
日米対決の真実 
 ―大東亜戦争はどうして起きたのか 
 

まえがき 

敏美が、戦争の時代に生まれたということは、逆らうことのできない運命で

あり、与えられた社会の状況であった。そのようなひとりの力ではどうする

こともできない社会状況を、彼は認容し、百死零生の死の飛行をつづけた。 

自分たちの死が、日本という国を、故郷を、そして愛する者たちを護ると信

じて、自分の人生に別れを告げることを決意し、実行したのだ。 

カミカゼの復活を恐れたアメリカは、戦後、日本人の「愛国心」を「軍国主

義」と言い換え、戦場に向かった者すべてが「侵略者」だとして非難し、過

去の歴史を抹殺して、日本再生の根を絶とうとした（付録①）。 

歴史教科書もまた、アメリカに遠慮して「日本はなぜアメリカと命がけの戦

争をしたのか」について語ってこなかった。慰霊顕彰と同時に大切なことは、

敏美たちに与えられた時代、背景がどのようなものだったのか。よってきた

る原因、つまり、日米対決の歴史を理解することであり、もし、自分がこの

時代、このような環境におかれていたとしたら、自分はどのような生き方を

しただろうかと自問自答してみることである。 

このレポートは、「孫たちに語り継ごう『祖父の聖戦』－ 日清戦争から大東

亜戦争まで－」と題して、軍恩新聞の平成 11 年 1 月号から平成 13 年 4 月号

まで 23 回にわたって執筆（のち小冊子にして会員に頒布）したものである。 

軍恩新聞は、当時40万部発行で読者は旧軍人、自分たちの歩んできた道を堂々

と、子や孫たちに伝えて欲しいと願って書いた。 
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第１ プロローグ ―西欧の餌食に泣いたアジア 

     ―明治新政府の”富国強兵”の国是は当然の成り行きだった 

■ ヨーロッパ列強は、日本を除きアジアを植民地化 

ヨーロッパ列強は、400 年間世界中の弱い国を餌食にしてきた。16 世紀のス

ペインを振り出しに、ポルトガル、オランダが、17 世紀に入ってイギリスが

7 つの海を支配、18 世紀以降はフランス、ドイツ、ロシヤ、アメリカそして

イタリアは、弱い国を見つけると、だまし、おどし、殺し、占領し、植民地

にした。 

アジアで、植民地支配を受けなかったのは、日本・タイ・ネパールの 3 カ国

だけだった。ただし、タイとネパールは、イギリスなどの侵食を受けながら

も、相手国の都合により、辛うじて独立を保っていたに過ぎない。 

特に、中国（当時は清国）には、屍肉に群がるハイエナのように、いくつも

の国が四方から侵食した。 

「弱肉強食が正義」だった時代のまっただ中に日本は開国した。いや、「開国

か降伏か」と、ペリーに砲艦を突きつけられての開国だった。 

次々と侵食される近隣諸国を目の当たりにした明治新政府は、「富国強兵」を

国是とするしかなかった。ヨーロッパの支配を受けないためには、ヨーロッ

パを手本にするしかなかったのだ。 

「侵略」という言葉の意味が、「他国に侵入して土地や財物を奪い取ること」

（広辞苑）だとしたら、右に上げたヨーロッパ諸国は、すべてが立派な侵略国

だった。 

しかし、大東亜戦争の戦勝国となった米英仏ソ中の各国は、互いに自分たち

の過去を相殺し合い、敗戦国となった日独伊 3 カ国に「侵略国」の烙印（ら

くいん）を押し、保有していた植民地はすべて没収、自分たちの植民地には
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何一つ手を付けなかった。 

■ 「日本は侵略国」の烙印を、日本おどしの手段に 

平成 10 年 11 月、江沢民中国主席が来日したとき、共同宣言に「侵略」と「深

い反省」を盛り込んだが、「謝罪」は、小渕恵三総理の口頭での表明にとどめ

た。しかし、江沢民は、天皇陛下の前で「日本軍国主義は対外侵略拡張の誤

った道を歩み」と指摘、「痛ましい歴史の教訓を永遠に汲み取らねばならな

い」と胸を張り、他の会合でも、同じ文句を呪文のように繰り返したあげく、

2カ年で 3千 900 億円という円借款を「土産」にして帰った。 

日本は、これまでにも 2 兆円の円借款や、最大級のＯＤＡ（政府開発援助）

を行って、日中友好に努めてきたのだが、中国は今回もまた、「歴史認識」を

持ち出して、”取れるものは取ってやる”といった姿勢を貫いた。 

昭和 47 年の田中角栄総理訪中時の「日中共同声明」、さらに昭和 53 年の日中

平和友好条約時の文書にも、「反省」の言葉はあったが、「謝罪」や「お詫び」

の文字はなく、中国側も過去の蒸し返しは行わなかった。 

その中国が「歴史認識」を日本威嚇の道具に使い始めたのは、平成 5 年、細

川総理の「侵略」発言、つづけて村山総理が、うっかり「ごめんなさい」と

謝って以来のことだ。 

両総理は、中国側のいう「歴史認識」を承服したから謝ったのか、その場し

のぎに謝ったのかどうかは不明だが、いずれにしても、対中「弱腰」外交の

端緒をつくった。  

■ 日本には日本の歴史観がある 

中国の歴史観を、深堀道義氏の著作『中国の対日戦政略』（原書房）から引用

して紹介しよう。 

「平成 6年（1994 年）に中国軍事科学院、軍事歴史研究部（日本でいえば、防

衛庁防衛研究所、戦史部に相当する）が発行した「中国抗日戦争史」によれ
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ば、日本は、秀吉以来の好戦的軍国主義侵略国家であり、明治維新は新たな

る侵略の始まりであって、日清戦争をも侵略戦争と断定する。 

文中に『毛沢東のすぐれたマルクス史観による云々』の記述があるから、マ

ルクス史観という独断と偏見が、 中国の軍事正史の基調になっていることは、

たしかだ。 

現在中国では、小学校入学早々から、祖国の偉大さとすばらしさを身に付け

させるために、日本の「侵略」と「残虐」、そして中国の「闘争」と「勝利」

が、国定の教科書を使って叩き込まれる。 

愛国心や自国への誇りを高める手段として「政府の都合に合わせてつくられ

た歴史認識」だが、中国はこれを、絶対の正義であり不変とするから、日本

側がこれとほんの少しでも異なる史実の認定や解釈を唱えると、猛反発する

構図になっている。韓国の歴史教科書もまた国定の教科書一冊である。 

わが日本の教科書までが、中国や韓国の歴史認識に基づいて書かれているの

は、一部の歴史学者や教師たち、さらには偏向マスコミがマルクス史観虜
とりこ

に

なっているからだ。 

今、われわれは、日本人としての「歴史認識」を身につけ、正すべきは正さ

なければ、永久に謝罪要求に服し、貢物を捧げ続けることになるだろう。 

中国側の言い分は「日清戦争も侵略戦争」だが、少なくとも日本人の常識は、

「日清・日露戦争は自存自衛のための戦争」なのである。 

そこで、この連載も日本人の常識としての「日清戦争」から始めることにす

る。 
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第２ 日清戦争 

１ 朝鮮半島をめぐり、日清両国で主導権争い 

― 日本は韓国の自主独立を主張／ 
     清国は日本の提案を無視して属国扱いに 

■ 大陸国家の朝鮮半島支配は日本の最大危機 

日本は、13 世紀、2 度にわたって朝鮮半島からの侵攻を受けた（文永・弘安

の役）。弘安の役では、14万余りの大軍が博多湾に押し寄せた。上陸後、屯田

兵を置く計画だったというが、鎌倉武士の果敢な応戦で上陸を阻止する一方、

突然の暴風雨で敵船のほとんどが沈没、日本は台風（神風）に助けられた。 

明治 18 年、ドイツから日本の参謀本部に派遣されたメッケル少佐の「朝鮮半

島は、日本の脇腹に突きつけられた短刀である」の言葉どおり、古代から日

本人は、朝鮮半島が、その背後にある大陸国家によって支配されたとき、日

本列島は最大の危機に陥ることを熟知していた。 

日清・日露戦争以来の日本の立場を、マッカーサーも朝鮮戦争で経験した。

鴨緑江以北の地にどう対処するかで、トルーマン大統領と対立して解任され

たが、帰国後アメリカ上院で、「日本は終始自衛のために戦ったのであって、

侵略戦争を起こしたのではない」という発言をしたのは有名だ。 

■ ロシアが南下を強行、イギリスも巨文島を占領 

18 世紀なかば、ロシアが千島・樺太に勢力を伸ばし、やがて日本の北辺に出

没するようになった。嘉永 6 年、ペリーより 1 カ月遅れでプチャーチンが、

長崎に軍艦 4隻を率いて来航、北方の国境線の確定と開港貿易を求めた。 

安政元年（1855 年）日露和親条約を締結して、千島列島の国境は確定したが、
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樺太の領有は明確でなく、ロシアは次第に全島を領有する勢いを示してきた

ので、明治 8（1875）年、樺太千島交換条約を結んで、千島列島の日本領有が

確定した。 

ロシアはさらに、黒竜江以北と沿海州を清国から奪い、朝鮮半島の付け根に

不凍港を入手して軍港の建設に着手した。ウラジオストック（「東方の支配」

の意）がそれだ。 

一方、ヨーロッパでロシアと反目し合っていたイギリスは、ロシアの先手を

打とうとして朝鮮南部にある巨文島を占領した。 

■ 日本への侵犯阻止へ自主独立を切望 

これらの動きを見た明治政府は、次は日本が侵犯される、との懸念を抱いた。

それを防ぐには、朝鮮が安定した自主独立の国であることが望ましい。 

朝鮮との友好関係を願った明治政府は、明治元年（1868 年）、王政復古を朝鮮

に通告するとともに、中絶していた国交の回復と、ロシアや欧米諸国による

植民地化を防ぐために、ともに手を結ぶよう説いた国書を送った。 

しかし、江戸初期以来、清国の属国となっていた朝鮮は、その国書の文言に

「宗主国（主人に当たる国）である清国だけが使える言葉『皇』がある」と反

発して申し入れを拒否し、かえって侮辱と排斥の態度をとった。 

この非礼な態度に、武力を使って国交の回復を迫ろうとの議論が起こった（征

韓論）が、西郷隆盛は、自らが使節として朝鮮に赴き説得する、と主張した。

結局、「内政重視」ということで実現しなかったが、西郷隆盛自身は征韓論反

対論者であったのである。 

■ 日韓国交回復後、朝鮮政府の内部抗争に清国が介入 

明治 8 年、わが軍艦が江華島で砲撃される事件が起こった。日本は翌 9 年、

使節を派遣して朝鮮に開国を要求、晴れて日鮮修好条約を結んだ。65 年ぶり

の国交回復である。 

第２ 日清戦争 7 



この条約の第 1 条に、清国の宗主権を排し「朝鮮国は自主の邦にして日本国

と平等の権を有せり」と明記して、朝鮮を自主独立の国として承認し、これ

を中外に宣言することになった。 

しかし、当時の朝鮮宮廷は、高宗の王妃・閔
びん

妃
ぴ

と高宗の父・大院君とが嫉妬

反目し合い、それに、日本に範をとって近代化を進めようとする開化独立派

と、あくまで清国に頼って古い秩序に従おうとする事大派との対決がからん

で、複雑な様相を呈していた。 

明治 15 年、大院君派が反日暴動を起こして多くの日本居留民を惨殺（壬午の

変）、同 17 年には、独立党がクーデターを起こしたが（甲申の変）清国の介

入で敗れ、独立党の幹部は日本に亡命した。 

■ 日清戦争勃発の原因は、清国の専横と軍隊増派 

明治 27（1894）年 5月、朝鮮の信仰団体である東学党が、地方の暴政に対し

て反乱を起こし、全羅道一帯を占拠した。鎮圧の力のない朝鮮政府は、やむ

なく清国に援助を求めた。清国は、従属国を保護するために、海陸の軍隊を

派遣、わが国には、天津条約にもとづいて、属国保護のため出兵する、と通

告してきた。 

朝鮮・清国とも、日本の出兵はあり得ないと読んでいたが、日本にとっては、

対抗出兵の選択肢しか残されていなかった。日本は、ただちに、朝鮮は清国

の属国ではないと抗議するとともに、公使館・居留民保護のため朝鮮に出兵

した。 

東学党の乱は間もなく鎮
しず

まったが、わが国は日清両国が協力して、朝鮮の内

政を改革することを提案した。しかし、清国はわが国の力を軽視してこれに

応ぜず、かえって、朝鮮に軍隊を増派して威力を加えてきたのだった。 

そして、同年 8月、豊島沖海戦をきっかけに、日清戦争が勃発した。 
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２ 300 年ぶりの外征戦争に、「国論統一」で国難に対処 

―日本の勝利は「国民」意識の形成が要因だった 

■ 政争終息して国論統一、各地から義勇兵の志願が続出 

中国は、豊臣秀吉以来、日本は軍国主義侵略国家だった、と決めつけている

が、日本にとって、日清戦争は秀吉の朝鮮出兵（1592 年）以来、300 年ぶり

の外征戦争だった。300 年も外国から侵略を受けず、また侵略しなかった国は、

日本をおいてどこにもなかったのである。 

その日本が、「眠れる獅子」と世界で恐れられ、日本の 4倍の兵力を持つ清国

と戦う羽目になった。いよいよ開戦となり、宣戦の詔勅が渙発されると、憲

政施行以来 4 年間にわたった藩閥政府と民党との政争は終息し、対清戦争に

向けて国論は一致した。 

一方、国民の間にも、明治 17 年の甲申の変で受けた日本人虐殺事件が思い出

され、また維新以来、清国に対して積もりつもった敵対心が爆発し、全国各

地から義勇兵を志願するものが続出した。しかし、明治天皇は、「国民はそれ

ぞれの業務に就くことを最も希望する」との詔勅を下して国民を戒められた。 

日清の陸軍兵力の差は、1対 4、海軍の戦力比較でも圧倒的に清国軍が優勢だ

ったが、いざ開戦してみると、陸軍はたちまち朝鮮の清軍を破って平壌を落

とし、遼東半島に上陸して金州を陥れ、また海軍と協力して旅順要塞を攻略

した。海軍もまた、黄海海戦で勝ち、さらに威海衛を攻めて、北洋艦隊を全

滅させた。 

清国の首都・北京まであと一歩と迫ったところで、福沢諭吉や徳富蘇峰など

当時の言論界の指導者たちは、北京攻略までは戦いを止めるなと主張したが、

伊藤博文は、清国を崩壊させたのでは、列強による中国分割が始まり、日本

も講和の相手を失うと読んで、北京占領を目前にしながらも兵を収めた。 
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■ 日本勝利の要因は、「国民」意識の形成 

戦争を遂行する過程で、人々は、国家と軍隊を日常的に意識し、自らがその

一員であるとの認識を深めた。日清戦争に勝利した決定的要因は、人々の間

に芽生えた「国民」意識であった。日清戦争を経て日本は、はじめて「国民

国家」となったのである。 

日清開戦に消極的であった明治天皇は、「これは朕の戦争ではない」と述べた

と伝えられるが、やがて、大本営とともに広島に移られた。広島にある間、

天皇の御座所には寝所は設けられず、寝るときには、椅子やテーブルを片づ

け、そこに寝台を置いて屏風で囲うだけだった。前線の将兵と同じ体験を天

皇自らが望んだからだが、こうした天皇の姿が、国民の国家への統合に大き

く作用した。 

■ 中国伝統の残虐行為に初めて遭遇 

戦場における日本軍の士気は極めて旺盛だった。「死んでもラッパを口から

離さなかった」木口小平の物語が、日本軍の戦いぶりを象徴した。「弱き」朝

鮮の独立を助け、清国の「非望」をくじくと表明された戦争目的の明快さも、

将兵の士気を支えた。 

破れた方の清国軍は、兵匪の集団同様で、戦意に乏しく、軍紀も乱れに乱れ

た。日本軍の首を取った者に、銀 30 両の懸賞金をかけて戦わせ、戦死した日

本軍兵士の屍体には、鼻をそぎ、眼をえぐり、腹を割いて石を詰めるなど、

筆舌に尽くせぬ陵辱行為を加えた。 

清国軍の余りにも残忍な戦闘方法を知った山県有朋第一軍司令官は、「誤っ

て生け捕りに遭えば、必ず野蛮極まりない方法で殺される。生け捕りになる

くらいなら、潔く死を選び、日本男子の名誉を全うすべし」といった布告を

出したほどだ。 

事実、戦争終了後に、日本は千数百人の捕虜を送還したのに対して、清国か

ら戻ってきた日本人捕虜は、わずか兵士 1名、軍夫 10 名であった。右の布告

があったとはいえ、捕虜の兵士 1名というのは、あまりにも不自然だ。  
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■ 勝利に酔いしれる間もなく、三国干渉に涙を呑む 

明治 28（1895）年 3月、下関において、伊藤博文、陸奥宗光と、清国全権李

鴻章との間で講和会議が開かれ、4月 17 日、下関条約が締結された。 

 条約の内容は次のとおり。 

①清国は、朝鮮が完全な自主独立の国であることを承認する 

②遼東半島・台湾・澎湖列島を日本に割譲する 

③賠償金 2億両を支払う 

④新たに、通商航海条約を締結する。 

しかし、日本は戦勝の美酒に酔いしれる間もなく、青天の霹靂（へきれき）

に見舞われることになった。  

条約調印直後、日本の勝利に驚いたロシア・ドイツ・フランスの 3国が、「日

本が遼東半島を領有することは、東洋の平和に害がある」として、その権利

放棄を勧告してきたのである。音頭をとったのは、かねてから満州に野心を

抱いていたロシアであった。ロシアは、清国からの要請に応え、ドイツ・フ

ランスを誘ったのである。 

勧告とはいえ、武力を背景にした脅迫だ。3国の圧力に対抗するだけの軍事力

のない日本は、涙を呑んで遼東半島を清国に還付し、将来を期して「臥薪嘗胆
がしんしょうたん

」（薪の上に寝て苦い肝を嘗めるように、敗戦の恥辱を思い出し復讐のために

苦労し努力する）を誓ったのであった。 
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第３ 日露戦争 

１ 一難去ってまた一難。ロシアが朝鮮半島に触手のばす 

■ 遼東半島を占領したロシアが、旅順を要塞化し全満州を占領 

東洋平和のためといって、日本に対して遼東半島の返還を強要したロシアは、

その舌の根も乾かないうちに、自分で遼東半島を占領してしまった。その上、

シベリヤと大連を結ぶ鉄道を敷設して、沿線の鉱山採掘権を手に入れ、旅順

を一大要塞化して軍港を築いた。 

ついで、明治 33 年、清国で義和団という宗教的結社が大規模な外国排斥運動

を起こす（北清事変）と、ロシアは大軍を満州に送り込んで全満州を占領し

てしまうという暴挙に出た。 

■ 三国干渉に屈した日本の威信は急低下、朝鮮がロシアの支配下に 

それもそのはず、日清戦争に勝って、朝鮮半島から清国勢力を駆逐したはず

の日本だったが、三国干渉に屈服したことから、朝鮮半島における威信は大

きく低下、三国干渉から 3 カ月後には、朝鮮宮廷の実権を握っていた閔妃一

派が親日派を追放して親ロシア政権をつくろうとした。驚いた親日派と日本

人壮士らは閔妃を暗殺したが、日本政府が対応に追われるスキに乗じて、ロ

シアが朝鮮国王の高宗と皇太子を京城（現ソウル）のロシア公使館に拉致、

そこで政務を執らせた。 

国名を「大韓帝国」と改めさせ、一応、独立国の体裁を整えさせたが、朝鮮

の政治は、ロシアの支配するところとなった。ロシアにとっては、勢力拡大

の絶好のチャンスだ。朝鮮半島内の鉄道敷設権や鉱山採掘権などを次々と獲

得していった。 
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「自主独立」という日本からの呼びかけにも、国力のない朝鮮は、清国、ロシ

ア、そして日本という大国の利害のために翻弄させられるだけだった。 

最大の被害者は、戦場となった朝鮮の一般民衆だったが、どの国も自分が生

き延びることに精一杯、力のない小国のことなど、かまっておれない弱肉強

食時代のことで、ムリもなかった。 

■ 臥薪嘗胆
がしんしょうたん

時代の日本、対ロシア戦に備えて軍拡路線を突き進む！ 

三国干渉を受けた日本は、自分の力でなければ、誰も助けてくれないという

ことを骨身にしみて感じた。臥薪嘗胆をスローガンに、軍拡路線を突き進ん

だ。 

明治 28 年、日清戦争時の海軍費が 1千 300 万円だったのに対して、平和にな

った 29 年には 3 倍の 3 千 800 万円となり、翌 30 年には、そのまた倍の 7 千

600 万円となっている。日本が清国から得た賠償金の 9割が対ロシア戦の準備

につぎ込まれたことになる。 

■ 日英同盟で、ロシアに満州の返還を迫るが、無視されついに自存自衛 

  戦へ 

ロシアの満州占領を危惧した英国は、明治 35 年、日本と攻守同盟を結んだ。

日本が臥薪嘗胆で海軍力を付けたこと、北清事変に参加した日本軍の軍紀が、

参加 8 カ国のなかで最も厳正であり、勇敢であったことなどがその基礎にあ

る。 

同盟は、日英いずれかが第 3 国と交戦するときは中立を守り、他国の参戦を

防止すること、相手が複数国の場合は、参戦、協力して戦闘にあたること等

を内容とした。日英同盟をテコに、日本はロシアと清国との間に満州返還条

約を締結させたが、ロシアは、撤兵するどころか、かえって満州と朝鮮国境

付近の兵力を増強し、韓国の竜岩浦（鴨緑江河口）を強引に租借した。 

度重なる抗議を無視された日本は、「朝鮮半島がロシアのものになれば、次は
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日本が危ない」と考え自存自衛のために闘わざるを得なくなった。 
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２ 国の命運を賭けた大死闘、「奇跡」の勝利を呼ぶ 

■ 10 倍の兵力を持つロシア相手に、捨て身で挑んだ日本軍 

戦争に勝つには、ヒト（兵力）、モノ（兵器）、カネ（軍事費）の 3 本柱が不

可欠だ。日清戦争以後、軍備拡張に全力投球してきたとはいえ、当時のロシ

アは世界最大の陸軍国だった。 

開戦時のロシア陸軍の戦時動員力は 350 万、対する日本のそれは 58 万、直接

戦闘に参加する歩兵大隊の数で比較すると、ロシアが 1 千 740 個大隊だった

のに対して日本は 156 個大隊だったから、日本はロシアの 10 分の 1の兵力に

過ぎなかった。海軍の総保有トン数でも、ロシアの 80 万トンに対して 26 万

トン、これでは日本に勝ち目はない。 

といって、ここで尻込みしたら、ウラジオストックから対馬海峡を経て大連・

旅順に至る海域はすべてロシアの支配下に入り、日本の独立は重大な危機を

迎える。開戦に踏み込んでも、戦いに敗れれば、本土自体がロシアに侵犯さ

れかねない。日本の選択は、国運を賭けた苦渋に満ちたものだった。 

■ 日本が勝つにはロシアが兵力を増強する前に決戦を 

たった一つ、日本にとっての強みは、戦場がロシア本国から遠く離れており、

輸送、補給に時間がかかること。したがって、日本が勝つためには、ロシア

軍が大兵力になる前に決着させなければならない。 

事実、明治 38 年 3 月 10 日の奉天大会戦は、日本軍 25 万、ロシア軍 32 万が

対峙して、日本軍の勝利に終わったが、もし、この会戦が半年遅れていたな

ら、ロシア軍は倍増されていたから、日本に勝ち目はなかったことになる。 

奉天大会戦で精魂尽き果てていた日本軍は、「貧乏国は、これ以上戦争する

な」と言って和平工作に乗り出したアメリカのルーズベルト大統領に救われ

たといってよい。 
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■ 外交に配慮を尽くして友好の保持と戦費調達に成功 

戦争になると列国は必ず干渉してくる。日清戦争で懲
こ

りた政府は、開戦と決

まるや特使を英米両国に派遣して日本の正義を訴え、両国政府と世論の支持

を得ることに努め、カネの面では、日銀副総裁の高橋是清を英国に派遣して

公債の募集にあたらせ、また、米国での起債にも成功した。 

世界でいちばん金持ちの英米両国を友好国に持ったからこそ、続けられた戦

争であった。 

■ 戦後の教科書に乃木・東郷の名はなく、あるのは与謝野や幸徳ら 

ところで、日本は、まず黄海の制海権を確保するため旅順港のロシア艦隊の
せんめつ

殲滅を図った。砲弾の雨をくぐっての港口封鎖作戦中、見失った部下を捜し

求めるなかで戦死した広瀬中佐、陸からは 2 人の息子を含め 5 万 9 千人もの

死傷者を出しながら難攻不落の 203 高地を陥落させた乃木希典大将、陸の劣

勢を挽回すべくロシア本国から回航されてきた世界最強のバルチック艦隊を、

対馬海峡で全滅させた東郷平八郎元帥、そして日露戦争全般の作戦を指導し

た名参謀児玉源太郎など、世界の人々を驚嘆させた英雄たちの話は、戦前の

教育を受けた人なら誰もが知っている。 

しかし、戦後の歴史教科書にこれらの英雄の名前は無く、あるのは、「君死に

たもうことなかれ」を歌った歌人与謝野晶子や反戦論を唱えた社会主義者幸

徳秋水（後に明治天皇暗殺計画事件に連座したとして死刑）の名前があるだ

けだ。 

与謝野の歌は、出征中の弟の無事を願ったものだが、肉親を思う気持ちは、

人類共通の心情であったから特筆するに値するとも思えない。他方の幸徳の

反戦論は、日露戦争が「たんに少数階級を利する」だけで「一般国民の平和

を撹乱し、幸福を損傷する」というもので、戦略的思考を欠いた、空論に過

ぎない。 
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■ 子どもたちに教えるべきは、国難に対処した先人の苦難の足跡だ 

いずれにしろ、日露戦争で日本軍が動員した全兵力は約 108 万人、当時の男

性人口は2千320万人だったから、男子の20人に1人が出征したことになる。

名将のかげには、戦死者約 4万 6千人、戦傷病者 11 万 8千人、捕虜 2千とい

う犠牲があった。 

そして、18 億円の軍費、すなわち 7年分の国家予算に相当する金を国民は負

担しなければならなかった。日清戦争の場合は、出征した兵士は約 10 万人で

戦死者約 1万 3千人、戦費が約 2億円だった。 

子どもたちに教えなければならないのは、例外的な反戦論の存在ではなく、

開戦に至った理由、勝利に導いた先人の苦労、戦後処理の検証などであるは

ずだ。 

 

３ 小国・日本の予想外の快勝が、日米対決の始まりに 

■ アメリカのあっせんで日露は講和に持ち込んだが… 

明治38年3月、奉天大会戦で日本軍はロシアに勝利した。児玉源太郎大将は、

戦闘終了後、10 日を経ずして帰国した。講和の開始を進言するためだ。いっ

そうの追跡を要望する小村寿太郎外相に対して、「これ以上、陸軍に勝算な

し」と答えた。日本軍の勝利とは裏腹に、前線で指揮する将校の損耗がはな

はだしく、弾薬も払底していたのだ。 

戦局の大勢を読んだ政府首脳は、日本海会戦の大勝利をうけて、アメリカの

ルーズベルト大統領に講和の斡旋
あっせん

を依頼した。 

対戦相手のロシアは、海軍力がゼロになったとはいえ、大陸における戦闘に

は自信があったから交渉は難航した。 

結局、2カ月に及ぶ談判で日本が手にしたものは、樺太の南半分の割譲と、遼

東半島の租借権、ハルピン・旅順間の鉄道と付属炭坑の採掘権を譲り受ける
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にとどまった（ポーツマス条約）。ロシアが日本への賠償金を拒み続けた背景

には、日本の台頭をおそれたドイツ皇帝ウイルヘルム 2 世からロシア皇帝へ

の信書、「領土の割譲と賠償金の支払いには絶対に応ずるな」の影響が大きか

った。 

一方、こうした日本軍の窮状を知らなかった国民は、賠償金を取れなかった

ことへの不満を、講和反対国民集会や日比谷焼き打ち事件などで爆発させた。 

■ ヨーロッパの植民地支配に苦しむ国々に、自信と勇気を 

小国の日本が、大国ロシアの南下をくい止めて独立を確保したことは、当時、

ヨーロッパ諸国の植民地となっていた中国をはじめ、フィリッピン・インド・

ビルマ・ベトナム・インドネシア等のアジア人に、「われわれも独立ができる」

という自信と勇気を与え、独立運動のきっかけをつくった。 

インドの片田舎の家々の神壇には、彼らの神とともに明治天皇の写真が飾ら

れ、中国からの東京への留学生は 1万 5千に達したという。 

当時、ロシアの支配下にあったフィンランド・ポーランド・トルコなどの国

民も日本の快勝をわがことのように喜び、トルコの首都イスタンブールに「東

郷通り」「乃木通り」「児玉通り」ができ、フィンランドでは「東郷ビール」

が売り出されたほどだ。 

■ アメリカは日本の勝利に態度一変、警戒心をむき出し 

何百年にもわたって白人支配を当然視してきたヨーロッパ諸国は、日本の大

勝に驚いたことはいうまでもない。本格的戦争で白人が有色人種に負けたの

は、オスマントルコのバルカン半島への進出（今日のコソボ紛争の遠因はこ

のときに作られた）、つまり、350 年ぶりの出来事だったからである。 

日露戦争中は、ロシアの中国大陸支配を排除するという戦略上の目的で日本

を援助してきたアメリカも、予想に反した日本の勝利に、日本への警戒心を

むき出しにし始めた。 
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明治 24 年頃からカリフォルニアへの日本人の移住が始まっていたが、直後か

ら移民に対する排斥が始まり日露戦争とともに激しさを増した。 

明治 38 年 2 月のサンフランシスコの新聞は「在米日本人の数はすでに 10 万

人。この勢いで増加すると、カリフォルニア州は日本人労働者の占拠すると

ころとなるだろう。われわれは自衛の愛国心によって日本人を排斥しなけれ

ばならない。」と主張した。 

■ アメリカは日米開戦を想定したオレンジ計画の作成に着手 

翌 39 年 4 月、サンフランシスコに大地震があり、日本政府は 50 万円（今の

10 億円以上）もの見舞金を送ったが、友好への期待もむなしく、同年 11 月、

サンフランシスコ学務局は、公立学校から日本人学童を締め出した。わずか

93 人の学童を入れる場所がないという理由だった。 

販売部数を上げるためなら、どんなことでも書くアメリカの新聞は、ロシア

を破った日本の脅威をどぎつく書き立てた。こうした世論を背景に、アメリ

カの海軍大学のスタッフは、日米開戦を想定したオレンジ計画の作成を開始

した。昭和 16（1941）年 12 月に始まった、太平洋における日米決戦は、この

オレンジ計画のシナリオに沿って行われたものだった。 
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第４ 韓国併合 

―朝鮮をめぐって 2 回戦った日本の選択肢は 
             「韓国併合」しかなかった 

■ 韓国併合だけが極東の安定に貢献した 

自存・自衛のための日露戦争であったが、結果として、次の 2 つの事態が生

じた。満州の利権獲得と韓国併合である。いずれも、既定の路線としてあっ

たわけではない。結果として、そうなったまでのことだ。 

したがって、満州については、軍と政府の意見が対立した。ロシアの復讐を

警戒する児玉源太郎参謀総長以下陸軍の出先機関は、行政組織の設置を含む

積極的な満州経営論を唱えたが、伊藤博文は、「満州における日本の権利は、

遼東半島の租借地と鉄道のほかには何物もない。満州は純然たる清国の領土

の一部で、属地でもない場所にわが国の主権が行われる道理はない」と反論

している。 

韓国の場合も、日本の期待は、清国にもロシアにも組みしない独立国として

の存立だった。しかし、結果は、韓国併合という事態となった。 

日露戦争後のわずか 10 数年間に、辛亥革命、 満州の鉄道争覇戦、 米国の排

日、ロシア革命、シベリア出兵、 第一次世界大戦と、歴史の流れを大きく変

える事件が相次いだ。 併合された韓国にとっては迷惑な話だが、この中で、 

韓国併合だけが、極東アジアの安定に貢献し、他はすべて後日の戦争の原因

となった。 

■ 韓国併合は独立心なき国の悲劇だった 

韓国は、一貫して他力本願であった。清国が日本に敗れるとロシアに頼った。

しかし、緒戦で日本が先勝すると、こんどは親日に態度を一変させ、日韓議

定書によって韓国領土の日本軍による軍事使用を承認した。れっきとした主
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権侵害には相違ない。だが、この議定書がなければ、日露戦争はロシアの勝

利に終わっていただろう。 

ロシア侵略の阻止こそ朝鮮の運命を開く道だとする親日団体「一進会」も結

成されて、手弁当で日本軍に協力した。伊藤博文を暗殺した安重根も、日露

戦争を白色対黄色人種の戦いとして捉えていた。 

紆余曲折を経て、日本が韓国併合に踏み切ったのは、明治 43 年 8月、日露戦

争が終わって5年後のことであった。韓国民にとっては驚天動地の事件だが、

弱肉強食があたり前の時代のことだ。 

■ 日本の善意もすべてが「強制された」に 

日本は、「一視同仁」「内鮮一体」をモットーに、日本との格差解消、日本人

との同化に努めてきた。終戦時、全羅南道に進駐してきた米軍の首席軍政宮

リール・リーズ少佐が、当時の知事につぎのように語っている。 

「自分は沖縄方面から来たのだが、こちらに来るまでは、日本の統治下におけ

る韓国の現状は実に悲惨なものだと聞かされていた。ところが、実際の姿は

聞いていたのとは違って、道路交通網は普及し、しかも鉄道は自分の国と同

じく広軌である。水利潅漑施設の行き届いていること、学校校舎の立派なこ

となど、全く驚きに耐えない」と。 

平成 8 年 11 月、韓国は金泳三大統領の指示で 70 年前に日本が建設した、総

督府のビルを取り壊した。日本の遺産はいくらでも残っているが、日本憎し

を象徴するイベントとして総督府取り壊しを選んだのだろう。 

そして、今なお、最も恨みに思っているのが創氏改名だ。日本名を名乗った

ほうが便利な場合も多い。そこで、金さんが苗字を金田に変えるなどが行わ

れた。強制ではなかった証拠に、20％以上の人は姓を変えなかった。 

日本の統治には、強者としての併合ゆえの構造的な差別や、「善意の押し付

け」があったことは否定できない。これを「善意の悪政」と呼んだ人がいる

が、欧米流の植民地政策を乗り越えようとした結果である。 
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■ 隠されてきた戦後の日韓友好に対する努力 

昭和 40 年、日韓国交回復と同時に、日本は有償、無償あわせて 5億ドルの補

償金を支払った。いかにも少ないようだが、当時の日本の外貨準備高 18 億ド

ルに比べれば、精いっぱいの償いをしたことになる。 

朴政権は、この資金のほとんどを農業近代化、製鉄所・ダム・高速道路の建

設、中小企業育成等に投入して、「漢江の奇跡」と呼ばれる経済成長の基盤を

つくった。戦争犠牲者たちへの補償より国民全体の経済的貧困からの解放を

優先させた。 

歴代の大統領が来日するたびに、多額の資金援助を行うなど、韓国には誠実

に対応してきた。しかし、韓国は、ことあるごとに「過去の歴史に対する反

省、謝罪が足りない」と繰り返し、中国と連携して、日本の教科書検定制度

に干渉する。韓国の主張する「歴史認識」は、日本統治時代に海外で反日活

動をしていた李承晩が、戦後つくりあげたもので、当時を知る韓国人の常識

とはまるでかけ離れたものだ。最近、韓国の評論家・呉善花（うそんふぁ）

氏が、日本統治時代を朝鮮で経験した日本人と韓国人の双方にインタビュー

した結果をまとめた「生活者の日本統治時代」を出版した。当時の日本人と

韓国人との「よき関係」が描かれている。 

善政につけ悪政につけ、戦前・戦後の日本の努力を正しく評価し、日本なり

の歴史的総括を行う時がきているようだ。 
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第５ 日米対決・序曲  

１ 有色人種の台頭を許さぬアメリカ 

―ロシアに勝った日本を仮想敵国視 

■ アメリカが狙ったのは、ロシアが去ったあとの満州だった 

アメリカの国旗（星条旗）は、13 本の横線と 50 個の星とからなっている。13

は独立したときの州の数、50 は現在の州の数である。その差 37は独立後に獲

得した州の数だが、そのほとんどは、武力で奪ったものだ。アメリカ国民が

忠誠を誓う星条旗は、アメリカの侵略史をそのまま表現している。 

すなわち、1776 年、北東 13 州からスタートしたアメリカは、先住民のインデ

ィアンの土地を奪いながら太平洋沿岸に到達、日清戦争の 4年後の明治 30 年

にはハワイを併合し、翌 31 年には、スペインと戦ってフィリピンやグアムを

獲得した。目指す中国大陸の目と鼻の先にまで侵攻して来たのだ。 

しかし、中国には、すでにロシア、イギリス、フランス、ドイツなどヨーロ

ッパの列強が強固な足場を築いていて、アメリカの割り込む余地がない。そ

こで目を付けたのが満州というわけである。 

アメリカは、日本とロシアとの講和会議の仲介をする一方で、米国の鉄道王

ハリマンは、南満州鉄道を合弁事業とするよう、さらには日本政府が、日露

戦争で負った外債の返済に苦慮することを見越して、その買収を申し出たり

した。 

日本政府は、合弁事業の申し出をいったんは受諾したのだが、講和会議を終

えて帰国した小村外相は、「日本軍将兵 10 万の犠牲によって得た満州の利権

をむざむざ渡すわけにはいかない」として、政府の約束を反故にさせた。 

ハリマンは翌年、高橋是清に、「いまから 10 年のうちに日本は、米国と共同

第５ 日米対決・序曲 23 



で満州鉄道を経営しなかったことを後悔するときがくるだろう」と語ったが、

その後アメリカの満州に対する介入は、執拗に繰り返され、結局、20 数年遅

れになったのだが、大東亜戦争の勃発で、ハリマンの予言どおりになったこ

とになる。 

■ 有色人種の台頭に恐れた白色人種の戦略が「黄禍論」だ 

「黄禍論」は、いずれ、黄色人種が白色人種を圧倒し、 両者問で戦争が行わ

れ、白色人種が困難に陥るだろう、というもので、ドイツ皇帝ウィルヘルム 2

世が、明治 33 年頃、口にし始めたといわれる。 

近代的な国家組織、 軍隊、資本制工業等は、白人社会だけが実現し得るもの

と考えていたヨーロッパ人は、日本の発展に、驚きと不快の念をもって注目

し始めたのだ。 

第 1 次世界大戦が終わって、日本は、英・米・仏・伊と並ぶ世界の一等国の

仲間入りができ、この 5 大国を中心に第 1 次大戦の講和会議と国際連盟の創

設とがヴェルサイユで討議されることになった。 

アメリカにおける排日運動の激化に苦慮していた日本政府は、国連規約に、

「人種差別撤廃」を追加するよう提案したが、アメリカやイギリスの反対によ

って否決されてしまった。 

「人種平等」は、白人主導の世界秩序に対する日本の抵抗であり、一等国とし

て欧米列強と伍していくための保証を求めるもでもあった。 

■ 20 世紀の日米関係の影には、人種差別の「黄禍論」が存在した 

昭和 16 年 12 月、日米開戦と同時にアメリカは、在留日系人 12 万 2 千人を、

有刺鉄線で囲んだ収容所に抑留した。 その 3分の 2は、アメリカ国籍を持っ

た 2世、3世だったのである。同じ敵国であったドイツ人やイタリア人は不問

に付したままなのだ。 

黄禍論が台頭して 100 年、昭和から平成に変わろうとする頃、日本はバブル
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の絶頂にあり、ハワイのホテルからペブルビーチのゴルフ場まで、米国の不

動産を次々と買収していた。 

ところが、平成 2 年、外人投資家の大量売りによる株の大暴落で、日本経済

の崩壊が始まった。 

「米国の資産を買い漁った人たちがオランダ人やイギリス人であったら、米国

人の反応は違っていたであろう。われわれには、人種差別があった」とクリ

ントン政権の前労働長官ロバート・ライヒが指摘したように（「米国金融メジ

ャーの日本占領」水野隆徳）、日本の金融崩壊は、黄色人種の金融支配に対す

るアメリカの報復だったのである。 

いきなり、話題が今日に及んだが、つまるところ、20 世紀は、白色人種の世

界支配に対する有色人種の抵抗と、それに対する白人社会の報復に明け暮れ

たということだ。 

 

２ 黒船来航から半世紀、再び大西洋艦隊が日本恫喝に来航 

■ アメリカの大艦隊、2度目の恫喝外交に 

嘉永 6（1853）年、ペリーが浦賀に来航して日本に開国を迫った際、ペリーは

大統領の国書に「白旗」を添えた。それには「日米戦争となれば、当然日本

は負ける。和睦を乞うならこの白旗を掲げよ」との添書きがあった。「4 隻の

軍艦、百門を超える大砲、2 千の兵員」、文字どおりの「恫喝（どうかつ）外

交」だった。 

それから 50 余年を経た明治 41 年 10 月 18 日、再びアメリカの全艦隊が東京

湾沖に姿を現した。戦艦 16 隻からなる大西洋艦隊が、ロシアを破った日本を

恫喝しにやってきたのだ。対するわが連合艦隊の戦艦は 7 隻、戦火を交えた

としたら、ひとたまりもない。 弱肉強食の時代のことだ。欧米先進国は、

すわ日米開戦かと色めきたった。つい 10 年前にフィリピンをアメリカに強奪
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されたスペインからは、軍資金の援助を申し出る貴族や資本家が名乗り出た。 

アメリカの新聞の「日本叩き」に神経を尖らせていた日本政府は、艦隊が日

本に向かうと知ったとき、ただちに大西洋艦隊の日本招待を申し入れ、武装

解除、徹底的な低姿勢、そして大歓迎でやりすごすことにした。 

■ 恫喝外交に、日本側は接待漬けでやりすごす 

日本の新聞も、来航歓迎記事を載せた。「私たち日本人は、あなたがたアメリ

カに対し、露ほどの敵意もございません。どうぞ日本での休暇をお楽しみく

ださい」といわんばかりの記事を満載したのだ。一面でアメリカに媚
こび

を売り、

2面では日本国民へ向けて、粗相のないようにと説教調の注意を掲載した。 

沖合に停泊中の戦艦から、司令長官や艦長など高級将校がランチに乗って上

陸してくると、動員された横浜市内の全小学生が、男子生徒は日米両国の小

旗を振り、女子生徒は「菊の花束を持ちつつ、咽喉
の ど

も破れよと万歳万歳を連

呼」した。 

翌日、一行は鉄道で東京へと向かったが、新橋駅のホームは 1 千人の小学生

であふれんばかリ、汽車が到着するといっせいに、アメリカの国歌「星条旗

よ永遠なれ」を歌っている。 

日本政府、財界、陸海軍首脳、市長、学界、その他さまざまな団体が、園遊

会や晩餐会を企画して彼らを接待漬けにした。 

一般将校や下士官、水兵たちは、日帰りの上陸を許され、用意された 3 本の

臨時列車で上京、新橋から皇居前まで首都の中心を行進した。その後自由行

動となり、浅草や上野など各地に散り観光を楽しんだが、3千人もの欧米人が

一時に都心に現れたのは、前代未聞の出来事であった。 

■ 日米戦争は、白船以来幻想のなかで開始されていた 

大艦隊は、船体を白いペンキで塗りたくっていたため、かっての「黒船」と

対比して「白船」と呼ばれていた。さきの「白旗」といい、この「白船」と
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いい、日本政府を震え上がらせた 2 つの事件は、どうしたことか、歴史上の

記録として残されていない。 

白船が横浜を出港してから 2 週間後、九州の東南沖で、わが連合艦隊は、実

戦さながらの大演習を行った。 

前年（明治 40 年）に策定された「帝国国防方針」で、アメリカを第一の仮想

敵国と決めたばかりだったからである。韓国併合、満州事変、中国大陸侵攻、

だから「日米開戦」ではない。日米戦争は、この白船以来、幻想のなかで開

始されていたのである。 
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第６ 第一次世界大戦と日本 

１ 第一次大戦は、植民地争奪戦の第二ラウンドだった 

■ ヨーロッパ列強は、植民地争奪戦の果て本国の潰し合いへと 

大正 3（1914）年 7月、ヨーロッパで第 1次世界大戦が勃発した。発端となっ

た場所は、バルカン半島、現在コソボ紛争の起きている地域だ。 

セルビアとオーストリアとで始まった小さな戦争だったが、セルビアの背後

にロシアと、オーストリアの背後にいたドイツの両大国間の戦争となり、そ

こにイギリス・フランスがロシア側に加わって、ヨーロッパ全域を巻き込む

戦争となった。 

これらヨーロッパ列強は、アフリカで植民地戦争を繰り広げ、エジプト・イ

ベリヤを除く全土を完全に分割したばかりだった。地図を見ると、アフリカ

には定規で引いたような直線の国境が方々にある。これは、列強が住民の存

在を無視して、地図上で土地を分割したためだ。アフリカに今も地域紛争が

絶えないのは、その後遺症である。 

アフリカに次いで争奪の目標となったのが、亡国寸前のオスマン帝国が支配

していたバルカン半島および中近東だ。そこへ、日露戦争に敗れたロシアが

南下する。南からは、地中海を経てインドへ至る経路を確保したいイギリス

が迫る。ドイツがその間を割って、西から東のバグダットを目指して割って

入ろうとした。 

第 1 次大戦は、植民地争奪戦に立ち遅れたドイツと、すでに世界中に膨大な

植民地を所有し、ドイツの進出を阻止しようとするイギリス・フランスとの

覇権争いだった。 

戦争終結までの四年半、参戦 31 カ国、動員兵力 7千 400 万人、戦死 1千万人、
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負傷 2 千万人という、市民を巻き込んだ歴史上初めての総力戦となった。こ

の間、戦車・飛行機・大量の機関銃が登場するなど、兵器に大きな進歩があ

ったが、欧州戦線に参戦しなかった日本は、その面で大きな遅れをとること

になった。 

■ 英国の要請を受けて日本は限定的に参戦 

日本にとっては遥か彼方の出来事だったが日英同盟を理由に英国から協力を

要請された。日本は、ドイツが持っていた中国（山東省）の租借地を、中国

に還付する目的で引き渡すよう要求したが、回答がないので、直ちに宣戟を

布告して、山東半島の膠州湾・青島・山東鉄道と、赤道以北の南洋群島を占

領した。 

当時の中国は、要所々々をドイツ・イギリス・フランスが占領していたから、

日本はドイツの後釜として大陸の一角に入り込もうとした。 

■ アメリカの介入で日中関係悪化 

山東半島を占領した翌年、日本は中国側に、ドイツ利権の継承を認めること、

旅順・大連・満鉄の租借期間を香港並みの 99 年とすること、日本人の満州で

の経済活動を認めることなど、不安定だった日本の利権を確実なものにする

ための、21 カ条の要求を提示した。しかし、交渉は難航し、修正と削除を重

ねて 4カ月後、16 カ条の日華条約を、北京の袁世凱政府との間で締結した。 

ところが、中国は、条約調印 1 カ月後に「日本人に土地を貸した者は国賊と

して公開裁判なしに死刑にする」という条令を公布して、成立早々の条約を

骨抜きにした。 

以後、日本が満州で獲得した条約上の諸権利についても、ことごとく侵犯、

日中関係を悪化させて満州事変の原因をつくっていくがこの陰には、いち早

く「条約の不承認」を宣言、中国の「反日・抗日」を支援するアメリカの存

在があった。 
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２ 人種差別の撤廃要求をアメリカが拒否 

■ 日本、一等国として国際舞台に初登場 

第一次大戦は、勃発から 3年を経た大正 6（1917）年 4月、アメリカが参戦し

てドイツの敗北は決定的となった。翌大正 7年 11 月、休戦協定が結ばれ、そ

して、大正 8年 1月、パリで講和会議が開催された。参加国は 27、うち白色

人種以外の国は、日本と中国だけであつた。 

日本は、アメリカ、フランス、イギリス、イタリアと並ぶ 5 大国の一員とさ

れ、「一等国」ということばが使われはじめた。中国が戦勝国の一員に加わっ

たのは、終戦一年前の大正 6年 8月にドイツに宣戦布告したからだ。しかし、

大正 3 年の日本軍の攻撃で、アジアのドイツ軍はすでに降伏しており、中国

の対独宣戦は単なる形式に過ぎなかった。 

■ 日本の主張に白人社会が抵抗 

講和会議で、日本は次の 3点を要求した。 

  ①山東省のドイツ権益の継承 

  ②赤道以北のドイツ領諸島の領有 

  ③国際連盟規約に人種差別撤廃を追加 

しかし、右のうち、②については、アメリカの反対で、国際連盟による委任

統治領とされた。 

③は、当時日本人移民がアメリカで露骨な人種差別を受けておリ、国際連盟

が成立した場合に、日本が不利益にならないようにするための要求であった。

しかし、過半数の賛成があったにもかかわらず、議長国のアメリカは強引に

この提案を否決してしまった。 

今日の常識からすれば、人種差別撤廃に異論を唱える国はない。しかし、当

時の白人社会では、人種差別は常識であった。このことは、今日の常識だけ
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を物差しにして過去を裁いてはならない、ということを示している。 

■ 中国全権、理不尽な理由で暗躍 

理不尽な中国の要求で紛糾したのが①の山東問題であった。わが国が大正 4

年（1915）に中国と結んだ条約では、山東省のドイツ権益の処分については、

日本とドイツとの協定で決めたことに中国も従う。その上で、日本がドイツ

から自由処分権を獲得したときは、一定の条件のもとに中国に還付する、と

の約束もしてあった。 

ところが、パリ講和会議において中国の顧維鈎全権は、①「1915 年の日支条

約は、日本の脅しに屈して、仕方なく結んだものだから無効」であると主張、

さらに、②中国もドイツに宣戦したのだから、その時点でドイツの権益は消

滅した。従って日本が継承すべき権益も消滅していると、主要国の全権団に

訴えて回った。 

軍事的圧力の下で結んだ条約が無効なら、ポツダム宣言を受諾して結んだサ

ンフランシスコ講和条約も無効という理くつになる。 

みずからの意思で条約を結んだ以上、条約の内容を遵守する義務がある。②

については、中国の対独宣戦は形式だけ、などと日本側は反論した。結局、

山東問題だけは日本の主張が認められて講和会議の調印にいたったが、これ

を不服とする中国は調印式を欠席した。 

講和会議が終わって、アメリカの排日機運はさらに高まり」大正 14 年、つい

に排日移民法が成立した。中国では、アメリカの好意的な後ろだてがあると

いう自信から、五・四運動が起こって、学生によるストライキや日本商品ボ

イコットが大々的に行われるようになっていった。 
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３ ロシア革命が新たな極東の不安材料に 

■ ロシア革命は 20 世紀最大の事件だった 

世界大戦さなかの大正 6（1917）年、ロシア革命が起こってロマノフ王朝が滅

び、世界初の共産主義国家ソビエトが誕生した。新政権は直ちにニコライ皇

帝をシベリヤに送り、翌年、監禁先で 1家 6人を銃殺した。 

ロシア革命は、20 世紀最大の事件だった。なぜなら、今世紀中に起きた戦争、

政治闘争の悲劇の大半が、ロシア革命によって力を得た共産主義勢力と深く

関わっていたからである。 

■ アメリカの妨害で日本のシベリヤ出兵も徒労に 

翌大正 7 年、ロシア革命の影響を恐れた日米英仏は、シベリヤで孤立したチ

ェコ軍救出を名目に共同でシベリヤに出兵した。しかし、アメリカの出兵の

目的は、日本の北満・シベリヤへの進出を妨害するためだったから、革命軍

と戦う日本軍に協力するどころか、早々に撤兵して、「日本にシベリヤ侵略の

意図あり」を世界に宣伝する手段に出た。 

他の諸外国も、大正 9 年初頭に撤兵を始めると、共産ゲリラは、樺太対岸の

都市、尼港（ニコライエフスク）の日本人居留民、陸海軍守備隊を襲撃、7

百数 10 名全員を無惨極まりない方法で暴行・虐殺した。このため、日本は大

正 12 年まで駐兵を余儀なくされた。   

今の歴史書は、この出兵を「日本のシベリヤ侵略」とのみ位置づけ、尼港事

件も闇に葬ったままだが、シベリヤ大陸の共産化は、満州・朝鮮を背後に控

えている日本にとって、生死にも関わる重大な脅威だったのだ。 

一方のアメリカにとっては、太平洋を隔てた対岸の火事でしかなく、また、

革命的手段で独立したような国だから、ロシア革命に対する姿勢は甘く、か

えって、日本のような君主制の国を見下し、嫌悪し、敵意さえ持っていた。

これが、日本の出兵妨害の背景にあったのだが、 今になって見れば、シベリ
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ヤばかりか中国大陸全土の共産化に、アメリカは手を貸したことになる。 

■ ソ連の思うつぼにはまった中国は抗日に徹する 

革命から2年後、ソ連は世界の共産化を目的としたコミンテルンを創設した。

モスクワに本部を置いて司令塔とし、各国共産党を配下の支部として、「暴力

革命・労働者階級の独裁を不可欠とする」などを含む綱領を定め、その順守

を支部存立の条件とした。中国の一部の指導者・知識人・学生らが中国共産

党を結成したのは、その 2年後のことだ。 

当時中国には、辛亥革命で清王朝を倒した孫文のひきいる国民党政権が存在

していたが、コミンテルンは、孫文に共産党との連立を持ちかけ、 その結果、

国民党に多くの共産党員が個人の資格で加入した（第一次国共合作）。 

孫文がソ連と中国共産党の協力を得て大正 13（1924）年に創設した「黄埔軍

官学校」も、校長に腹心の蒋介石を据えたが、教授陣の多くはソ連軍の将校

であり、葉剣英、周恩来らの共産分子も混入していたから、 結局、国民党は、

共産党に庇
ひさし

を貸して母屋を取られたことになる。 

ソ連は、中国共産党を支援することで、日本と中国を半永久的に戦わせ、両

国が共倒れになれば、一挙に両国を共産化することを基本戦略としたから、

昭和に入ってからの、中国大陸における混乱と戦争のすべては、孫文の共産

主義容認に始まったといってよい。 
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第７ 大正から昭和へ 

１ 軍縮・平和の美名で、日本の弱体化を狙ったワシントン会議 

 

■ ワシントン会議は日本封じ込めの第一弾 

第一次大戦が終わって、平和を求める気運が高まったのであったが、現実の

世界情勢は軍備増強の方向へと向かっていた。 

アメリカは世界一の海軍国を目指し、日本は、これに対抗するために、八八

艦隊の建造計画を推進していた。しかし、国家財政の破綻を恐れたアメリカ

の提唱で、大正 12（1921）年 11 月、海軍の縮小・太平洋問題・中国問題を討

議するための国際会議がワシントンで開催され、1年をかけて、次の 3つの条

約が調印された。 

■ ４カ国条約で日英同盟を廃棄させる 

最初に、日米英仏間で「太平洋に関する 4 カ国条約」が締結された。欧米諸

国が植民地として領有している太平洋諸島の現状維持を規定していたが、ア

メリカの狙いは日英同盟の廃棄にあった。 

アメリカは渋る英国に様々な圧力を加えて同意させ、条約中に「日英同盟の

終了」を明記させた。 

日露戦争以来 20 年余りにわたった日英友好同盟の終了は、日本にとって大き

な痛手となった。 

■ 海軍軍縮条約で、現役の軍艦を沈める 

翌年 2月には、右の 4カ国にイタリアが加わって、「海軍軍縮条約」が締結さ
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れた。主力艦の十年間建造停止、各国主力艦の保有率を米・英 5、日本 3、仏

伊 1.67 とするものだ。 

この結果、日本は主力戦艦 5隻、巡洋戦艦 3隻、「三笠」を除く旧式戦艦 7隻

を自らの手で海に沈めた。日露戦争の勝敗を決めた連合艦隊の旗艦「三笠」

だけは、各国の了承を得て、武装を解いて横須賀の海岸にコンクリートで固

定した。 

現役の軍艦だけではない。建造中や進水まで終えた戦艦や巡洋戦艦合わせて

16 隻が建造中止、または取りやめになった。 

軍縮は、財政難を抱える日本政府にとっても望ましく、加藤友三郎海軍大臣

は、日米不戦」の信念をもって条約を締結したのだったが、国内には「対米

不信」が渦巻き、「日米戦争必至」が帝国国防方針に盛り込まれた。艦艇の劣

勢の穴埋めは技術の向上でと、土曜日も日曜日もない艦隊訓練が開始された。 

「月月火水木金金」は、このときの猛烈さを表現した言葉だ。 

■ 九カ国条約で、米中共同による日本の締め出し 

3 つ目は、右の 5カ国に、オランダ、ベルギー、・ポルトガルと中国が加わっ

て締結された「9 カ国条約」である。中国の主権尊重、領土保全、門戸開放、

機会均等を規定したが、中身は、欧米各国がアヘン戦争以来手に入れてきた

権利はそのままにしながら、日本に対しては新たな権利は認めない。大戦中

ドイツから得たものは元に戻せ。 

今後は、機会均等、すなわち中国より受ける権益は日本 1 国のみに有利であ

るのは許さない、という条約であった。 

この結果、日米間にあった石井・ランシング協定（日本の中国における特殊

権益を認めた協定）は破棄され、日本がドイツから承継していた山東半島の

権益も中国に返還した。 

以後、中国は日本との問題が生ずるたびに 9 カ国条約を持ち出し」日中 2 国

間の問題を国際間題化し、条約加盟国による日本制裁を求め、やがて、日本
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と米英とを戦わせることに成功したのである。 

結局、ワシンイン会議は、軍縮・平和の美名の下に、中国と共同して、日露

戦争および第一次大戦で日本が築き上げた成果を否定し、日本の弱体化を狙

ったアメリカの戟略によるものだった。 

 

２ ロンドン軍縮会議も 6年で崩壊、世界は再び建艦競争へ 

■ 補助艦に賭ける戦略対主力戦艦 

ワシントン条約は、太平洋をめぐる日米の戦略に大きな変化をもたらした。

主力艦を対米 8 割に抑え込まれた日本海軍は「漸減邀撃作戟」を対米作戦の

基本とした。それは、なんの制限も設けなかった巡洋艦、駆逐艦、潜水艦な

どの補助艦を前面に出して、来攻するであろうアメリカ艦隊を 1 隻でも多く

沈め、兵力が均衡したところで、主力艦による決戦を挑むというものであっ

た。 

対するアメリカは、大西洋に置いていた主力艦隊を太平洋に配置換えし、日

露戟争後に策定した対日仮想戦略「オレンジ作戦」を改訂した。 

「日米開戦となると、日本は真っ先にフィリピンを占領する。アメリカ海軍は、

日本の艦隊より優勢な艦隊をハワイから直行させてフィリピンを奪還し、さ

らに沖縄に侵攻する。その上で海上封鎖を行い、食料、石油などの輸入を阻

止して、日本を孤立させ、降伏させる」というものである。 

 

■ ロンドン軍縮会議で補助艦にも制限 

ワシントン条約は、第一次大戦後に始まった未曾有の軍備拡張競争に歯止め

をかけるものであったが、1万トン以下の巡洋艦、駆逐艦、潜水艦などの補助

艦は制限外としたため日本、アメリカ、イギリスは、補助艦の建艦競争にし
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のぎを削ることになった。 

さらに、ワシントン条約が定めた主力戦艦の建造中止も 10 年間の期間限定だ

ったから、それが過ぎれば、各国の建艦費はさらに膨張するという危機感か

ら昭和 4（1929）年 10 月、補助艦の制限を主題とするロンドン軍縮会議が開

催された。 

アメリカは補助艦についても「日本は対米 6 割」を主張したのに対して、日

本の海軍側は対米 7 割を要求して対立、幾多の交渉の末、巡洋艦では対米 6

割、駆逐艦などの艦艇を含む合計で 7 割弱という妥協案の受け入れを浜口雄

幸首相は決断、昭和 5年 4月条約に調印した。 

■ 軍縮体制の強化に軍部や右翼が反発 

しかし、選挙で敗北した政友会の鳩山一郎は、「政府が海軍軍令部の同意を得

ないまま軍縮条約に調印したのは天皇の統帥権を犯すもの」と政府を盛んに

攻めた。統帥権を内閣打倒の政争の道具にしたのだが、これが将来に大きな

禍根を残すことになった。 

それまで、軍の兵力量の決定は政府の責任で行う、とされていたものを、海

軍側の「戦争をするのは我々だから、軍備の中味も我々が決める」という統

帥権の拡大解釈に政友会が同調した結果、「国防の危機」を叫ぶ海軍の急進派

や右翼団体などを勢いづかせ、やがて軍縮体制そのものを崩壊させると同時

に、軍の決定に政府を関与させないという、軍の独裁体制がひとり歩きし出

した。 

支那事変が始まった直後、当時の首相だった近衛文麿が閣議の席で「軍はだ

いたいどの辺りで軍事行動を止めるのか」と杉山陸軍大臣に尋ねたが、大臣

は一言
ひとこと

も発言しなかったという。 

日清戦争の時には、首相である伊藤博文は大本営の一員に加わっていたが、

支那事変の大本営に近衛首相が加わることはなかった。 
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■ 軍縮条約廃棄で再び建艦競争へ 

昭和 9年、日本はついにワシントン条約の廃棄をアメリカに通告、昭和 11 年

にはロンドン条約からも脱退、ふたたび、日本とアメリカは歯止めのない軍

備拡張競争に入っていった。 

日本が巨大戦艦「大和」の建造に着工したのは昭和 12 年 11 月、「武蔵」の着

工は翌 13年 3月であった。 

日本がワシントン条約の廃棄を通告した年、アメリカも 97 隻という大建艦計

画を決定、ハワイからフィリピンに直行する「オレンジ作戦」を、「マーシャ

ル、マリアナ、カロリンなど日本の南洋委任統治領を占領し、そこに基地を

つくって前進する」という飛び石作戦に改めた。それから数年後、太平洋に

おける日米海軍の決戦は「オレンジ作戦」の筋書きどおりに行われたことに

なる。 

 

３ 対日経済封鎖で追いつめられた日本 

■ 武器なき戦い、貿易戦争が大東亜戦争の原因の一つ 

欧米諸国による植民地獲得競争は、大正の終わり頃までにはほぼ完了して

いた。アジアで餌食にならなかったのは、日本と現在のタイの 2国だけと

いう、徹底ぶりだった。 

天然資源の少ない日本が先進国に追いつくためには、欧米諸国との貿易が必

要不可欠であったが、自らの支配地に工業製品を輸出していた先進諸国にと

って、日本の登場は、その市場への「侵略」と見なされた。 

日本の輸出攻勢に対して、欧米諸国とその植民地や属領は、厳しい輸入規制

をかけていった。一国の対日輸入規制は他の国にも影響を及ぼす。日本は追

われ追われて、ついには外貨を稼ぐ市場すら探すことが出来なくなった。武

器なき戦い、貿易戦争は、大東亜戦争の原因の一つとなった。 
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アメリカと中国における対日ボイコットについて紹介する。 

■ 文字どおり、真綿で日本の首を絞めたアメリカ 

日本は開国以来、対米貿易を着実に伸ばしてきた。発展途上にあり、経常収

支の入超に悩まされ続けた日本にとって、アメリカは最も頼りになる海外市

場であった。 

ところが、大正中期から、日本の生糸を原料とした服や靴下を身につけまい

という対日ボイコット運動が始まった。  

当時、生糸は対米輸出の約 83％を占めており、生糸がもたらす外貨が、日本

の工業化に必要な機械や原料の輸入を可能にし、日本の経済発展を支えてい

た。 

しかし、生糸に対する輸入規制は次第に強化され、昭和 5 年には、かっての

ほぼ 3分の 1にまでに激減、日本全体を震撼させた。 

養蚕農家は大打撃を被り、自殺者や娘の身売りなどの悲劇が続出した。 

生糸以外の対米輸出も伸びなかったから、大幅な入超へと転じ、日本の貿易

収支は急速に悪化した。 

■ 対中貿易は、ゼロにまでエスカレート 

中国もまた、日本が最も頼みとする市場の一つであった。大正年間は、日本

の総輸出の約 20％を吸収し、一方、中国からの輸入は、日本の総輸入額の約

12％を占めていた。対中貿易の黒字は、日本の対欧先進工業国との貿易収支

の赤字の補填に充てられた。 

対日ボイコット運動は明治末期から始まっていたが、大正 4（1915）年、日本

の 21 カ条要求の最後通牒を中国政府がのんだ直後から活発になった。 

政府が日本の要求を受け入れたことを民族的恥辱と受け止めた学生がボイコ

ット運動を先導したが、昭和に入ってからは、国民党がリーダーシップをと
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った。 

すべての日本製品の輸入が禁止され、中国人が日本人の工場や家庭で働くこ

とさえ禁止し、これに背くものは売国奴として死刑と私有財産の没収を含む

厳罰をもってあたった。  

日本の新聞・雑誌を読んだり話題にすること、私的にも公的にも日本人を訪

問したり招待したりすることも禁じられたから、日本商品の取引は完全に機

能を停止してしまった。 

■ 救国の思いが軍部と大陸拡大主義者の台頭をうながした 

昭和初期からこの時期まで、日本は世界中から貿易上の差別を受け、経済的

に追いつめられていったのだが、その原因のひとつが、現在でも同じことが

いえるのだが、国際社会において困難に遭遇した場合に、日本の立場を積極

的にアピールし、世界の理解を求める努力にかけていたことだ。その点、中

国のエリート層の多くは米国留学組だったから、学生や華僑を通じてボイコ

ットによる対日制裁を訴え、米国の知的指導者層の同情と支援とを得ていた。 

日本の貿易不振は農民の飢えとなり、その窮状から脱出したいとの思いは、

すでに勢力を増しつつあった軍部を勢いづかせ、国民の目を残された大陸・

満州へと向けさせる勢力の台頭に拍車をかけた。 
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第８ 満州事変 

１ ロシアは満州の共産化を、アメリカは反日軍閥を支援 

■ 満州事変はさまざまな事件の積み重ねの結果だ 

満州事変の発端は柳条溝事件であった。昭和 6（1931）年 9月 18 日、満鉄の

鉄道線路が何者かによって爆破された事件だ。関東軍はこれを張学良軍隊の

仕業として、直ちにその本拠、北大営を攻撃、翌日 19 日早朝までにこれを占

領したが、戦後、この事件は関東軍の謀略だったことが明らかになった。   

東京裁判は、満州事変以前には遡らないことを前提としたから、以後、満州

事変を中国侵略の第一歩とするのが定説のようになり、「日中 15 年戦争」と

いう呼称も生まれた。 

しかし、満州は日本側が火を点けなければ中国側が点けたに違いないといっ

た一触即発の状態にあったから、柳条溝事件は中国侵略の出発点ではなく、

米ソ両国による対日包囲網と、4分の 1世紀にわたる中国の排日侮日政策の結

果だった。 

以下、満州に焦点をあてながら満州事変の原因を探る。 

■ 日本が、辺境の地満州を平和な別天地に発展させた 

日露戦争に勝って、日本は満州に侵攻していたロシアを追い出した。講和条

約で関東州（遼東半島の先端）租借権、長春・旅順口間の鉄道と付属炭鉱の

経営権などを譲り受け、次いで、清国と「満州に関する日清条約」を結んで、

日ロ間の権益譲渡を清国が承諾すること、鉄道守備兵の駐屯権（鉄道一キロ

につき 15 名を限度とし、上限 1万 4千余名、関東州に本拠を置いたので関東

軍と称した）、満鉄併行線の敷設禁止権などを取得した。 

第８ 満州事変 42 



日露戦争での日本の動員総兵力約 100 万、戦死者約 8万 4千人、戦傷者約 14

万3千人とう多くの犠牲を払いながらも、みずからが満州を撤退することで、

ロシア軍にも撤退を認めさせ、そのうえで、満州を清国に返還したのだった。 

日本は、合法的に得た権益をもとに、無人同然の荒野に鉄道を敷き、産業を

興して繁栄の基を築き、そのうえ、関東軍によって治安を確保したから、満

州は平和な別天地として発展した。 

そこへ、内戦状態にあった中国本土から、大量の漢民族が流民として満州に

なだれ込み、日露戦争当時 1 千 800 万だった満州の人口を、満州事変の頃に

は 3千万にまで膨れあがらせていた。 

この移民が、満州は自分達のものと主張し始め、満州の共産化を目指すソ連

と、日本の自滅を狙うアメリカの煽動に乗って、日本人締め出しの主役を演

じていくのである。 

■ ソ連共産主義の満州への浸透 

ロシア革命で誕生した共産国ソ連は、再び日本の脅威となって満州に現れた。

大正 10 年には、白系ロシア人追撃を名目にモンゴルに侵入、「モンゴル人民

共和国」を中国から分離独立させ、昭和 3 年には、ソ連が支配してきた東支

鉄道（満州里からハルピン経由ソイヘンホーまで、満州を横断する鉄道）を

張学良が回収しようとしたとき、ソ連は陸空軍とでこれを軍事占領、北西満

州をソ連の影響下においた。 

さらに、翌 4 年には「全満暴動委員会」を組織させ、共産バルチザン（極左

暴力革命集団）を東満州一帯に展開させて、放火・略奪・暴行事件の主役と

させた。  

■ 軍閥の日本排斥にアメリカが支援 

アメリカは、日露戦争終結の調停役を務めながら、日本がロシアから接収し

た満鉄の買収を申し出たり、満鉄の国際管理を提案するなどして、満州への
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介入を試みたがいずれも失敗、そこで、反日に転じた 張 作 霖
ち ょ う さ く り ん

に資本を

提供して、満鉄併行線を建設させるなどした。これは、満鉄の併行線敷設禁

止条約に違反するもので、日本の満鉄を自滅に追い込む戦略だった。  

さらに、張学良を援助して、抗日軍備充実のための兵器工場を建設させてい

る。 

 

２ 軍閥の支配する国から理想の国家を目指した「満州国」 

■ 中国の内乱が抗日排日を助長 

日本にとって不幸だったことは、大正 7（1912）年、辛亥革命で清朝が倒れた

あと、中国は地方軍閥の対立抗争による内乱状態となったことだ。共産党も

また軍隊をもち、自分達の支配領域を拡大していった。（中国が 1つの国家に

なったのは、昭和 24 年、国民党政権が台湾に移ってからだ。） 

軍閥は政敵を非難する道具として、また、国民の不満を外に向けるために、

学生や知識人に対して「抗日排日行為」を煽動したから、しばしば、条約に

基づく日本の権益が犯され、日本人居留民は略奪や虐殺などの危害に遭った

（昭和 2年・南京事件、同 3年・済南事件）。 

日本は居留民保護のために出兵する。これがさらに反発となって、中国の対

日敵愾心を高めていった。 

■ 満州に拡大された抗日排日運動 

満州には、中央政権の支配力は及ばず、馬賊や匪賊といった小さな武装集団

が多数存在していた。共産系、軍閥系などが入り乱れ、勝手に税を取り立て、

私兵を養っていた。 

そこへ日本軍や日本人が進出したから、格好の攻撃目標となり、鉄道守備が

任務だった関東軍も、満州の治安維持が目的となっていった。 
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■ 張作霖爆殺から満州国建国へ 

やがて、馬賊の中から頭角を現し、満州の支配者となった張作霖は、30 万に

近い兵力を抱え、日本に対する対決姿勢を露わにしていった。満鉄の利益の

大きいことを知ると、満鉄を包囲する鉄道網を完成させ（昭和 4年）、満鉄を

自滅へと追い込んでいく。 

この包囲政策を黙視出来なかった関東軍高級参謀の河本大佐は、張作霖を爆

殺。その息子の張学良に期待したが、彼は父を殺された怨みから、日本の反

対を押し切って満州の 5 色旗の代わりに国民党の青天白日旗を満州全土に掲

げさせ、蒋介石への帰順を表明した。 

民衆は、日本人の締め出しを図るかのように、日本人への売り惜しみ、通学

児への嫌がらせ、営業の妨害など無数の違法行為を行った。 

当時、満州には約 23 万人の日本人が居住し、関東軍は満鉄沿線を中心に約 1

万人が駐屯していたが、対する張学良軍は、関東軍に密着して 5 万人、その

他の各地に 20 万人を配置し、さらに欧米製の新鋭な武器（航空機や戦車を含

む）を多数所有して、日本軍に対して自信をもっていた。 

もし張学良軍側から攻撃を受ければ、在留日本人はひとたまりもない。 

こうした極度の緊迫状態のなかで、柳条湖事件は発生した。板垣征四郎、石

原莞爾ら少数の関東軍参謀が自衛のために仕組んだものだ。 

日本政府は事件不拡大方針を決めたが、関東軍は、一気に張学良軍を奉天か

ら追放して満州全土を掌握すると、軍閥支配に不満を持っていた満州の各省

が次々と独立を宣言、結局、これらを統合して昭和 7 年 3 月、清朝最後の皇

帝溥儀を執政とする「満州国」を建国した。 

■ 夢やぶれた五族協和・王道楽土 

満州問題を根本的に解決するには、軍閥や匪賊の支配に任せず、「満州国」を

建国する以外に道はない。「5族協和。王道楽土」（5つの民族が手を携え、仁

政をもって安楽な国土を創る）の理想郷をつくろうではないか。それが、中
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国本土の統一をうながし、中国における欧米の経済的利益にも貢献するだろ

うというのが、事変を画策した関東軍参謀石原莞爾の夢であった。 

日本政府は、つねに関東軍の作戦を追認するかたちになったが、背景には、

中国の抗日排日に憤激する国民世論とマスコミの圧倒的な支持があった。 

 

３ 国際連盟は満州国を否認、日本は連盟離脱で対抗 

■ 国際連盟調査団は日本の行為を全面否定 

昭和 6 年 9 月、満州事変が起こると、中国はこれを国際聯盟に提訴した。国

際聯盟は、イギリス、フランス、ドイツ、アメリカ、イタリアの 5 カ国から

なる調査団（団長・イギリス代表のリットン卿）を満州に派遣した。 

調査団は昭和 7 年 2 月、東京に到着、次いで中国本土や満州の各地を視察し

て、同年 8月、「リットン報告書」を作成した。 

報告書は、「中国の無法状態を認め、それにもっとも苦しんだのは日本であ

る」としながらも、満州の中立化と国際管理を提案した。 

国際管理といっても、実質は国際間の実力者アメリカが管理することになる。

アメリカの野心を見抜いている日本としては、承諾することのできない調停

案だった。 

国際連盟は 11 月 18 日、リットン報告書を、賛成 42、反対 1（日本）、棄権 1

（現在のタイ国）という圧倒的多数で採決、たった一人反対票を投じた松岡洋

右代表は即刻退場し、翌年 3月、日本は国際聯盟から正式に脱退した。 

日本に対する批判をなんとか回避しようとしながら失敗に終わった松岡は、

失望のうちに帰国したが、日本の新聞も大衆も熱狂的に彼を迎えたのだった。 
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■ 塘沽（たんくう）協定で華北を非武装地帯に 

満州国成立（昭和 7 年 2 月）後も、中国本土へ退却した張学良軍は、しばし

ば熱河省に侵入し、反満抗日策動を続けたため、関東軍は昭和 8 年 2 月、熱

河作戦を開始、張学良軍を万里の長城の南側へ潰走させたが、南京国民政府

は数十万の中央軍を北上させ、長城を越えて熱河侵入を繰返した。 

そのため、関東軍も止むを得ず長城を越えて中国本土に進撃、北平（現在の

北京）からわずか 30 から 50 キロの地点にまで迫った。 

中国側もようやく事態の重大さを悟り停戦を申込んできたため、昭和 8 年 5

月 31 日、塘 沽
タ ン ク ー

で停戦協定が調印された。 

この協定によって、万里の長城と北平との間に約 100 キロの非武装地帯が設

けられ、日本軍は長城以北に、中国軍は非武装地帯以南・以西に、それぞれ

撤兵して、満州事変は終結することになった。   

以後、昭和 12（1937）年 7月の廬溝橋事件までの 4年 2カ月間、日中間に武

力衝突はなく、一応の安定を保っていた。 

翌年 1 月、広田外相は議会において日中関係の好転に遺憾なきを期したいと

演説、これを受けて、蒋介石もまた、2月、広田外相の演説に賛同するとの声

明を出し、汪兆銘と連名で、排日運動厳禁の訓令を全国の機関に対して通達

した。 

■ 華北の和平工作中に、中国共産党は日本に宣戦布告 

しかし、日本側は、非武装地帯に親日政治家殷如耕に、冀
き

東
とう

防共自治政府を

発足させると、蒋介石の国民政府もまた、直属の冀察政務委員会（委員長・

宋哲元）を発足させた。  

「冀」とは、河北省を指すのだが、性格の異なる 2つの政権が華北の政情を複

雑なものにしながら対峙した。 

他方、日中両国が塘沽で和平に向けての努力を払っていたとき、非武装地帯

の周辺に集結していた中国共産党は、わが国に対して「宣戦布告」（昭和 7年
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4 月 26 日）、日中和平の妨害を開始していた。 

それは、日本と蒋介石率いる国民政府とを戦わせ、両国の共倒れを狙うソ連・

コミンテルンの戦略に基づくもので、五年後に起こる廬溝橋事件の前触れで

もあった。 

 

第９ 支那事変から大東亜戦争へ 

１ 日中戦争拡大の背景にソ連の影 

■ 蒋介石は日中提携を望んでいた 

日本を友と見なし日中提携を念願していた孫文の思想や主義は国民政府に引

き継がれたが、一方で孫文は、共産主義を受け入れたので（第一次国共合作）、

中国共産党は中国各地に大きな勢力を築いていった。満州国成立後も蒋介石

は、強い統一中国を実現するまでは日本を「敵」にまわさない、つまり、対

日抗戟より国内の安定、共産党勢力の一掃に力を集中していた。 

満州を追われ華北に逃れてきた張学良の旧東北軍に対して、共産党の掃討を

命令したが、張学良の部下には、共産党や抗日学生の影響を受けた軍人が多

く、共産党との戦闘には消極的であった。 

このような事態に業を煮やした蒋介石は昭和 11 年 12 月 4 日、張学良を督戦

するために西安に乗り込んだ。 

■ 張学良が蒋介石を捕らえて抗日を迫る 

ところが、張学良は、12 月 12 日未明、蒋介石を捕えて監禁し、共産党との戦

いを停止し、一致して抗日戦争にあたるよう迫った。これを知った毛沢東は、

宿営地に全党員、全兵士を集め「今や中国民衆の裏切者蒋介石を清算すると

きが来た。彼を人民裁判にかけ、全土を日本帝国主義に対する闘いに一致団
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結させるときが来た」と演説した。 

これを聞いたソ連のスターリンは「ソ連は今、重点をヨーロッパに向けなけ

ればならず、日本に自力で立ち向かう余力はない。中国をして日本に対抗さ

せるべきだ。そのためには中国を政治的に統一させねばならない。とすれば、

蒋介石を絶対に殺してはならない」と判断して、12月 14 日「蒋介石を釈放せ

よ」という指令を毛沢東へ発した。 

スターリンの命令で状況は 2 転、周恩来は西安に飛び、張学良、蒋介石との

間で 3 者会談を行った。蒋介石は最後まで同意しなかったが、かけつけた夫

人・宋美麗が同意を保証して釈放され、南京に帰った。 

1 カ月後、蒋介石は中国共産党と抗日統一戦線結成の協定を結び、10 年近く

死闘を繰り返してきた両陣営は、一転、協力して日本軍と戦うことを約束し

た（第二次国共合作）。 

■ 中国共産党の謀略で始まった蘆溝橋事件 

西安事件の 7カ月後の昭和 12（1937）年 7月、北京郊外の蘆溝橋で日中両軍

が衝突した。戦後、この事件は日本軍が仕掛けたとされてきたが、その後、

最初に射撃したのは国府第 29 軍の中に潜入していた中共軍、ということに落

ちついている。 

自衛上、日本軍が応戦したのは翌 8日午前 5時 30 分、最初の不法射撃を受け

てから実に 7時間後のことだ。 

参謀本部も、政府も、現地軍も事件の拡大を望まず、直ちに現地で停戦協定

が結ばれた。蒋介石もまた、この時点ではまだ戦争へ持ち込もうとは考えて

おらず、現地解決を望んでいたが、停戦協定が結ばれても、たちまち破られ

る。協定破りの元凶は、北京に潜入していた共産党の劉少奇率いる抗日学生

の一隊だった（中共軍の・「初級事務政治課本」）。 

ソ連や中国共産党の介入で、なんとか事変を解決しようとする日本側からの

働きかけもすべてが流産させられたが、日本側もまた、彼らの策謀を察知し
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ておらず、蒋介石に対しても、中国各地で頻発する抗日運動は国民政府の扇

動によるものとして不信感を持った。やがて近衛首相は「蒋介石を相手にせ

ず」と声明、親日派の王兆銘政権（昭和 15 年 3月誕生）に期待をかけていっ

た。 

２ 米中同盟で支那事変は泥沼化、やがて日米の直接対決へ 

■「夷を以て夷を制す」蒋介石の戦略 

自力で日本に対抗できない中国は、米英ソと日本とを戦わせて最終的には勝

利を得るという戦略を立てた。そのため、廬溝橋事件直後、蒋介石は国際都

市上海に直属の部隊 70 万を終結させて、日本軍に攻撃を仕掛けた。 

ここには、アメリカ、イギリス、フランス、イタリアなどの租界があって軍

隊が駐留し、黄浦江には、これらの国の軍艦が常に停泊している。このよう

な場所で日中が戦えば、外国軍隊との衝突事件を引き起こし、彼らの参戦を

早めるだろうとの読みであった。 

事実、日本軍による、アメリカの砲艦「パネー」号撃沈事件やイギリス砲艦

「レディバード」号砲撃事件が発生して、日米・日英間に緊迫を生み、また、

各国の特派員も日本軍を一方的に貶める記事を世界中に発信して中国に味方

した。   

南京大虐殺論の根拠となっている「ラーベの日記」などもその一つだ。 

徹底抗戦を決意した蒋介石は、南京を放棄して首都を重慶へ移し、部隊を西

へ西へと後退させて、日本軍を大陸内部へと誘い込んだ。しかし、日本軍が

支配したのは点と線だけで、農民の支配する広大な土地には共産軍が浸透し

ていった。 

中国沿岸が日本海軍によって封鎖されると、米英ソ 3 国は新彊省の中ソ国境

や、ビルマ・仏印を経由して大量の武器を中国側に供給した。 
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日本の航空隊が中国の空で戦った大部分は、当初はソ連製の飛行機であり、

昭和 16 年春には、アメリカ空軍から 259 名のパイロットが中国に派遣されて

きた。日米直接対決は、真珠湾攻撃前に始まっていたのである。 

■ 対日経済制裁、難航する日米交渉、 

戦線の拡大は、外国の権益を侵害する事件を多発させた。この対立から、昭

和 15 年 1月、アメリカは日米通商航海条約を廃棄した。戦略物資の多くを対

米輸入に依存していた日本にとっては大きな痛手である。 

こうした対日経済圧迫と英米ソの対中援助は、必然的にわが国に対して、援

蒋ルートの遮断と南方資源獲得のための南進政策をうながすことになる。 

同年 9 月、わが国はフランスとの外交交渉の結果、北部仏印に進駐、同月、

米国の参戦を防止する目的で日独伊三国同盟を締結、さらに、翌 16 年 7月に

南部仏印に平和進駐させたが、アメリカは、わが国の在米資産を凍結し、全

面的な石油禁輸を行ない、イギリス・オランダもまた追随してアメリカと同

じ措置を取った。当時日本は石油の 90 パーセントを、これらの 3国に依存し

ていたから、石油の全面禁輸は、日米開戦につながるとの認識を米国は持っ

ていたはずだ。 

日米関係の打開と支那事変の解決を促進するため、昭和 16 年春から日米交渉

が開始されていたが、譲歩に譲歩を重ねた日本からの和平提案に対して、ア

メリカは「ハル・ノート」をもってこれに答えた。 

■ 日本を開戦に追いつめたハル・ノート 

ハル・ノートの内容には、 

 日本軍は中国大陸および仏印から一切の陸海空軍兵力および警察

力を撤退させること。 
 日米両国は重慶政府（蒋介石政権）以外のいかなる政権をも軍事的、

政治的、経済的に支持しない。 
 日米両国は中国に於ける治外法権（租界および義和団事件議定書に

基づく権利を含む）を放棄する。 
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などが含まれていた。 

これらは、日本が日露戦争以来、満州や中国大陸で築き上げてきたすべてを

放棄せよというものであり、友好関係をもってきた汪政権を否認せよ、とい

う正に衝撃的な要求であった。 

日本政府がハル・ノートを受け取ったのは昭和 16（1941）年 11 月 27 日だっ

た。その時の感想を東郷茂徳外相は「眼もくらむばかり失望に撃たれた」と

手記に書き、のちに東京裁判の口述書で「米国は半年を超える交渉の経過と

一致点をすべて無視し、最後通牒を突きつけてきた。米国は明らかに平和解

決への望みも意思も持っていないと感じた。日本は今や長年の犠牲の結果を

すべて放棄するばかりか、東アジアの大国としての国際的地位を棄てること

を求められたのである。これは国家的自殺に等しく、この挑戦に対抗し、自

らを護る唯一の残された途は戦争であった」と述べている。 

追いつめられた日本は、12 月 1 日の御前会議で、米英蘭（アメリカ・イギリ

ス・オランダ）に対する開戦を決定、12 月 8 日、自存自衛のための戦争（大

東亜戦争）に突入したのであった。 

（終わり） 
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あとがきにかえて 

１ 日本国民をミスリードしてきたマスコミの責任 

■ 日清戦争勝利から、対外進出を扇動 

ペリーの来航から大東亜戦争勃発に至る長い歴史の道筋を書いてきた。限ら

れた紙幅のため、相当に端折って書いたのであるが、それでも、あの戦争は

自存自衛のための、つまり、日本民族の存亡をかけた捨て身の戦いであった

こと、それは、半世紀にわたる日米対決の結果であったことを分かっていた

だけたと思う。 

21 世紀最初の元日の読売新聞は、百年前の紙面を回顧する特集の中で、「20

世紀の夜明けは、日清戦争（1894～5）と日露戦争（1904～5）のはざまで迎

えた。日清戦争の勝利などで自信を持った新聞は、領土拡張を主張。日本は

日露戦争へ突き進んでいった」、「二日付けの論説でも盛んに『対外膨張』を

あおっている」と当時を回顧したが、当時からマスコミによる扇動が、日本

国民をミスリードし、日本の進路に大きな影響を与えてきた。 

■ 日露戦争での辛勝を大勝利と錯覚 

日露戦争で日本は勝利を得たものの、講和条約を締結した時点ですでに精魂

尽き果て、もはや戦争を継続する能力を失っていた。 

ロシアの進出を望まぬアメリカ大統領ルーズベルトの講和仲介で、かろうじ

て終戦に持ち込めたものの、国力不相応の賠償額を要求、結局、ルーズベル

トに譲歩を迫られて、樺太の南半分、長春以南の南満州鉄道の譲渡を受ける

ことで妥協した。 

この条約が日本に伝えられると、賠償金をとれなかったことを屈辱として国
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民は激昂、東京日比谷公園で、講和条約反対の大集会を開催した。警視庁は

この大会を禁止して公園を閉鎖したが、怒った群衆は、唯一条約を支持して

いた国民新聞社や、内務大臣官邸、警視庁のほか、多数の警察署や交番など

襲撃、放火した。 

この大会を主催したのは頭山満など右翼の壮士らであったが、この大会を実

質的に演出したのはマスコミで、会場には多数の日本酒の酒樽を用意され、

肴、スシ、菓子、水菓子食べ放題のイベントとして組織され、大衆を扇動し

たのである。 

弾薬も兵糧も尽きていたことはどの新聞社も把握していたが、国民新聞社が

アメリカの斡旋をのむよう主張したのに対して、一流紙は、反政府の立場か

ら講和条約反対を唱え、大衆を扇動した。その結果、正論を唱えた国民新聞

社は部数を下げ、大衆を煽った新聞は部数を大幅に伸ばした。 

戦勝に酔った日本国民は、英米両国の後ろ盾のあったことを忘れ、自分たち

の努力だけで勝利したものと錯覚し、以後、この妄想のもとに大陸へと深追

いしていった。 

「日本近代史の総括」の著者、湯浅赳男氏は、私見だと断りながらも、「ポー

ツマス条約反対のジャーナリズムの大衆扇動が、昭和 20 年 8 月 15 日までの

日本の道を決めた」と断じている。 

■ 戦争賛美から戦争責任追及へと変貌 

日露戦争から 32 年後に支那事変が勃発、その 4年後には大東亜戦争へと続く

のだが、これらの戦争に参加した軍恩会員なら、当時の新聞がいかに戦争を

賛美し、国民を煽ったか、生々しい記憶として残っているはずである。 

あれだけ戦争を美化し続け、終戦の報道では「国体の護持」を強調した朝日

新聞だったが、米軍による占領が始まると、一転して「聖戦」を「侵略戦争」

と呼び変えて戦争責任の追及を始め、東京裁判の判決を絶賛して、ソ連・中

国べったりの姿勢を貫き通した。 
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■ 国益を無視して親中路線をひた走る朝日新聞 

近年の、中・韓両国との歴史認識をめぐる問題や、自虐史観に満ちた歴史教

科書の登場も、戦後 37 年を経た昭和 57 年に、左翼偏向新聞の意図的とも思

える誤報によって引き起こされた新しい事件である。この事件がきっかけで、

検定基準に「近隣諸国との国際理解と国際協調に配慮する」という、いわゆ

る「近隣諸国条項」が追加され、中国・韓国が日本の教科書検定に内政干渉

する道をつくってしまった。朝日新聞が虚報をねつ造し、中国や韓国に密告

し、怒らせて日本をたたく、という薄汚い構図をつくってしまったのだ。 

「中学校の歴史教科書に「従軍慰安婦」や「南京大虐殺」が登場することにな

ったのは、朝日新聞自らが招き寄せた結果だといってよい。 

さらに新しいものとしては、平成 12 年 7月、朝日新聞が、検定申請中の「新

しい歴史教科書をつくる会」が作成した「平成 14 年版中学歴史教科書」の内

容を「右傾化」と報道した事件である。今回は、検定中は極秘扱いのはずの

白表紙本（教科書を検定する調査官や検定審議会の委員に、無用な予断や偏

見を与えないように、わざわざ著者名や出版元を白紙にした本）を不正な手

段で入手して一方的に断罪し、さらには中国や韓国側にも流して、日本政府

への干渉を誘導した。 

これには検定委員に潜り込んでいた外務省の野田英二郎元インド大使が、他

の委員に手紙や電話で、検定不合格を働きかけていたことが発覚して大きな

問題となったが、この件については口をつぐんだままだ。 

朝日の報道姿勢は、日中友好や日韓友好を促進するどころか、国民を嫌中・

嫌韓にするだけだととだと思うのだが、その真意はどこにあるのだろうか。 

21 世紀の日本の運命もまた、マスコミの手中にあるといって過言ではない。 

 

２ 日本の戦争は、共産主義の抑圧から解放する聖戦だった 

■ 共産主義の脅威と戦った日本 
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20 世紀の日本の戦争は、一つは、アメリカの東アジア政策との対立抗争であ

り、もう一つは共産主義との戦いであった。今回は後者について総括する。 

世界最初の共産主義国家は大正 6（1917）年、ロシアに誕生した。新政権は、

ロマノフ皇帝の一族、貴族政治家、軍人、官僚、地主など旧支配層や反革命

分子など、2年間に 100 万人にも及ぶ大量処刑を行って世界に大きな衝撃を与

えた。 

大正 8 年には、コミンテルンを結成して世界革命を目指し、ロシア革命に呼

応する各国の運動家集団に働きかけて各国に支部をつくり、共産主義を輸出

していった。 

ロシア革命後の日本の戦争、シベリヤ出兵・満州事変・支那事変は、世界征

服を目指す共産主義から日本の民族と国家をいかに守り抜くかの問題と切り

離すことはできない。 

結局、日本はアメリカとソ連に降伏する形で終戦となったが、ソ連が参戦し

たのは広島に原爆が投下された 2 日後、日ソ中立条約を一方的に破棄しての

宣戦布告だった。  

満州に侵入して暴虐の限りを尽くし、武器・弾薬・糧秣はもちろん工場の製

品や原料から設備そのものまで戦利品としてソ連領内に輸送、日本軍捕虜や

青壮年男子 60 万以上をソ連各地の強制収容所に送り、過酷な労働に従事させ

てその約 1割の命を失わせた。 

今、日本が返還を求めている北方領土は、いずれも、日本がポツダム宣言受

諾した後に上陸し占拠したものである。 

ソ連による本土占領は免れ得たものの、日本にとって不幸だったことは、日

本でも革命が起こると信じたマルクス教信者が、教育界やマスコミなどあら

ゆる分野に入りこんで社会主義革命を煽動したことだった。中でも東大教授

といった日本最高のエリート、横田喜三郎、大内兵衛、丸山英男、宮沢俊義

らの反国家的言動の影響は、ソ連崩壊後の今に及んでいる。  
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■ 共産主義拒否か受容で明暗を分けた、アジアとアフリカ 

日本に、革命前夜といわれた 60 年安保闘争があったように、東南アジア各国

もソ連や中国による共産主義の脅威にさらされた。インドネシアでは 300 万

の共産党員が何度かクーデターを起したが、成功寸前のところでスハルト率

いる陸軍によって鎮圧された。クーデターを阻止したのは、日本軍によって

指導・訓練された祖国防衛義勇軍出身の国軍幹部の結束である。 

同じように、マレーシア、ビルマ、インド等においても、日本の多大な犠牲

と協力によって生まれた独立運動の中核部隊が、共産主義運動と対決しつつ、

自国を独立の栄光にまで導き、今日の繁栄を獲得しているのに対して、アフ

リカ諸国の大半は、今なお貧困にあえいでいる。 

彼らは、ソ連、中国の援助を受けて欧米諸国からの独立を獲得した。しかし、

独立イコール共産主義革命だったから、革命・反革命勢力の対立による国内

動乱、難民流出で国内経済を疲弊させた結果である。  

■ 正しかった日本の歩み 

20 世紀末、すでにヨーロッパに共産国はなく、中国、ベトナム、北朝鮮、そ

れにキューバなどが残っただけだが、その中国やベトナムでも市場経済原理

を導入し、生き残りを賭けている。ロシア革命に始まり、1億 7千万ともいわ

れる犠牲者を出した世紀の大実験「共産主義」は失敗に終わった。 

日本は、大東亜戦争で多くの血を流し、財産を失い、いっとき近隣諸国を戦

場にしたが、20 世紀の世界の潮流を見るとき、日本の戦争は、「侵略戦争」と

は正反対の、人間を共産主義の抑圧から解放するための「自衛のための戦争」

であったということになる。 

 

３ 戦争体験者の語る真実と、偏向教師が教える虚構の明と暗 

この連載「祖父の聖戦」の最終回を構想していた 2月末、2つのニュースが飛

び込んできた。一つは、富山県連高岡市成美分会・前田義雄さんからの体験
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報告であり、他は、大分県の小学校で行われた「平和授業」についてである。

まず、前田さんの手紙を紹介する。 

■ 子どもたちの感動を呼んだ軍恩会員の戦争体験談 

昨年 10 月、地元の成美小学校から、「6年生 3クラス 96 名が、『いのち』につ

ながる『人としての生き方』の学習の一環として、戦争時代を生き抜いた 3

人から話を聞くことにしました。ついては、軍恩の方に『戦地の体験』をお

話しいただけないか、ということで、私は、他の 2人のゲスト（『戦争中のく

らし』を話すご婦人、『戦時中の小学生』について話す元校長先生）と出かけ、

話をさせてもらいました。 

私の一方的な話しにならないようにと、学校側と相談して、あらかじめ子ど

もたち一人ひとりから、「聞いてみたいこと」を書き出してもらい、それに答

えるかたちで話を進めました。 

私への質問には、「なぜ、日本は戦争をしたのか」「どうして日本中の人を巻

き込んだのか」といったものから、「戦地へ行くと決まったときの気持ちは」

「つらいとき悲しいとき、どうやって和ませたのか」など、兵隊の心情を想い

やるものまで、様々なものがありました。 

話を終えて 10 日くらい経ったころ、担任の先生が、子供たちの感想文を載せ

た「学校だより」を持って飛んで来られました。そこに書かれていたのは、

次のようなものでした。     

Ｋ君 

人の心の中にある欲望で戦争まで発展するのは残念だ。今僕たちの生活を見

直すと昔の人の心にある感謝する気持ちや人のために尽くす気持ちがどんど

ん薄れているような気がする。 

Ｔ君 

サツマイモの葉っぱを食べたりイナゴの足をつくだ煮にしていたと聞きまし

た。よくそんな時代を耐えて生き延びてこられたなあ、いつ死ぬかわからな
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い環境の中で生きていくのは大変だろう。今までぼくは何気なく過ごしてい

たけれど、今日を精一杯生きることは素晴らしいことだと思った。 

Ｔさん 

今日のお話を聞き、みんなで話し合いをして、自分の生き方を見直そうと思

いました。友達への思いやりを大切に、助け合い、感謝の気持ちを持ってい

こうと思いました。そして、すばらしい人間になりたいと思います。 

Ｎさん 

この時代は人の心を思い、相手のことを考える優しい人が多かったが、今は

逆に相手を恨んだり、何で私がー、と思ったリする人が多くなったと思う。

戦争時代にはなかった自由が今の私たちにあるけれど、責任と義務を果たさ

なくなった人が多くなったと思う。 

Ｈさん 

『戦争はぜったいやるべきでない！』と。私たちはぜいたくしすぎるし、いじ

めや自殺、親を平気で殺す人さえいます。昔の人は生きたくても生きられな

かったのに、今の人は、自分につらいことがあると、簡単に命をなくそうと

します。そんなことでは戦争時代の人の死が無駄になってしまう。 

などなど、クラスのみんなが同じような感想を綴っていたのです。予想外の

結果に校長先生や担任の先生が驚き、私もまた、自分の体験談で青少年教育

問題が吹っ飛んだ思いがして、胸がいっぱいになりました。  

この感激を軍恩会員全員に味わっていただきたいと思いお手紙をした次第で

す」。 

■ 日教組の平和授業がもたらすもの 

もう一つは、2 月 28 日の産経新聞が報じたもので、建国記念日の翌々日、大

分県の北部に住む会社員が、小学校 6 年生の息子から「お父さんは敵だ」と

罵声を浴びせられ、ショックを受けた、という話だ。 

息子はこの日学校で、中国側がでっちあげた南京大虐殺に関する授業を受け、
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これも中国側のねつ造したものだが、日本軍の兵士が片手に生首をぶら提げ

ているような残虐なスライドなどを見せられ、洗脳された結果だという。 

大分県教組は建国記念日に合わせてこのような特別授業を行っているという

が、これでは、人間愛が育つどころか、平気で人間を殺す子供たちを育てて

いるようなものだ。 

■ 勇気を出して語り継ごう戦争体験 

前田さんの手紙は、次の呼びかけで結ばれていた。 

「学校側からは、マニュアルやヒントを提供してくれますので、ご家族や親戚、

知人、ご近所に学校の先生や教育関係の仕事をされている方がおられたら、

成美小学校での例を授業に取り入れられるようお勧めください。 

戦火に散った戦友に対して、私たちは運良く命長らえ税金から出される軍人

恩給という恩恵をいただいています。私どもの体験談が青少年問題の解決に

役立つのであれば、積極的に行動を起すことが、生き残った者の責務ではな

いかと思うのです。 

21 世紀の日本、孫 子
ま ご こ

の時代を救うと思って会員の皆さま是非ぜひご理解を

賜り、ご協力実行くださるよう呼びかけさせていただきます（合掌）」。 

前田さんからは、この 3月 5日、卒業生一同から「有り難う食事の会」（謝恩

会）に招かれて、再び子どもたちと交流、子どもたちの成長ぶりが伺えてと

ても嬉しかった、とのお手紙をいただいた。 

「断絶の時代」といわれる今日だが、それも工夫次第といえそうだ。貴重な前

田さんの体験談を紹介して「語り継ごう孫たちへ」の連載を結ぶことにする。 
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本誌関係略年表 

 

年月 西暦  事 項 

嘉永６年６月 1853 米ペリー艦隊、浦賀に来航 

明治元年１月 1868 明治新政府、王政復古を各国公使に通告 

明治８年５月 1875 樺太・千島交換条約調印 

明治 27 年７月 1894 日清戦争始まる 

明治 28 年４月 1895 日清講和条約に調印（三国干渉） 

明治 36 年１月 1902 日英同盟協約締結 

明治 37 年２月 1904 日露戦争始まる 

明治 38 年９月 1905 ポーツマス条約調印 

明治 41 年 10 月 1908 米海軍大西洋艦隊（白船）横浜来航 

明治 43 年８月 1910 日韓併合 

大正３年８月 1914 
日本、ドイツに宣戦布告（第一次世界大戦に

参加） 

大正８年１月 1919 パリ講和会議開幕 

大正８年６月 1919 ヴェルサイユ条約調印 

大正 10 年 11 月 1922 ワシントン会議開幕 

大正 10 年 12 月 1922 四国条約調印、日英同盟廃棄  

昭和５年４月 1930 海軍軍縮条約調印（統帥権干犯問題） 

昭和６年９月 1931 柳条湖事件により、満州事変始まる 

昭和７年３月 1932 満州国建国 

昭和９年 12 月 1935 日本、ワシントン条約を破棄 

昭和 12 年７月 1937 蘆溝橋で日支両軍衝突、支那事変始まる 

昭和 14 年７月 1939 米国、日米通商条約廃棄を通告 

昭和 15 年３月 1940 汪兆銘、南京政府樹立 

昭和 15 年９月 1940 日独伊三国同盟条約締結 

昭和 16 年４月 1941 日ソ中立条約締結 

昭和 16 年 12 月 1941 米国、日本にハル・ノートを手交する 

昭和 16 年 12 月 1941 日本、真珠湾攻撃により大東亜戦争始まる 
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昭和 20 年８月 1945 米国、広島・長崎に原爆投下 

昭和 20 年８月 1945 ソ連、日本に宣戦布告    

昭和 20 年８月 1945 日本、ポツダム宣言受諾、天皇の終戦詔勅 

昭和 20 年８月 1945 ソ連、国後、択捉島など千島列島占領 

昭和 26 年９月 1951 サンフランス講和条約に調印 

昭和 40 年６月 1965 日韓基本条約に調印 

昭和 47 年９月 1972 日中国交正常化 

昭和 53 年８月 1978 日中平和友好条約調印 

昭和 57 年７月 1982 中韓両国、日本に歴史教科書の改訂を要求 

平成 3 年 12 月 1991 ソ連邦解体 
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