －近衛首相、
「近衛メッセージ」をルーズヴェルト米大統領に手交
；悪化した日米間の改善のために、日米首脳の直接会談の開催を呼び
かける
・1941-09-03 －米英防衛協定
・1941-09-06 －日本、御前会議で「帝国国策要領」を決定
；①10 月下旬を目標に、対英米戦争の準備を「完成」させる
；②10 月上旬において、開戦回避に向けた日米交渉の目途が立たない場
合を日米開戦の条件とする
・1941-09～’42-04 －ゾルゲ事件；リッヒャルト・ゾルゲ（独『フランクフルター・ツｱ
ほつ み

イトｳンク』紙記者）
、尾崎秀実（近衛内閣のブレーン）らが、ソ連の
スパイとして日本の当局によって逮捕される
・1941-09-29

-92-

～10-01 －米英ソ 3 国のモスクワ会談
；ドイツの猛攻にかろうじて持ちこたえているソ連を、米英が緊急に
支援（含む武器貸与）するという趣旨の共同声明で合意
・1941-10-03 －野村駐米大使を通じて、ハル米国国務長官に対して、「日本がどうする
のが良いのか具体的に示してほしい」と打診
・1941-10-05 －マニラで米英蘭軍事会議；日本を牽制するのが目的
・1941-10-08 －英蘭、対日石油輸出を禁止
・1941-10-09 －野村駐米大使を通じて、ハル米国国務長官に対して、「日本がどうする
のが良いのか具体的に示してほしい」と再度打診
・1941-10-10 －豊田貞次郎外相が、ジョーゼフ・グルー駐日米大使を呼んで、「日本が
どうするのが良いのか具体的に示してほしい」と打診
・1941-10-10 －米英中 3 国経済会議（於・香港）
；日本を牽制するのが目的
・1941-10-12 －荻外荘会談
；近衛文麿首相は、自宅で五相会議を開催し、日米戦争回避のために、
同年 9 月 6 日の御前会議の決定の白紙化を目指したが、失敗
・1941-10-16 －日本、
「10 月 16 日の政変」＝第 3 次近衛内閣の総辞職
；「帝国国策要領」で定めた期限である 10 月上旬を過ぎても、日米交渉
の目途は立たなかったが、近衛首相は、なお、日米交渉を模索しよう
と考えていたが、東条英機陸相が納得しなかったため、第 3 次近衛内
閣は総辞職した
・1941-10-18 －日本、東条英機 内閣の成立（東條は陸相を兼ねる）、近衛文麿 内閣の
終焉
・1941-10-30 －米海軍駆逐艦「ルーベン・ジェイムズ」が、アイスランド沖でドイツの
潜水艦によって沈没

→ 死者 115 名

・1941-11-01 －「モスクワ宣言」
：10/19～10/30、モスクワで開催された 3 カ国外相会議（米ハル国長
官、英イーデン外相、ソ連モロトフ外相）の成果をまとめて発表
：
「四大国宣言」イタリアに関する宣言」
、「オーストリアに関する宣
言」
、「残虐行為に関する宣言という」4 つの宣言をまとめたもの
：
「四大国宣言」には、中華民国も加わり、団結した戦争遂行を誓う
・1941-11-05 －日本、御前会議において、対米交渉最終案（甲案 & 乙案）並びに帝国
国策遂行要領を決定
－米ルーズヴェルト、大統領選に 3 選を果たす
・1941-11-13 －米国、
「中立法改正」が成立
；米商船が武装して戦闘地域に航行することを認めるもの
→ 事実上の米国の参戦

-93-

・1941-11-15 －大本営政府連絡会議が「対英米蘭蔣戦争終末促進に関する腹案」を決定
・1941-11-15 －前・駐独大使の来栖三郎、第 2 の駐米大使として、ワシントンに赴任
・1941-11-26 －米国、日本の最終案に対して、「ハル・ノート」を手交；これまでの交
渉経緯を無視して、中国、仏印からの完全撤退、日独伊 3 国同盟条約
死文化などを要求（事実上の開戦通告）
－日本、「帝国政府対米通牒」
（最終覚書）をハル国務長官に手交
；日本政府、これを以って対米開戦の日と認識
・1941-11-26 －米国、海軍の潜水艦に対して無制限潜水艦作戦を命令
；日米が開戦した場合、日本の輸送船を警告なしに攻撃して良いとする
命令（当時、これは国際法違反）
・1941-12-01 －日本、御前会議で、対米英欄開戦を決定
・1941-12-07 －日本、真珠湾攻撃（日本時間；12 月 8 日午前 2 時）
・1941-12-08 －米国が対日宣戦、米国が対独伊宣戦
・1941-12-10 －日本軍、シンガポールで、英国軍艦「プリンス・オブ・ウェールズ」と
「レパルス」の 2 隻を撃沈
・1941-12-11 －独伊、対米宣戦布告
・1941-12-12 －東条英機内閣、
「大東亜戦争」の名称と定義を閣議決定
；対米英戦、対蘭戦、日中戦争、将来起こりうる対ソ戦も含められると
の定義
・1941-12-19 －日本政府、日米開戦を踏まえ、戦時体制として「言論、出版、集会、結
社等臨時取締法」の公布（施行＝同年 12/ 21）
・1941-12-19 －米ルーズヴェルト大統領、合衆国検閲局（長官＝バイロン・プライス）
を設置（大統領令 8985）
・1941-12-21 －日本とタイ、「日泰攻守同盟条約」を締結
：即日発効、1945 年 9 月 2 日破棄
・1941-12-22 －米英首脳、戦争指導会議
・1941-12-25 －香港、日本軍に降伏
・1942-01-01 －連合国宣言（Declaration by the United Nations）の署名
；ワシントン D.C.で行われたいわゆる「アルカディア会談」で、米英
ソ、中華民国の 4 大国が署名
；翌日（1/2）
、前年 6/12）のセント・ジェイムズ宮殿宣言に参加した英
連邦諸国の 4 カ国、ヨーロッパの亡命政権の 8 カ国に加え、米州の独
立国 9 か国（コスタリカ、キューバ、ドミニカ、エルサルヴァドル、
グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、ニカラグア、パナマ）およびイ
ギリス領インド帝国が参加（計 22 カ国）
→ 1/1 の合意と合わせ、この時点で、合計 26 カ国が連合国宣言
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に参加＝戦後誕生する国際連合（UN）の母体
・1942-01-02 －日本軍、マニラ占領
・1942-01-15 －日本軍、北方からビルマへ侵入
・1942-01-20 －ドイツ、ヴァンゼー会議（於・ベルリン郊外のヴァンゼー湖畔の別荘）
；ヒットラー政権の交換 15 名が集まり、ヨーロッパ・ユダヤ人の絶滅
を優先事項とし、移送・殺害を組織的に行うことについて討議
・1942-01-21 －東条英機首相の「大東亜宣言」；大東亜共栄圏建設の指導方針を国会で
表明；大東亜共栄圏を建設し、全世界の被圧迫民族を、英米の帝国主義
の桎梏から解放する
・1942-02-15 －日本、シンガポール占領
・1942-02-19 －米ルーズヴェルト大統領、「防衛のための強制移動の権限」
（大統領令
9066 号）を発令；日系人を 12 の強制収容所へ送ることの根拠となる
・1942-03-05 －東京に、初の空襲警報発令
・1942-03-10 －日本軍、ビルマのラングーン港を支配
・1942-03-21 －米議会、日系人の強制収容命令を承認
・1942-04-18 －東京が、米軍によって初めて空襲を受ける、「ドｳ―リットル空襲」
；米空母「ホーネット」から飛び出した爆撃機によるもの
・1942-04-19 －ダグラス・マッカーサー、南西太平洋連合軍司令官に任命
・1942-05-06 －日本軍、フィリピンのコレヒドール島（マニラ湾に浮かぶ小島）を占拠
→ これに先立ち、マッカーサーは、”I shall return.” という言葉を残
してオーストラリアに避難
・1942-05-08 －珊瑚海海戦
；豪州の北東沖で行われた史上初の航空母艦同士の航空戦、日本軍の侵
攻が初めて止められる
・1942-06-03 －日本軍、アメリカ領アリューシャン列島のアッツ島とキスカ島を攻撃
～06-07

し、占領

・1942-06-05 －ミッドウェイ海戦
・1942-06-13 －米国のルーズヴェルト大統領、大統領令 9182 号により、OCI（情報調
査局を 2 つに分割し、米国戦略情報局（OSS、長官＝ウィリアム・ドノ
ヴァン）と戦争プロパガンダ機関である戦時情報局（OWI、長官＝エル
マー・デイヴィス）を発足させる。OSS は、のちの CIA（中央情報局）
の前身
・1942-06

－米国戦略情報局（OSS）の「日本計画」
；日本に勝利した後の日本改造計画の作成を開始

・1942-06-28 －独ソ間のスターリングラード攻防戦の開始（7 カ月間以上続く）
・1942-08-12 －米英ソによるモスクワ会談
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・1942-08-13 －米国、原爆製造のマンハッタン計画の開始
・1942-11-14～11-15 －ガダルカナル（ソロモン諸島）の夜戦
・1942-11-15 －日本軍によって、シンガポール陥落
・1942-12-02 －米国、エンリーコ・フェルミ指導の下、核分裂連鎖反応の実験に成功
（於・シカゴ大学の実験所）
；人間が、原子力を制御できることが初めて明らかになった
；初の原子爆弾の製造に青信号がともる（マンハッタン計画における一
大画期
・1943-01-09 －日本、南京政府と日華新協定に調印
・1943-01-14 －カ－サ・ブランカ会議（ルーズヴェルト&チャーチル）；ルーズヴェルト
～01-24

から日独に無条件降伏を要求することが提案され、チャーチルも渋々
これを了解する
；ルーズヴェルトは、前年 12 月 2 日の E.フェルミの事件成功によっ
て、 米国が敵国に原爆を投下できる可能性が高まったために、投
下後における人道面での国際的非難をかわす目的から無条件降伏を
唱えだした可能性がある

・1943-02-01 －日本軍、ソロモン諸島のガダルカナル島から撤退
・1943-02-02 －ドイツ軍、スターリングラード（現・ヴォルゴグラード）攻防戦で敗北
・1943-03-05 －ビスマルク海戦（日米）
・1943-05-13 －独伊軍、北アフリカ戦線で降伏
・1943-05-15 －コミンテルンの解散
・1943-05-29 －アッツ島（アリューシャン列島の最西端）の日本軍守備隊（隊長＝山崎
保代陸軍大佐）の玉砕
：第二次世界大戦における初めての玉砕であり、日本国民に日本軍の敗
北が初めて発表された戦い
：アッツ島は、キスカ島と並び、1942 年 6 月から日本軍が占拠していた
米国の領土
・1943-06-02 －合衆国検閲局長官バイロン・プライスから陸軍長官ヘンリー・スティム
ソンに宛てた書簡
；将来の占領地域における米軍による検閲実施を求めたもの
➡ 1944-11-12 の米統合参謀本部の命令書（JSC 873/ 3）に結び付く
➡ 検閲局は、ルーズヴェルト大統領が、1941-12-19 に大統領令によ
って設置した大統領直属の機関であり、長官のバイロン・プライ
スは、FDR が直々に任命した人物であることから、戦後の日本に
おける検閲は、実質的には、FDR が主導したものと言える
・1943-07-25 －イタリア、ムッソリーニが、国王ヴィットーリオ・エマヌエーレ 3 世に
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よって、逮捕・解任される
← ムッソリーニの娘婿で外相のガレアッツオ・チアーノ伯爵らが反
旗を翻す
・1943-07-27 －日本軍のキスカ島（アリューシャン列島）からの奇跡的な撤退成功
07-29

：撤収部隊長＝木村昌福少将

・1943-08-01 －日本、ビルマに独立を許容
・1943-08-14
～08-24 －第 1 次ケベック会談；ルーズヴェルト＆チャーチルによる連合軍秘密
軍事会合
：英自治領カナダ首相のマッケンジー・キングも陪席
・1943-09-03 －連合軍、イタリア本土への上陸を開始
・1943-09-08 －イタリア、連合軍に対する降伏
・1943-09

－日本、
「絶対国防圏構想」を発令
；サイパンを含むアリアナ諸島を、戦略上最も重要と定める

・1943-10-13 －イタリア、連合国側に立ってドイツに宣戦布告
・1943-10-14 －日本、フィリピンに独立を許容
・1943-10-21 －日本、学徒出陣壮行会；徴兵猶予を解かれた関東の 77 大学の大学生 2
万 5 千人が出席（於・神宮外苑）
・1943-10-30 －日本、南京政府と日華同盟条約を調印
・1943-11-01 －モスクワ宣言（ルーズヴェルト、チャーチル、スターリンが署名）
：
「4 大国（米英ソ中）宣言」
、「イタリアに関する宣言」
、「オーストリア
宣言」、
「残虐行為に関する宣言」の 4 つの宣言が含まれる
：連合国による戦後処理と戦後世界の構想を示す
国際安全保障機構の早期設立を訴え、これが後に国連成立となる
・1943-11-05 －東京で大東亜会議開催；日本、満州、タイ、フィリピン、ビルマ、中華
民国の汪兆銘政権、インドの 7 カ国代表が参加。有色人種のリーダー
たちによる世界初のサミット
・1943-11-06 －「大東亜共同宣言」
（大東亜憲章）の採択（於・大東亜会議）
；外務大臣の重光 葵 が中心となって起案したもので、人種差別の撤廃
を高らかに謳う
・1943-11

－米国共産党書記長アール・プラウダー、「アメリア共産主義の蔓延」と
題する演説；ニューディール政策と共産主義の協調を謳う

・1943-11-22 －カイロ会談；ルーズヴェルト米大統領、チャーチル英首相、蒋介石中華
～11-26

民国国民政府主席による連合国首脳による会談で、対日基本方針が示さ
れた。
：11/27 に「カイロ宣言」が発表され、連合国は、日本の無条件降伏ま
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で、戦争を継続すると宣言
：12/1 にプレス・リリースが公表されたが、日付けも署名もないとさ
れる
・1943-11-25 －日本領台湾に対する空襲（「新竹空襲」）
・1943-11-28 －テヘラン会談
～12-01

：ルーズヴェルト、チャーチル、スターリンの連合国首脳 3 人が初めて
一堂に会した会談
：対独戦争方針が決められた、12/1 に「テヘラン宣言」
：スターリンは、ドイツ降伏後の対日参戦を、ルーズヴェルトに約束す
る

・1944-01-20 －独ソ戦でレニングラード解放（900 日間にわたるドイツ軍による包囲の
後）
・1944-01-26 －日本、東京などに学童疎開命令
・1944-03-08 －日本陸軍、インパール作戦を開始（7/3 作戦中止）
：援蔣ルート（ビルマ・ルート）の遮断を目的とし、英領インド北東部
のインパール攻略を目指した作戦
・1944-06-06 －連合軍、仏ノルマンディー上陸
・1944-06-15 －米軍、サイパン島への上陸を開始
－米軍、支那・成都の基地から B29 爆撃機による日本本土への爆撃を開始
；最初の標的は八幡製鉄所（
「八幡空襲」
）
・1944-06-19～06-20 －フィリピン東沖海戦で、日本軍が壊滅的被害を受ける
→ これ以降、太平洋の制海権・制空権は米国に帰する
・1944-07-01 －ブレトン・ウッズ会議
・1944-07-07 －日本軍、マリアナ諸島のサイパン陥落
；マリアナ諸島における最重要拠点の喪失
・1944-07-18 －日本、東条英機内閣の総辞職
；絶対国防圏（マリアナ諸島）を突破された責任を取る形
・1944-07-20 －ドイツ、ヒトラー爆殺計画の失敗
；東プロイセンのラステンベルク（現･ポーランド領）の総統大本営
「狼の砦」で会議中爆発が起こったが、ヒトラーは、一命をとりと
めた
；元・陸軍参謀総長のルートヴィッヒ・ベック上級大将など、何人か
の将官を含む多数の軍将校が計画に参加したが、実行犯は、クラウ
ス・フォン・シュタウヘンベルク大佐（伯爵）
・1944-07-21 －米軍、グアム島への上陸を開始
・1944-07-22 －日本、小磯國昭内閣の成立（外相の重光 葵は留任）、東条英機 内閣の
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終焉
・1944-07-24 －米軍、テニアン島への上陸を開始
・1944-08-01 －ワルシャワ蜂起
：非ユダヤ系ポーランド人の一般市民と一部軍隊がドイツ軍に対して蜂
起。同年 10 月 2 日までの 63 日間に及び、20 万人の死者を出し、全
市が破壊された。
・1944-08-19 －日本政府（小磯内閣）、戦争指導大綱で、中国問題解決のためにソ連の
仲介を求める方針が定められる
・1944-08-21 －ダンバートン・オークス会議（於・ワシントン D.C.郊外のハーヴァード
大学の図書館兼博物館であるダンバートン・オークス邸）
；同年 10 月までにかけて開催され、連合国が国際連盟の設立で合意
：参加国＝米英ソ、中華民国の 4 カ国
・1944-08-22 －対馬丸事件；沖縄の那覇から鹿児島に向かう学童疎開船の対馬丸
（6,754 トン）が、奄美大島沖合で、米海軍の潜水艦の魚雷攻撃を受け沈
没

→ 1,476 名が犠牲に

・1944-08-25 －連合軍によるパリの解放
：パリ軍事総監のディートリッヒ・フォン・コルティッツ（ドイツ軍の
大将）が降伏
・1944-09-12 －第 2 次ケベック会議（ルーズヴェルト＆チャーチル、9/16 終了）
；戦後のドイツ占領計画（
「モーゲンソー・プラン」
）と対日戦におけ
る英国の関与などについて協議
・1944-09-18 －ハイド・パーク協定（密約）
；ルーズヴェルト米大統領とチャーチル英国首相の間で締結された秘
密協定で、原子爆弾が開発されたら、日本に使用することを決める
・1944-10-09 －「ダンバートン・オークス提案」の公表（同年 8 月下旬の会談結果）
；国連憲章の基となる
・1944-10-24 －日本軍、レイテ沖海戦
・1944-10-25 －日本海軍、フィリピン戦（レイテ島沖）で初めて米軍艦に対する神風特
別攻撃隊による攻撃を行う（マニラの北北西約 100 km のマバラカット
基地から発進）
・1944-11-07 －ルーズヴェルト、米大統領選挙で 4 選を果たす
・1944-11-12 －米統合参謀本部がマッカーサー戦域軍最高司令官に宛てた命令書（JSC
873/ 3）
；敵国領土占領期間中を含めて、民間通信検閲の責任を戦域軍司令官に
課す内容 ➡ 戦後、GHQ による日本における検閲の根拠
・1944-11-24 －米軍、B29 爆撃機による東京初空襲（マリアナ諸島の基地から）
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：同年 7 月、サイパン陥落を受けたもの
・1944-12 月末－米 OWI（戦時情報局）、VOA（Voice of America）を通じて、ワシント
ンから日独に対してホワイト・プロパガンダを開始
・1945-02-04 －ヤルタ会談；ルーズヴェルト、チャーチル、スターリン
～02-11

；ルーズヴェルトは、ソ連の対日参戦にこだわり、スターリンはドイ
ツの降伏から 3 カ月後に対日参戦することを密約

・1945-02-13 －ドレスデン空爆；英国軍と米国軍による徹底的な無差別爆撃が行われ
02-15

町の 85% が破壊され、3.5 万人が死亡したといわれる。

・1945-02-14 －「ワシントン＝リヤド密約」
；米巡洋艦「クインシー」艦上で行われたルーズヴェルトとサウジの
初代国王アブドｳル・アジーズとの間の密談
；第 2 次世界大戦後、サウジを護るのは、英国ではなく米国であるこ
と、それと引き換えに、サウジは原油の安定供給に努めることを約
束
・1945-02-19 －米軍、硫黄島への上陸を開始
・1945-03-09～10 －東京大空襲；約 10 万人死亡
・1945-03-13～14 －大阪大空襲
・1945-03-17 －硫黄島の日本軍全滅
・1945-04-01 －米軍、沖縄本島への上陸を開始
・1945-04-05 －ソ連、日ソ中立条約の不延長を通告（モロトフ外相から日本大使へ）
；日ソ中立条約はその意義を喪失したと宣言
・1945-04-07 －鈴木貫太郎 内閣の成立（小磯國昭 内閣の終焉）
；鈴木貫太郎は、海軍出身で、直前は枢密院議長
・1945-04-12 －ルーズヴェルト、脳出血で急逝
→ 副大統領のハリー・トｳルーマンが第 33 代米国大統領に就任
・1945-04-16 －米トｳルーマン大統領、枢軸国との戦争終結の条件は、
「無条件降伏」で
あり、平和の破壊者とは取引しないと明言（米議会演説）
；1943 年 1 月のカーサ・ブランカ会議の決定を裏書きしたもの
・1945-04-23 －米 OSS（戦略情報局）、サイパンから中波のラジオ（KSAI 局）で、日本
語による対日ブラック・プロパガンダの放送を開始、同年 8 月 13 日ま
で続く
・1945-04-28 －イタリア、ムッソリーニが、愛人のクラーラ・ペタッチと共に、パルチ
ザンによって捕らえられ即刻、処刑（銃殺）される
・1945-04-30 －ドイツ、ヒトラーが妻のエーファ・ブラウンと共に自殺
・1945-05-02 －ドイツ軍のイタリア方面司令官のハインリッヒ・フォン・フィーティン
グホフ上級大将が、連合軍に降伏
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・1945-05-02 －ベルリン陥落
・1945-05-02 －米トｳルーマン大統領、原子爆弾を含む核エネルギーに関連する諸事項
を検討するために、ヘンリー・スティムソン陸軍大臣の下に極秘の暫定
委員会を設けることを承認
；委員の一人で、トｳルーマン大統領に対して最も大きな影響力を持
っていたジェイムズ・F・バーンズ（同年 7 月から国務長官）が、
この暫定委員会を実質的に取り仕切る
・1945-05-07 －ドイツの降伏（by カール・デーニッツ大統領、海軍元帥）
・1945-05-24, 25 －東京山の手大空襲；赤坂、青山、原宿、中野などが 470 機から、の東
京下町大空襲（同年 3/9～3/10）の 2 倍近い量の焼夷弾による無差別
攻撃を受ける

→ 死者は 3,651 人

・1945-06-01 －米暫定委員会（同年 5 月 2 日発足）、原爆投下の決定
；
「原爆は可能な限り日本に対して迅速に行われるべきであり、それは
労働者の住居に囲まれた軍需工場に対して行われるべきであり、か
つ事前警告なしに使用されるべきである」
・1945-06-26 －サン・フランシスコ会議（国際機構に関する連合国会議）で国際連合が
成立
；連合国 50 カ国が、
「連合国憲章」案（1944 年 10 月のダンバートン・
オークス提案）を修正の上、署名
：のちに、ポーランドが加わり、国連の原加盟国は、51 カ国となる
・1945-07-03 －ジェイムズ・F・バーンズ、米国務大臣に就任（～1947-01-21）
；国際的にも、
「ポケットに原子爆弾を入れた男」と揶揄された強硬論
者であるが、また、対日最強硬路線を実践した人物
・1945-07-10 －仙台空襲；伊達政宗以来、「杜の都」と言われてきたが、焼け野原とな
る → 戦後、植林によって復興
・1945-07-15 －イタリア、日本に宣戦布告
・1945-07-16 －米国、マンハッタン計画（科学部門の責任者＝ロバート・オッペンハイ
マー）の下に、世界初の原爆実験「トリニティ」に成功
：於・ニュー・メキシコ州アラモゴード砂漠のホワイト・サンズ射爆場
・1945-07-19 －アメリカ、
「日本人再教育に関する積極的政策」を作成
；日本人のイデオロギー、考え方を変革させる必要がある
・1945-07-26 －ポツダム宣言；米英中 3 国が日本に降伏を勧告する
；ポツダム会談（チャーチルの提案によって開催）＝7/25～8/2
；トｳルーマン、スターリン、チャーチル（7/26 まで）
、クレメント・
アトリー英首相（7/27 から）の連合国首脳が出席
；ジェイムズ・バーンズ米国務長官も、トｳルーマンとともに出席
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・

；同宣言第 13 項で、日本軍の無条件降伏と明記
・1945-07-26 －英国首相の交代、保守党のウィンストン・チャーチルが退任し、労働党
のクレメント・アトリーが後を継ぐ
・1945-07-28 －鈴木貫太郎首相、ポツダム宣言について、
「政府はこれを黙殺し、あく
まで戦争に邁進する」と発言
・1945-08-06 －広島にウラニウム型原子爆弾「リトル・ボーイ」が投下
・1945-08-08 －ソ連の対日参戦；日ソ中立条約（1941 年 4 月）違反
－ロンドン国際軍事裁判所憲章；第 2 次世界大戦中の枢軸国の戦争犯罪を
裁くための国際軍事裁判所の構成や役割を規定した憲章で、米英仏ソ
の 4 カ国が調印。ニュールンベルク裁判と東京裁判の基本法となっ
た。
・1945-08-09 －長崎にプルトニウム型原子爆弾「ファット・マン」が投下
・1945-08-09 －ソ連、満州および南樺太に侵入
－南樺太への侵入の目的を北海道占領と見た第五方面軍（司令部＝札幌）
が対ソ作戦を発動
・1945-08-10 －日本政府（鈴木貫太郎内閣）
、中立国のスイスを通じて、「米国の新型爆
弾による攻撃に対する抗議文」を発する
；「従来のいかなる兵器にも比較できない無差別性、残虐性を有するこ
の爆弾（原子爆弾）を使用するのは人類文化に対する新たな罪悪で
ある。帝国政府は、自らの名において、また全人類及び文明の名に
おいて、米国政府を糾弾するとともに、即時、このような非人道兵
器の使用を放棄すべきことを厳重に要求する」
・1945-08-10 －米リベラル派の週刊誌『サタデイ・レヴュー・オブ・リトレチャー』の
編集長ノーマン・カズンズが、原爆投下を厳しく批判
・1945-08-14 －日本、ポツダム宣言の受諾（御前会議におけるご聖断）
；日本の敗北による第 2 次世界大戦の終結が確定
・1945-08-14 －中ソ友好同盟条約、発効＝同年 8/24
；ソ連と蔣介石の中華民国との間に締結された条約で、ソ連は、中華民
国の中央政府たる国民政府に対してのみ、軍需物質等の行うとの内容
：付属協定では、旅順港と大連港の租借権をソ連に与える、旧南満洲鉄
道と旧満洲国有鉄道を共同管理することとした。また、ソ連は、中国
共産党を支援しないこととした。
・1945-08-14 －葛根廟事件
；満州の興安街（現・中国内モンゴル自治区ウランホト）に住んでいた
日本人（約 1,300 人）が避難する途中、ソ連軍の戦車隊に追いつか
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れ、チベット寺院の葛根廟近くの草原で、虐殺された事件
→ 1,000 名以上が死亡
・1945-08-15（正午）－玉音放送による「戦争終結の詔書」
；連合軍に対する日本軍の降伏
：昭和天皇自らによる 4 分間余りの勅語朗読で、前日の深夜、宮中でア
セート盤に録音し、当日、日本放送協会からラジオ放送されたもの
・1945-08-15 －米軍、日本における情報管理に関する緊急指令草案を策定
；日本の降伏直後の 2 週間についての暫定措置（この期間については事
後検閲を行うなど）
・1945-08-16 －ソ連のスターリン、米トｳルーマン大統領に対して、釧路と留萌を結ぶ
北海道の北半分の占領を認めるように要求
ひがしくにのみや なるひこ

・1945-08-17 －東久邇宮稔彦政権の誕生（鈴木貫太郎 内閣の終焉）
：終戦の善後処理が最大の使命
・1945-08-17 －米雑誌『ユナイテッド・ステーツ・ニューズ』の編集長で保守派のデイ
ヴィッド・ローレンス（1948 年に雑誌 US News and World Report を
創刊）が、米国の原爆投下を厳しく批判し、日本に対する謝罪を求め
る
・1945-08-18 －ソ連軍、千島列島北端の占守島への強襲上陸を図り、日本の守備隊と戦
闘
・1945-08-18 －米トｳルーマン大統領からスターリンに対して、ソ連の北海道占領を認
めないとの返事が届く（8/16 付けスターリンの要求に対する回答）
・1945-08-19 －日本、連合国との停戦予備交渉代表団（全権＝河辺虎四郎参謀次長・陸
～08-20

軍中将）をマニラへ派遣（マッカーサーの欲求に応えたもの）
：連合軍の進駐準備などを進めるための「日本側降伏使節団に対する
要求文書」（4 通）を合意

・1945-08-20 －ソ連軍、樺太の南西部の真岡への侵攻を開始
・1945-08-22 －ソ連との南樺太停戦交渉の成立
：日本の第五方面軍（指令官＝樋口季一郎陸軍中将）の反撃により、ソ
連は、当初の北海道占領計画を南千島占領計画に転換
・1945-08-22 －樺太引き揚げ三船殉難事件
；樺太の大泊から留萌へ向かっていた邦人の引揚げ船 3 隻が、ソ連
の魚雷攻撃を受け、1,700 人以上が死亡
；三船＝第二新興丸、小笠原丸、泰東丸
；8/23 になると、引揚げ船に対するソ連の攻撃が止む
・1945-08-23 －ソ連、中国などにいた日本軍の捕虜 50 万人をシベリアなどに抑留し、
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強制労働を行わせる決定を下す（
「国家防衛委員会決定 No. 9898」）
；合計 57.5 万人の日本人が抑留され、そのうち 5.5 万人が現地で死亡
（厚生労働省の発表）
・1945-08-25 －日本政府、
「占領軍進駐に伴う報道取扱い要領」を発出
；国民に対し、あくまでも冷静沈着、隠忍自重などを求める
・1945-08-28 －連合国軍（米軍＋英連邦軍）による日本占領開始
：進駐軍の先遣隊が到着
・1945-08-28 －ソ連軍、千島列島の択捉島に上陸
・1945-08-29 －米国政府、
「日本降伏後におけるアメリカの初期の対日方針」を決定
し、マッカーサーに通達
；米国の最終目的を以下の 2 つとしている
① 米国あるいは世界の平和と安全に対して、日本が再び脅威となら
ないこと
② 他の諸国の権利を尊重し、国連憲章の理念及び原則に反映されて
いる米国の諸目的を支持する平和的かつ責任のある日本政府を樹
立すること
・1945-08-30 －ダグラス・マッカーサー、日本（厚木海軍飛行場）に到着
くなしり

は ぼまい

・1945-09-01 －ソ連軍、千島列島の国後島および歯 舞 諸島に上陸
；歯舞諸島は、本来的には、千島列島ではなく根室半島の延長
・1945-09-02 －日本、降伏文書の調印（於・戦艦ミズーリ）＝第 2 次世界大戦の正式な
終結
：連合国側参加者＝マッカーサー連合国最高司令官、各国代表
：日本側参加者＝重光 葵 外相、梅津美治郎 参謀総長（陸軍大将）
・1945-09-02 －米国務長官のアーサー・バーンズが、日本の占領については、「物的武
装解除」だけでなく、
「精神的武装解除」も重要との声明を発する
；日本の占領統治について、無条件降伏政策への転換を指示した数日後
に出されるトｳルーマンの大統領令の先駆け
・1945-09-04 －ソ連軍、千島列島の色丹島に上陸
；色丹島は、本来的には、千島列島ではなく根室半島の延長
・1945-09-05 －ソ連軍、千島列島を実効支配
・1945-09-06 －米トｳルーマン大統領、日本について無条件降伏政策への転換を支持す
る大統領令（
「連合国最高司令官の権限に関する通達」
、JCS 1380/ 6）
が、東京のマッカーサーに届く
；ポツダム宣言（同年 7/26）の「契約的基礎の上に立つ」の在り方から
「無条件降伏を基礎とする」の在り方へと内容が劇的に変化
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；しかし、公表は、同年 9/24
・1945-09-10 －GHQ、
「新聞報道取締方針」
（SCAPIN-16）
・1945-09-13 －GHQ、大本営を廃止（SCAPIN-17）
・1945-09-14 －GHQ、公安を害する報道をしたとして、同盟通信社に対して、同日正
午から 24 時間の業務停止命令を発出すると同時に、事前検閲を開始
→ 翌日の 9/15 正午には、この命令は解除されたが、同社は、対外通
信放送、海外の同盟特派員からのニュースの差し止めを言い渡さ
れる
・1945-09-15 －朝日新聞、鳩山一郎の「新党結成の構想」という談話を掲載
；鳩山は、「極力、アメリカ人をして、広島、長崎、東京下町などの惨状
を視察させ、彼らに自らの行為に対する罪の意識をもたせ、日本の復
興に責任を持つように自覚させるべきだ」と主張。
→ GHQ はこの談話記事に激怒
・1945-09-15 －GHQ 民間諜報局（CIS）民間検閲支隊（CCD）長ドナルド・フーヴァ
ー大佐の日本の報道機関に対する声明文
；以後、新聞・放送については、CCD が 100%の事前検閲を行うと宣言
・1945-09-17 －朝日新聞、
「求めたい軍の釈明・“比島の暴行”発表へ国民の声」の見出
しで、「ほとんど全部の日本人が異口同音にいってゐる事は、かかる暴
虐は信じられないといふ言葉である」と言う記事を掲載
・1945-09-17 －GHQ 情報頒布部、「日本人再教育プラン」5 項目を公表
第 2 項目＝日本の敗戦の事実を明らかにし、日本国民に戦争の責任、
日本軍の犯した残虐な行為および日本指導者の戦争責任を
熟知せしめる
・1945-09-18 －GHQ、朝日新聞の 9/15 の記事（鳩山寄稿文）と 9/17 のフィリピン戦
線に関する記事を問題視し、9/18 午後 4 時から 48 時間の発行停止処分
とする
・1945-09-19 －GHQ、
「プレス・コード」（日本に与える新聞遵則、SCAPIN-33） 発令
（発布＝9/１）
；日本に非常に厳しい言論統制を敷き、対日検閲部隊である参謀第 2 部
（G2）の民間諜報局（CIS）民間検閲支隊（CCD）がその任に当たる
→ 新憲法発効後も続き、統制の解除は CCD の解散時（1949-10-31）
・1945-09-19 －GHQ、英字新聞『ニッポン・タイムズ』
（The Nippon Times、
『ジャパ
ン・タイムズ』の前身）を、午後 3 時 30 分から 24 時間の発行停止処分
とする
・1945-09-22 － GHQ、
「ラジオ・コード」
（日本放送遵則、SCAPIN-43）を発する
；放送局に対する言論統制
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・1945-09-22 －GHQ 情報頒布部、「映画製作方針」を指示
・1945-09-23 －GHQ、進駐軍放送（Armed Forces Radio Service, AFRS）を正式にスタ
ートさせる。SF 講和独立後は、FEN (Far East Network) に改名。
・1945-09-24 －GHQ、
「新聞界の政府からの分離」指令（SCAPIN-51）
・1945-09-25 －午前中、米 UP 通信社社長ヒュー・ベイリー（Hugh Baillie）の昭和天
皇への拝謁
－午後、米『ニューヨーク・タイムズ』紙太平洋方面支局長フランク・ク
ラックホーン（Frank Kluckhohn）の昭和天皇への拝謁
・1945-09-27 －昭和天皇 & マッカーサー総司令官の第 1 回目の会見（於・アメリカ大
使館）；37 分間会談
・1945-09-29 －9/27 の昭和天皇とマッカーサーの記念写真とインタビュー記事が、日本
の新聞（朝日、毎日、讀賣報知）に掲載されるも、内務省が、「新聞紙
法」
（1909 年 5 月公布）の第 23 条に基づき、直ちにこれを差し押さ
え、3 紙の頒布を禁止
；9/24 付け GHQ 指令（SCAPIN-51）に対する正面からの挑戦
→ GHQ は、問題ないし、日本政府は介入すべきではないとの立場
を示し、写真は公表されることとなった
・1945-09-29 －GHQ、
「新聞と言論の自由に関する新措置」（9/27 付け SCAPIN-66）
；
「新聞紙法」など 12 法令の撤廃
；日本政府に対して、メディアへの制限措置を即時に撤廃することを要
求した一方、検閲については、GHQ のみによって取り締まられる
；これによって、日本の新聞は、自国に対する忠誠義務から完全に解放
された一方、外国権力に対する 100%の服従を強制されることになっ
た
・1945-09-30 －GHQ、
「日本における太平洋陸軍民間検閲基本計画」第 2 次改訂版を完
成させる
－GHQ、CIS（民間諜報部）の CCD（民間検閲支隊）に、従来の通信部
門（Communications Div.）に加え、新聞、出版、映画、演劇、放送な
どの検閲を担当する PPB 部門（Press, Pictorial and Broadcasting Div.）
を新設
・1945-10-01 －GHQ、
「郵便検閲に関する覚書」
・1945-10-01 －GHQ、週刊誌の『東洋経済新報』の 9 月 29 日号について、回収・断裁
処分を命じる
・1945-10-02 －GHQ、対日洗脳部隊である民間情報教育局（CIE）を設置（GHQ 一般
命令第 4 号）
；局長＝ケネス・ダイク大佐
・1945-10-04 －GHQ、日本政府に対し、
「政治、信教並に民権の自由に対する制限の撤
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廃」に関する覚書（
「人権指令」、SCAPIN-93）を通達
；天皇陛下および皇室制度に対する自由な討論に関する制限の撤廃
：治安維持法、思想犯保護観察法など 15 の法令の廃止
；内務大臣以下全国の警察首脳部の罷免および特高警察機関の廃止
；政治犯全員の釈放
・1945-10-04 －近衛文麿国務相（東久邇内閣の無任所相）とマッカーサー等との会談
：マッカーサーから、憲法を改正して、自由主義的要素を十分取り入れ
なければならないとの見解が示される
→ これを受けて、憲法改正に向けた動きが本格化
・1945-10-05 －GHQ、
「治安維持法」
（1925 年 5 月 12 日施行）の撤廃を命令
・1945-10-05 －前日（10/4）の GHQ 覚書の性急な自由化政策、というよりも、
「日本
弱体化政策」拒絶して、東久邇宮政権が内閣総辞職を表明
→ 10/9、後継の幣原内閣の誕生
・1945-10-08 －GHQ/ CCD、東京の 5 大紙に対する事前検閲を開始
；朝日新聞、毎日新聞、讀賣報知、東京新聞、日本産業経済（現在の
日本経済新聞）が対象
・1945-10-09 －幣原喜重郎政権の誕生（東久邇宮 内閣の終焉）
；GHQ の極めて性急な自由化政策に反発して解散した東久邇宮内閣の
後を継いだマッカーサーの傀儡政権
・1945-10-10 －GHQ、日の丸掲揚の原則禁止
；新年で宮中行事が行われる 3 日間のみ、例外的に日の丸の掲揚が認め
られた
・1945-10-11 －幣原喜重郎新首相、マッカーサー総司令官を訪問
；憲法改正の検討を指示される
；マッカーサー、幣原喜重郎首相に、GHQ の 5 大改革（①婦人の解
放、②労働組合の結成奨励、③学校教育の自由化、④秘密警察の禁
止、⑤経済制度の民主化）を指令
・1945-10-13 －日本、憲法問題調査委員会（主任＝国務大臣・松本烝治）の発足
・1945-10-15 －GHQ の人権指令の発布；戦前からの治安維持法の廃止
・1945-10-22 －GHQ、
「教育に関する四大指令」のうちの第 1 指令「日本の教育に関す
る管理政策」を発令。同年 12 月末までの間に 4 つの指令を発令
；主として教育内容と教職追放に関する基本方針を示す
・1945-10-25 －幣原内閣、憲法問題調査委員会（委員長＝松本烝治）の設置
・1945-10-30 －幣原喜重郎内閣、大東亜戦争調査委員会の設置を決定
；しかし、ソ連などの反対で調査できず
・1945-10-30 －GHQ、
「教育に関する四大指令」のうちの第 2 指令「教育および教育関
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係官の調査、除外、認可に関する件」を発令
；教職追放を具体的に指示（教職追放令）
→ 約 5,000 人が教職不適格処分、その前に、116,000 人が辞任
・1945-10-31 －同盟通信社の解散（GHQ からの圧力）
→ 11/1、一般報道部門は共同通信社、経済報道などは時事通信社
と、2 社に分かれて発足
・1945-11-20 －ドイツ、ニュールンベルク裁判の審理開始
・1945-11-24 －幣原喜重郎内閣、大東亜戦争調査会を設置
；戦争責任の調査と追及および戦争原因の調査が目的
；1945-12-15 の GHQ の神道指令（SCAPIN -448）によって、
「大東亜
戦争」や「八紘一宇」などの用語が禁止されたことから、1946 年 1
月から、
「戦争調査会」と改称
・1945-12-08 －GHQ、日本の新聞 5 紙に、全 2 ページの長大な記事『太平洋戦争史』
の連載（全 10 回）を開始（12/8～12/17 までの毎日）
。この頃の新聞
は、通常僅か全 2 ページだが、それを倍の 4 ページの特大版にしての構
成。ちなみに、この日は、真珠湾攻撃から 4 周年。
；GHQ による日本国民に対する歴史洗脳計画のスタートであり、基と
なった資料は 1946 年 4 月発行される GHQ/ CIE（編著）の冊子『太
平洋戦争史』
（高山書院）
－『太平洋戦争史』の新聞への掲載と同時に、並行して GHQ/ CIE によ
る WGIP（War Guilt Information Program）の第 1 段階が開始
・1945-12-09 －GHQ 民間情報教育局（CIE）の戦争犯罪情報プログラム（WGIP）にし
たがい、毎週日曜日午後 8 時からのゴールデン・アワーに、NHK ラジ
オ第 1 と第 2 で 30 分番組『眞相はかうだ』のシリーズ放送（全 10
回）を開始。2 月 10 日まで続き、その後、
『眞相箱』に引き継がれる。
・1945-12-10 －GHQ 指令、日本の外交権を全面的に停止
；日本政府は、外国に駐在する日本側の大使館・領事館とのあらゆる通
信連絡を禁止される
；外国との交渉は、すべて GHQ を通じて行うか、または GHQ が日本
に代わって行うこととなる
・1945-12-15 －GHQ、教育に関する四大指令」のうちの第 3 指令「国家神道、神社神
道対する政府の保証、支援、保全、監督並びに弘布の廃止に関する件」
（いわゆる「神道指令」を発令；国家神道の禁止と政教分離の徹底。
すなわち、神道にかかわる教育、行事、保全、支援の厳禁
；
「大東亜戦争」
、
「八紘一宇」の用語を使用禁止に
・1945-12-17 －衆議院選挙法の改正；女性参政権の付与
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・1945-12-31 －GHQ、
「教育に関する四大指令」のうちの第 4 指令「修身、日本の歴史
および地理の停止に関する件」を発令
；これら 3 教科（修身、日本史、日本地理）の授業中止
・1946-01-01 －昭和天皇の「新日本建設に関する詔書」（通称「天皇の人間宣言」）
；
「五箇条の御誓文」が、戦後の新日本を建設する根本方針であり、こ
れ以外に何も付け加えることはないとの趣旨
・1946-01-04 －GHQ、公職追放の覚書
；1948 年 5 月までに、計 20 万人以上が公職追放となる
・1946-01-10 －第 1 回 国連総会の第 1 部、ロンドンで開始
：51 カ国の加盟国が参加し、同年 2 月中旬まで開催
：第 1 回国連総会議長＝ポール・アンリ・スパーク（元・ベルギー首
相、社会労働党）
・1946-01-11 －アメリカの国務・陸軍・海軍３省の調整委員会、「日本統治制度の改
革」と題する文書（JWNCC-228）を発出
→ 基本的には、これに基づいて、同年 2 月の GHQ 憲法草案
（マッカーサー草案）が作成される
・1946-01-17 －第 1 回 国連安全保障理事会（UNSC）の開催（於・ロンドン）
・1946 年 1 月 －GHQ、
「日本教育家の委員会」（委員長＝南原 繁 東大総長）の設置を支
持
；同年 3 月に訪日予定の第 1 次米国教育使節団の日本側の受け入れ機関
・1946-01-18 －GHQ、NHK ラジオで、
『眞相はかうだ・質問箱』の連続放送を開始
；毎週金曜日の午後 8 時から 15 分番組
；この頃から、GHQ/ CIE による WGIP の第 2 段階の開始
・1946-02-01 －毎日新聞が、松本憲法草案（宮沢義俊甲案をベースとしたもの）をスク
ープ
→ GHQ は、日本政府による自主的な憲法改正作業に見切りをつける
・1946-02-03 －マッカーサー、3 原則のいわゆる「マッカーサー・ノート」を、GHQ
民政局（GS、局長＝コートニー・ホイットニー准将）に提示し、GHQ
憲法草案の作成を指示
：日本は主権的な権利としての戦争を廃棄し、防衛と保護を、いまや世
界を動かしつつある崇高な理想に委ね、日本の陸海空軍の保有は一切
許されない、とする内容
・1946-02-12 －GHQ、憲法の「マッカーサー草案」の完成
・1946-02-13 －GHQ、日本側の憲法問題調査委員会の委員会案（
「松本草案」
）を完全
に拒否するとともに、GHQ 独自の新憲法案（
「マッカーサー案」）を提
示
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・1946-02-17 －GHQ、NHK ラジオで、
『眞相箱』の連続放送を開始
；毎週日曜日午後 8 時からの 30 分番組で、同年 11/29 まで 41 週続く
・1946-02-26 －極東委員会の第 1 回会合の開催（於・ワシントン D.C.
：極東委員会（Far Eastern Commission, FEC）は、戦争に敗北した日本
を、連合国が管理するために設けられた最高政策決定機関で、1945 年
12 月、モスクワの外相会議で設立が決定されたもの
：米英ソ、中華民国、蘭、豪、NZ、加、仏、フィリピン、印の 11 カ国
が参加
：連合国対日理事会は、この極東委員会の東京における出先機関
・1946-03-01 －労働組合法の施行
：1945-10-11 発表の GHQ の 5 大改革に基づくもので、公布は 194512-22
・1946-03-04 －国務大臣松本烝治が、GHQ に憲法の「日本政府案」を提示
→ 2/12 に提示した「マカーサー草案」と異なるとして、民政局次長
のチャールズ・ケイディス大佐が激怒
→ 32 時間にわたる議論を経て、3/5 に「最終案」が確定
・1946-03-05 －西ドイツ、占領していた連合国によって、
「国家社会主義（ナチズム）
と軍国主義からの解放のための法」が成立
；この法律に基づく手続きによって、ドイツ人は、ナチズムから解放
され、クリーン化されるきっかけとなる
－チャーチル前英国首相の「鉄のカーテン」演説（於・米ミズーリ州フル
トンのウェストミンスター大学、トｳルーマン大統領の招待）
；バルト海のシチューチン（ポーランド西端）からアドリア海のトリエ
ステ（イアタリア東端）まで「鉄のカーテン」が敷かれたと表現
→ 東西冷戦構造の定着
・1946-03-06 －幣原喜重郎内閣、「憲法草案要綱」を発表
；同年 2/13 の GHQ 案とそれに対する政府修正案に基づき、両者が共
同作業した結果
・1946-03-17 －GHQ、
「宣伝用刊行物の没収」の覚書を日本政府に示す
；合計 7,769 点の刊行物が、官公庁と流通段階から没収（図書館所蔵
と一般家庭にあるものは対象外）＝実質的には GHQ による焚書
・1946-03-31 －中国、第 2 次国共内戦の開始
・1946 年 4 月 －国際連盟、正式に解散（事実上の機能停止は 1935 年 12 月）
・1946-04-05 －GHQ 民間情報教育局（CIE）企画課（編）『太平洋戦争史』
（本文 158
pages）が高山書院より発行
； 1945 年 12 月から始まった新聞の連載および NHK ラジオの『眞相は

-110-

かうだ』の基となった資料
；学校で歴史の授業が禁止される一方、都市部の中学校では、この冊子
がテキストとして使われた
・1946-04-05 －連合国対日理事会の第 1 回会合の開催（於・東京）
：連合国対日理事会（Allied Council for Japan, ACJ）は、GHQ の諮問
機関として、東京に設置された
：米、英、ソ、中華民国の 4 カ国の代表によって構成
：ワシントン D.C.に設置された極東委員会の東京における出先機関
・1946-04-07 －同年 3 月 5 日に来日した第 1 次米国教育使節団報告書の公表
；使節団は、団長ジョージ・ストッダード博士ら 27 名によって構成
；この報告書は、3 月 31 日に、マッカーサーに報告されたもの
；この報告書の内容が、翌年 3 月発効の教育基本法のベースとなる
・1946-04-10 －戦後、初の衆議院議員総選挙で、日本自由党が第一党になる
；日本自由党の総裁である鳩山一郎の首班指名が確実な情勢となる
・1946-04-29 －東京裁判に向けて A 級戦犯 28 人に対し起訴状が手交される（昭和天皇
の誕生日に合わせて行われた）
・1946-05-03 －東京裁判の審理開始（於・旧陸軍士官学校講堂、市ヶ谷）
・1946-05-04 －GHQ が強権を発動し、組閣に向かおうとしていた鳩山一郎の登院を阻
止（総選挙で正当に選ばれた鳩山の首相就任を GHQ が阻止）
；GHQ の直接指令第一号の追放者となる
・1946-05-19 －皇居前で、
「飯米獲得人民大会」
（「食糧メーデー」
）
；深刻な食糧不足を背景に、
「コメよこせ」と要求する 25 万人のデモ
・1946-05-21 －「皇室の財産上その他の特権廃止に関する覚書（指令）
」（5/23 発表）
・1946-05-22 －第一次吉田 茂 内閣の誕生（幣原喜重郎 内閣の終焉）
・1946-06-02 －イタリア、国民投票により僅差で、王政の廃止と共和制の採用が決まる
→ サヴォイア家最後の国王ウンベルト 2 世の廃位
・1946-06-20 －憲法草案が、第 90 回 帝国議会に提出
・1946-06-24 －東京裁判で、キーナン首席検事が、『太平洋戦争史』と呼応する史観を
表明
・1946-07-02 －極東委員会、「日本新憲法の基本諸原則」を決定
・1946-07-20 －イタリア、憲法委員会（各派から 75 名）の発足
・1946-08-10 －日本、内閣総理大臣の所轄下に、教育刷新委員会が設置される
；委員長＝安部能成元文部大臣（元・学習院院長）
、副委員長＝南原繁
東大総長ら日本人 49 名で構成
；教育基本法の原案はここで審議された
；ただし、GHQ/ CIE（民間情報教育局）は、上級運営委員会（Higher
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Steering Committee）*と運営委員会（Steering Committee）を通じ
て、教育刷新委員会を間接的に支配していた
*メンバーは 6 名＝ドナルド・ニュージェント CIE 局長（米海兵隊中
佐）
、マーク・オア CIE 情報課長、田中耕太郎文部大臣、山口匡輔
文部次官、安部能成元文部大臣（元・学習院院長）
、南原繁東大総
長
・1946-08 末 －米国人ジャーナリストのジョン・ハーシーによる広島の惨状を描いたル
ポルタージュが、月刊誌『ザ・ニューヨーカー』誌 8 月号に一冊丸ごと
使って、大々的に掲載される
→ 同じ年に、単行本『広島』（Hiroshima）が発行される
・1946-09-19 －チャーチル前英国首相の「欧州合衆国」演説（於・チューリッヒ大学）
：ただし、後に、この欧州合衆国構想には、英国は入らないことが判明
・1946-09-30 －吉田茂内閣、戦争調査会（1945 年 11 月 24 日設置）を廃止
・1946-10-01 －ドイツ、ニュールンベルク裁判の結審
；ヘルマン・ゲーリンク国家元帥 以下 12 名に死刑判決
・1946-10-07 －帝国議会、日本政府の憲法草案に小修正を施した上で可決
→ 枢密院の審議へ
・1946-10-23 －第 1 回 国連総会の第 2 部、ニューヨークで開催（同年 12/15 まで）
：51 の加盟国が参加
・1946-11-03 －日本国憲法の公布
；昭和天皇による新憲法公布の勅令放送
・1946-11-16 －内閣、GHQ の国語国字改革の下、「当用漢字表（1,850 字）の実施」と
「現代仮名づかいの実施」を告示・訓示
・1946-11-25 －GHQ・CCD（民間検閲支隊）、日本のマス・メディア各社に対して、悪
名高い「30 項目の検閲指針」を通達
・1946-12-11 －GHQ、NHK ラジオで、
『質問箱』の連続放送を開始
；毎週水曜日午後 8 時からの 30 分番組で、1948 年 1 月 4 日まで続く
・1947-01-31 －GHQ、翌日予定されていたすべての官公庁の労働組合が参加する「2・
1 ゼネスト」
（日本共産党主導）ゼネストを禁止
；GHQ の「右旋回」（
「逆コース」）の前兆
・1947-02

－月刊誌『ハーパーズ・マガジン』の 2 月号に、ヘンリー・スティムソン
前陸軍長官が、「原爆使用の決定」
（”the Decision to Use the Atomic
Bomb”）を寄稿し、原爆投下は、終戦を早め、米兵 100 万人以上の米兵
の命を救ったとし、正当化する
；原爆投下以来、米国内で続いていた保守派・リベラル派の双方、キリ
スト教会など広範な分野からの非常に厳しい批判が出ていた。そうし
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た傾向に危機感を持ったハーヴァード大学学長のジェイムズ・コナン
ト（第 1 次世界大戦時に毒ガスの開発で名を馳せた化学者でマンハッ
タン計画にも当初から主導的な役割を果たしていた）らが、世論を反
転させようと狙った原爆投下正当化のために周到に計画したプロパガ
ンダの一環
；なお、このスティムソン名の文章を書いたのは、当時 20 歳台のマク
ジョージ・バンディ。バンディは、後に、ケネディ、ジョンソン両政
権下で大統領補佐官を務める
・1947-02-28 －台湾で「2・28 事件」の発生
：戦後、日本に代わって台湾を接収していた外省人による中華民国の圧
政に対して本省人が立ち上がるが、これを武力弾圧
→ その後、外省人による内省人に対する白色テロで、数万人が犠牲
になったといわれる
・1947-03-12 －トｳルーマン・ドクトリン
；米議会演説で、
「共産勢力の膨張から自由主義諸国を防衛する」と表
明し、対ソ封じ込めを初めて訴える。
；これは、1946 年から米外交官のジョージ・ケナン（国務省政策企画委
員長）が訴え始めた考えを反映したもの
：より直接的には、当時、英国が支配圏としていたギリシャおよびトル
コにおける共産勢力の伸長に危機感を抱き、両国への支援の肩代わり
を、米国に要請し、トｳルーマンがそれを受け入れたということが背
景にある
・1947-03-31 －日本、教育基本法の公布・施行
・1947-04-16 －検察庁に、「隠匿退蔵物資事件捜査部」が設置される
；旧日本軍が民間から接収したダイヤモンドなどの貴金属類や軍事物質
が、戦後、GHQ の占領前に大半が行方知れずになっていたことか
ら、それを捜索するために、GHQ 民政局次長の C. ケイディスが主導
して作った組織
；この組織が、後に、東京地検特捜部となる
・1947-04-25 －衆議院議員総選挙
；吉田 茂 内閣が、新憲法の施行を直前に、自らの正当性を問うという
意味から解散・総選挙
；日本社会党が第一党に躍進（143 議席）
→ 社会党、民主党、国民協同党連立の片山 哲 政権の誕生へ
・1947-05-03 －日本国憲法の発効（施行）
・1947-05-06 －第 4 回目の昭和天皇&マッカーサー総司令官の会見
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；天皇、事実上、主権回復後も米軍事力による日本の安全保障を求め
る
・1947-05-24 －片山 哲 内閣の誕生（第 1 次吉田 茂 内閣の終焉）
；日本社会党の初代委員長であった片山 哲 を首相とする社会党・民主
党（総裁＝芦田 均）
・国民協同党（中央委員長＝三木武夫）の 3 党連
立政権の誕生
；事実上、片山・芦田（民主党総裁）連立政権
・1947-06-08 －日本教職員組合（JTU）の設立（初代代表＝羽仁五郎）
；1945 年 12 月、GHQ が教員組合の結成を指令したことに基づいて結
成されたもの
・1947-09-20 －中共軍、第 2 次国共内戦で、国府軍に対して、
「人民解放軍総反抗宣
言」 ；この時はじめて、人民解放軍という名称を使用
・1947-10-14 －旧宮家の臣籍降下；伏見宮をはじめとする 11 宮家 51 名の臣籍降下
・1947-10-15 －GHQ、書籍（除く要注意の 14 社）について、事後検閲に移行
・1947-12-15 －GHQ、雑誌（除く要注意の 28 誌）について、事後検閲に移行
・1947-12-19 －東京裁判の被告団の中心人物である東条英機元首相が、市谷法廷に、宣
誓供述書（全 220 ページ）を提出
・1947-12-22 －イタリア制憲議会、イタリア共和国憲法を承認（施行は 1948-01-01）
・1947-12-26 －東条英機、東京裁判の証言台に初めて立つ
・1948-01-07 －東京裁判で、東条英機に対するキーナン首席検事の反対尋問とウェッブ
裁判長の尋問が終了
・1948-01

－GHQ、民主主義思想啓発のために、NHK ラジオを通じて毎晩 30 分
間、
『インフォメーション・アワー』の連続放送を開始

・1948-01-06 －米国のケネス・ロイヤル陸軍長官、「極東における全体主義の防壁とし
ての役割を日本に望む」と演説（於・サンフランシスコ）
；過度の日本弱体化を指向する GHQ の占領政策を批判し、日本経済の
復興を優先すべきと訴える
；GHQ 占領政策の転換（「逆コース」もしくは「右旋回」
）を公にした
もの
；日本の再軍備への起点となる
・1948-02-06 －GHQ/ CIE、ＷGIP の第 3 段階の開始
；東京裁判で、東条英機が自分の立場を堂々と表明したことから、東条
が処刑された暁には、殉国の志士になりかねないという危機感から展
開されることになったもの
・1848-02-10 －片山内閣、GHQ の再軍備政策を受け入れず総辞職を表明
・1948-03 04 －GHQ、祝祭日に限り、日の丸の掲揚を認める
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・1948-03 10 －芦田 均 内閣（民主党、社会党、国民協同党の 3 党連立政権）の誕生
（片山 哲 内閣の終焉）
・1948-06-11 －米上院、「ヴァンデンバーグ決議」；他国との安全保障条約は、
「継続的
かつ効果的な自助と相互援助」に基づくものでなければならない
・1948-06-19 －衆参両院、
「教育勅語」等の排除・失効の確認を決議
；1948 年 5 月、GHQ 民政局の衆参両院の文教委員会委員長に対する口
頭指示を踏まえたもの
・1948-06-23 －昭和電工贈収賄事件の表面化
；同社社長の日野原節三が、贈賄容疑で逮捕される
；復興資金として復興金融公庫（後の日本開発銀行、現・日本政策投資
銀行 DBJ）からの融資を得るために、大手化学会社・昭和電工の日野
原社長が政府高官や GHQ 幹部に対して行った贈収賄事件
→ 同年 10 月、芦田内閣の総辞職につながる
；GHQ の左派の有力者であった民政局次長 C. ケイディスの名も取り沙
汰された → C. ケイディスは、1949 年 5 月辞任
；当時、冷戦の深刻化に伴い、GHQ の右旋回を主導するチャールズ・
ウィロビーニュー少将を中心とする参謀第二部（G2）の勢力が強ま
り、ディーラーのケイディスなどを中心とする民政局（GS）との対立
を深めていたという GHQ 内部の事情もあった
；また、外務大臣の吉田 茂 や白洲次郎（終戦連絡事務局参与）も、ケ
イディスと対立していた
・1948-06-24 －ドイツ、ソ連によるベルリン封鎖の開始；東西冷戦の最前線
・1948-07-15 －GHQ、主要紙を含む新聞 12 社、通信社 3 社に対する事前検閲を廃止
し、事後検閲へ移行。これから始まり、7/28 まで計 4 次に渡り、事後検
閲化を順次実施に移す。
→ 事後検閲の廃止は、1949 年 10 月
・1948-08

－ドイツ、ヘレンキームゼー憲法評議会（議長＝ケルン市長のコンラー
ト・アデナウアー）の設置；11 のラント（州）から計 65 名の代表が集
結して議員評議会（今日の連邦議会に相当）を結成
→ 憲法（基本法＝Grundgesetz）案の作成

・1948-10-07 －芦田内閣、昭和電工増収賄事件に対する道義的責任から総辞職を表明
・1948-10-15 －第 2 次 吉田 茂 内閣の誕生（芦田 均 内閣の終焉）
・1948-11-12 －東京裁判（極東軍事裁判）の結審
；東条英機以下 7 名に死刑判決
・1948-12-07 －前首相の芦田 均 が、昭和電工事件の収賄容疑で逮捕される
→ 後に無罪となる
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・1948-12-08 －GHQ 民政局次長のチャールズ・ケイディスが米国へ帰国
；ただし、正式な辞任日は、1949-05-03（憲法記念日）
・1948-12

－GHQ、日本に経済安定 9 原則を提示

・1948-12-16 －世界人権宣言の採択（国連総会）
・1948-12-23 －東京裁判で死刑判決を受けた 7 名の死刑執行（当時の皇太子、現在の上
皇陛下の誕生日）
・1949-01-01 －GHQ、沖縄、奄美、小笠原以外での日の丸の自由使用を認める
・1949-01-20 －日本学術会議（SCJ）の発足
；日本の学術研究を軍事利用させまいとする GHQ の意向を反映した団
体として発足
・1949-01-23 －衆議院議員総選挙で、民主自由党（総裁＝吉田 茂）は、264 議席を獲
得し大勝利
；背景として、直前の片山・芦田の保革両政権が、政局の不安定、汚職
事件を招き、さらに GHQ の指令に唯々諾々と追随したとみられたこ
となど
；他方、日本共産党が躍進（35 議席）
・1949-01-31 －中国人民解放軍、北京に入城
；1948 年 9 月から 49 年 1 月にかけて戦われた国府軍との間の三大戦役
わい かい

（遼瀋戦役、淮海戦役、平津戦役）で、人民解放軍が立て続けに勝利
・1949-02-01 －米陸軍長官ケネス・ロイヤル、ジョーゼフ・ドッジ公使を伴って来日
；前年 1 月、自らの演説「極東における全体主義の防壁としての役割を
日本に望む」で示した新しい対日政策である「GHQ の逆コース」と
財政安定化策を軌道に乗せることが目的
・1949-03-07 －日本、ドッジ・ラインの施行；日本経済の自立と安定を図った政策
・1949-04-14 －ドイツ、一連のニュールンベルク後続裁判の終了
・1949-04-24 －中国人民解放軍、国民政府の首都である南京に入城
・1949-05

－1947 年 4 月に GHQ が設立した「隠匿退蔵物資事件捜査部」を、東京
地検特捜部に改称

・1949-05-06 －ドイツ連邦共和国（西ドイツ）の成立
・1949-05-08 －西ドイツ、基本法（憲法に相当）を採択
・1949-05-12 －ドイツ、ソ連によるベルリン封鎖の解除
・1949-05-20 －台湾、国民党の蒋介石が戒厳令を施行
・1949-05-23 －ドイツ、基本法（Grundgesetz）の発効
・1949-07-06 －下山事件
；初代国鉄総裁の下山定則、常磐線の綾瀬駅付近で、轢死体で発見
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；背景に、当時、国鉄を事実上支配していた GHQ 鉄道監督官（シャグ
ソン米軍中佐）の指令で強行された国鉄職員の大量解雇があると言わ
れ、この事件によって、労組側の大量解雇に対する反対闘争の出鼻が
挫かれたとされる
；他殺説が有力とされたが、捜査を率いた警視庁捜査二部の警部（吉武
辰雄）が突然配置転換となり、最終的には、捜査結果を公表すること
なく、捜査が打ち切られた
；松川事件、三鷹事件と並び、1949 年夏、連合軍占領期に起こった国鉄
3 大ミステリーの一つとされる
➡ いずれも、国鉄労組に多かった共産党員の犯行との情報が流
され、その後の GHQ によるレッド・パージがしやすい環境に
なったと言われる
・1949-07-15 －三鷹事件
；中央本線の三鷹駅構内で、無人列車が暴走し、死者 6 名、負傷者 20
名を出したが、事件の詳細は不明のままとなる。
・1949-07-19 －GHQ の「イールズ声明」＝レッド・パージ（赤狩り）開始の前兆
；GHQ 民間情報教育局（CIE）教育顧問の W. C. イールズが、新潟大
学での講演で、
「共産主義の教授は大学を去るのが適当」と述べる。
それ以降、各地の大学で、同じ趣旨の講演を行った。
・1949-08-12 －ジュネーヴ 4 条約の署名
→ 1950-10-21 発効
・1949-08-17 －松川事件
；東北本線の松川駅と金谷川駅の間のカーブで、故意にレールが外され
ていたために、列車が脱線し、死者 3 名を出した
；真犯人の特定・逮捕に至らず、未解決事件となった
・1949-08-29 －ソ連、原爆実験に成功（於・セミパラチンスク実験場）
・1949-09-01 －日本弁護士連合会（JFBA）の設立
・1949-10-01 －中華人民共和国の誕生
・1949-10

－GHQ、新聞・ラジオの事後検閲を廃止

・1949-10

－中国人民解放軍、東トルキスタン共和国（現・中国新疆ウイグル自治
区）に進攻し占領 ＝東トルキスタン共和国の崩壊
→ 2004 年 9 月、米国（ワシントン D.C.）に亡命政府を樹立

・1949-10-07 －ドイツ民主共和国（東ドイツ）の成立
・1949-10-31 －GHQ 民間検閲支隊（CCD）の解散（全国計 8 カ所）
；東京（本部）、大阪、名古屋、福岡、札幌、仙台、広島、松山
・1949-12-07 －中華民国政府の台北への移転；共産党との内戦に敗北した蒋介石の中華
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民国が国家まる抱えで台湾に疎開
・1950-01-12 －「アチソン・ライン」；アチソン米国務長官、米国の防衛ラインから朝
鮮半島を除くと発言 → 北朝鮮の韓国への侵攻の一因に
・1950-01

－第 2 次米国教育使節団報告書

・1950-02-14 －中ソ友好同盟相互援助条約の調印（於・モスクワ）
、発効＝同年 4/11
；仮想敵国として「日本または日本の同盟国」としたものであるが、
主たる目的は、米国に対抗するための軍事同盟・技術協力など
：1980 年 4 月 11 日、条約の失効
・1950-03

－米国務省顧問のジョン・フォスター・ダレス、対日講和問題の担当者に
就任

・1950-03

－日本の朝刊の全 4 ページ化の始まり
；戦後、ずっと全 2 ページ（ペラ 1 枚）であったが、産経新聞が 4 ペー
ジ化の先鞭をつける

・1950-04-18 －第 10 回目の昭和天皇&マッカーサー総司令官の会見
；実質的な内容を伴ったものとしては最後の会見
・1950-05-03 －マッカーサー、日本共産党の非合法化を示唆
・1950-05

－吉田茂内閣の池田隼人蔵相を中心とする「池田ミッション」
、訪米時
に、ジョーゼフ・ドッジ（GHQ 経済顧問）に対して、
「米軍駐留を条件
とする早期講和」との吉田首相の意向を伝える

・1950-05-30 －人民広場事件
；日本共産党指揮下の大衆と占領軍が、皇居前広場で衝突
・1950-06-06 －吉田 茂 内閣、同日付けのマッカーサー書簡を受けて、レッド・パージ
に乗り出す

➡ 1 万人を超える人々が失職

・1950-06-25 －北朝鮮、韓国へ侵入＝朝鮮戦争の勃発
：ソ連・スターリンの同意と支援を受けた上での北朝鮮の侵入
・1950-6 月～12 月 －朝鮮半島の緊張を受け、日本でレッド・パージが進行
；1 万人を超える労働者、700 名強のマスコミ関係者が職場を追わ
れた
・1950-06-26 －昭和天皇のダレス宛「口頭メッセージ」
；
『ニューズ・ウィーク』東京支局長のコンプトン・パッケナムを通
じて、来日中のダレスに伝えられる。内容は、講和問題の解決に向
けて、日本側に経験豊かな諮問委員会が設けられるべしとのこと。
・1950-06-27 －トｳルーマン大統領、国連安保理の要請を踏まえ、空・海軍に対し、朝
鮮戦争への出動を命令
・1950-06-28 －北朝鮮、ソウル占領
・1950-07-08 －ダグラス・マッカーサー、朝鮮戦争の国連軍総司令官に任命
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－ダグラス・マッカーサー、吉田茂首相に、
「日本の警察力強化に関する
書簡」を提示 ← 在日米軍が朝鮮半島に出兵し、留守になるため、それ
を埋め合わせるためのもの
・1950-08-10 －日本、警察予備隊（NPR）の創設（約 75,000 人規模）
・1950-08

－昭和天皇のダレス宛「文書メッセージ」；6/26 の「口頭メッセージ」を
文書化したもの

・1950-09-25 －マッカーサーの指揮下の国連軍、朝鮮戦争でソウルを奪還
・1950-10-01 －スターリン、朝鮮戦争で苦境に陥った北朝鮮の金 日成からの軍事支援
要請を断り、中国を説得して参戦させるようにと回答
・1950-10-05 －毛 沢東の中国、朝鮮戦争への参戦を正式決定（於・中央政治局会議）
：スターリンが、同年 4 月発効したばかりの「中ソ友好同盟相互援助条
約」に基づき、朝鮮戦争への参戦を要請してきたことに答えた形
・1950-10

－中国人民解放軍、チベットへの侵攻開始

・1950-11-01 －中国義勇軍（「抗美援朝義勇軍」
、総司令官＝彭 徳懐）
、朝鮮戦争に参戦
：最前線だけで 26 万の兵力を投入 → 連合国軍が大苦戦を強いられる
・1950-11-24 －米国務省、対日講和 7 原則を公表
・1950-12

－西ドイツ、非ナチ化終了宣言文の採択
；戦争責任をドイツ人全員が負うのではなく、一部の重大な戦争犯罪人
刑事犯のみが責任を負うべきとしたもの

・1951-01-10 －トｳルーマン大統領、ダレスを対日講和交渉の大統領特別代表に任命
・1951-01-25 －ダレス使節団来日；講和条約交渉の開始
・1951-02-02 －ダレスの日本工業倶楽部における発言；
「もし日本が基地提供を希望す
るならば、・・・同情を以って考慮する用意がある」
・1951-04-11 －トｳルーマン大統領、極東軍総司令官ダグラス・マッカーサーを解任
；後任に、マシュー・リッジウェイ米・陸軍大将が就任
・1951-04-15 －第 11 回目（最終）の昭和天皇&マッカーサー総司令官の会見
；マッカーサー帰国（離日）の前日に行われた儀礼的なもの
・1951-04-16 －マッカーサーの離日
・1951-04-19 －マッカーサー、米国上下両院合同会議における米陸軍からの離任演説
；演説の中で、「日本ほど穏やかで秩序正しく、勤勉な国を私は知りま
せん。また、人類の進歩に対して、将来、積極的に貢献することがこ
れほど大きく期待できる国もほかに知りません」と述べ、日本に対し
て最大級の賛辞を贈った
・1951-04-21 －ラジオ東京（現・東京放送）など 16 社の民間ラジオ局が開局
・1951-05-03 －マッカーサーの米上院軍事・外交合同委員会における証言
；太平洋戦争は、日本にとって自衛の戦争 （rather than 侵略戦争）
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・1951-05-23 －中国によるチベット支配の確立；チベット側が、中国が提案した「17 カ
条の協定」を強要の下に受け入れる
・1951-07

－韓国の梁（ヤン）駐米大使からアチソン米国務長官宛て書簡
；独島（竹島）についても、SF 講和条約で「日本が放棄する」と明記し
てほしいとの要望

・1951-08-10 －「ラスク書簡」
（韓国の梁駐米大使宛て）
；米国務次官補（極東担当）
）のディーン・ラスク（のちの国務長官）
が、竹島に関する韓国からの領土上の要望（同年 7 月）を明確に退け
る
・1951-09-08 －サン・フランシスコ講和条約の調印（日本と 48 カ国＝中露をはじめと
する共産圏やインド、朝鮮半島は参加せず、対西側だけの「部分講
和」
）
；朝鮮半島の領土放棄、ただし日本が放棄すべき領土から竹島を除外
；清国から取得した領土の返還が定められ、満州、台湾、澎湖諸島につ
いては、中国へ返還するとされたが、尖閣諸島はそれに含まれず
；中華民国については、中華人民共和国とどちらを呼ぶべきかで意見が
まとまらず、招聘自体が見送られた
→ 代わりに、1952-04-28、SF 講和条約の発効時に、日本と中華
民国との間で、日華平和条約を調印
－SF 講和条約と同時に、第 1 次日米安全保障条約の調印
；主権回復後（講和条約の発効後）も、米軍の日本駐留が決定
・1952-01-18 －韓国、大統領宣言をもって公海上に、
「李承晩ライン」を敷く
；一方的に竹島を韓国領内と表明 ・1952-02-10
・1952-01-18 －米国、奄美群島の一部であるトカラ列島を日本に返還
・1952-02-28 －日米行行政協定の調印（於・東京）
；岡崎勝男国務相 & ディーン・ラスク米大統領特使
・1952-04-23 －連合国対日理事会（ACJ）の解散（最後の会合）
・1952-04-28 －サン・フランシスコ講和条約の発効＝日本、主権を回復
－1951 年日米安全保障条約と日米行政協定の発効
－日華平和条約署名（於・台北）
・1952 年 6 月 －第 1 次日中民間貿易協定
・1952-08-05 －日華平和条約発効
・1952-08-13 －日本、IMF・世銀に加盟
・1952-10-15 －日本、警察予備隊を改編して、保安隊（のちの陸上自衛隊）が発足
・1952-12-03 －西ドイツ、コンラート・アデナウアー首相によるドイツ国防軍の名誉回
復演説（於・連邦議会）；ドイツ再軍備を見据えたもの
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