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   第四章 昭和史 

 一、昭和初期に於ける日本の内外情勢 

  １ 国内政治は既成政党が腐敗し、デフレ政策による農村の不況は深刻化し、農村

出身の兵士にかなりの不満がひそんでいた。一方、第一次大戦後、共産主義思

想がはびこり、階級闘争の激化によって国内不安が生じた。 

  ２ 支那の排日は全面的に高潮し、満州支那を通じ日本の権益は根底から排除され

る気配を示し、国民政府の外交部長・王正延すら旅順、大連奪還論を公言する

ほどであった。 

  ３ レーニンの死後スターリン時代が現出し、第一次五カ年計画の完成とともにシ

ベリアに於ける近代的軍縮は漸次日本を脅威するに至り、極東赤化の布置は

着々と進行しつつあった。 

  ４ アメリカは高関税と差別的移民法を以て日本を圧迫し、さらに支那の排日を煽 

 動した。 

  ５ イギリスはオタワ会議により大英帝国経済ブロックを形成し、日本貿易に圧迫

を加え、日本はまさに四面楚歌の中に孤立した観があった。 

 ６ イタリア、ドイツはムッソリニーおよびヒットラーの新国民主義により目覚ま

しい復興を示し、トルコのケマル・パシャとともに日本の青年将校に一種の刺

激を与えた。 

二、ベルサイユ体制の矛盾 

  １ １９２９年に始まる世界の不況 

持てる国と持たざる国→全体主義 

  ２ ナチスの抬頭 

     １９３４年（昭和九年）ヒットラー総統となる。  

     国際連盟脱退、ベルサイユ条約破棄、再軍備宣言 

  ３ イタリアのムッソリニー １９２２年実権を握る。  

  ４ 日独伊三国同盟 

三、満州事変 

   １ 満州と日本 

    イ 対ソ防禦の第一線→ソ連の南進に対する防波堤、日本の生命線（石井・ラ

ンシング協定にもこの用語あり） 

    ロ 日露戦争によってその利権をロシアから継承、日本の力で開拓。 

  ２ 満州に対する孫文（胡漢民、汪兆銘、蒋介石等をも含む）等の思想 

    大アジア主義 

    孫文、桂会談 

日本は孫文のため革命援助として資金、武器を送り、その代り孫文は満州に於

ける日本の高度の優位を認める。 

  ３ 満州国の建国（１９３２年 〈昭和七年〉三月一日） 

  ４ 張作霖、張学良 
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５ 満州事変および満州国建国に関する観察 

四、日支事変 

   １ 発端１９３７年七月七日盧溝橋事件 

   ２ 戦況の推移 

   ３ 日支事変の軍事的政治的観察 

五、大東亜戦争 

   １ 原因 

     林房雄｢大東亜戦争肯定論」について 

   ２ 会戦前後の状況 

    イ 欧州 

ロ 東南アジア、支那本土、満州方面の状況 

   ３ 戦況の推移 

    イ 緒戦 

    ロ ミッドウェーの海戦 

    ハ ガダルカナルの撤退 

    ニ ビルマの作戦 

    ホ ルソン方面ヘ、支那本土に於ける作戦 

    ト 沖縄作戦 

   ４ 終戦 

    イ ポツダム宣言の受諾 

    ロ アメリカの占領 

   ５ 大東亜戦争に関する観察 

    ａ 西欧勢力の一掃→植民地主義の一掃→アジア・アフリカ諸国の独立 

    ｂ 印度のパール判事の極東軍事裁判に於ける日本無罪論 

    ｃ トインビーの所見 

       第二次大戦によって日本人は日本国の為でなく権益を得た国に利益をも 

      たらした。 

    ｄ ウエルズ（英国の歴史学者）の評価 

       この大戦は植民地主義に終止符を打ち白人と有色人種との人権差別をな

くし世界連邦の基礎を作った。 

    ｅ ククリット・プラモード氏（タイ元首相）の観察 

       日本のおかげでアジアの諸国は独立した。日本という母は母体を損なっ

たが、子供はすくすく育った。今日東南アジアの諸国が英米と対等に話が

出来るのは、いったい誰のおかげであろうか。それは「身を挺して仁をな

した」母のおかげである。十二月八日は我々の母が一身を落として重大決

心をした日である。我々はこの日を忘れてはならない。 
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   補 遺 その一 

         鈴木貫太郎総理の大命拝受 

小磯内閣総理辞職の後木戸内大臣は、後継首相候補者として「鈴木枢密院議長し 

かるべし」を奏上されて鈴木閣下をお召しになりました。 

  時はもう夜であつたと思ひます。陛下はご学問所にお出でになり、小生一人のみ 

 侍立しておりました。やがて、鈴木閣下は鞠躬如
きくきゅうじょ

として御前にでました。 

陛下は 

 「卿に組閣を命ずる」 

と玉音朗らかに仰せられました。ここで一寸注釈を入れますが、一般の場合には 

 「卿に組閣を命ずる」 

組閣の上は「憲法の条規を格守するやうに」外交関係に於ては慎重に考慮し無理押

しせぬように、「国内の経済上に大変動の起るやうな急突なる財政政策を採らぬやうに」 

との三つの条件を付せられるのですが、この鈴木閣下に対しては、何一つ条件はお付

けになりません。ただ頼みきるとの思召しのように拝されました。 

この時、鈴木さん（このほうが親しみを感ずる故、この呼び方でお許しを願ふ）は 

 あの丸い背を一層丸くして、深く叩頭
こうとう

して謹んでお答をせられました。その要旨は左

のごときものでありました。 

「聖
せい

旨
し

洵
まこと

に畏多く承りました。ただこのことは何卒拝辞のお許しをお願ひいたした 

く存じます。昼間の重臣会議でも頻りにこのことを承りましたが、鈴木は固辞いたし

ましたところでございます。鈴木は一介の武臣、従来政界に何の交渉も無く、また何

らの政見をも持つてをりません。鈴木は明治天皇の聖諭（軍人は政治に関与せざるこ

との）をそのまま奉じて、今日までのモットーとして参りました。聖
せい

旨
し

に背き奉るこ

との畏れ多きは深く自覚いたしますが、何卒この一事は拝辞の御許しをお願ひ奉りま

す」 

真に心の底から血を吐くの思ひであられたと思ひます。 

陛下は莞爾として仰せられました。 

 「鈴木がさういふであらうことは私も想像してゐた。鈴木の心境もよくわかる。しか

し、この国家の危急の重大時機に際して、もうほかに人はゐない。頼むからどうか曲

げて承知して貰ひたい」と、鈴木さんは深くうなだれて「篤と考へさせて戴きます」

とて退下せられました。ただ一人侍立して、この君臣の打てば響くような真の心の底

の触れあつた場面を拝見して、陛下と鈴木さんとの応答の御言葉を耳にした私は、人

間として最大の感激に打たれました。私の一生忘れることの出来ない荘厳なる一幕で

ありました。 

（元海軍大将、自昭和十九年八月 至二十一年五月 侍従長 藤田尚徳謹話） 

[註]昭和二十一年一月下旬、陛下が侍従長に対し戦争につき御述懐遊ばされた御言 

葉の中に 

「しかしこのこと（終戦直前の御前会議）は私と肝胆相許した鈴木であつた

からこのことが出来たのであつた」との御言葉が発見せられる。 
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補遺  その二 

最終の御前会議 

八月十四日、宮中より先の御前会議（八月九日から十日の午前二時に亘る）に列し 

た者および全閣僚にたいして再度のお召しがあつた。 

余等は衣服を取りかへる暇もなく、急遽参内した。 

戦争に関して最終と思はれる御前会議が厳かに開催せられたのである。 

  まづ論議においては、両総長、陸軍大臣が交互立つて声涙下る意見の開陳を行なつ 

たのである。連合国の回答に満足せず、かかる不明瞭なままでの終戦ならば、むしろ 

国家百年のために玉砕戦法に出で死中に活路を求めようとの意見であつた。 

  かくて、三名の意見開陳後、陛下には最後の断を下し給ふたのである。 

「自分の意見は去る九日の会議に示したところとなんら変はらない。先方の回答もあ 

 れで満足してよいと思ふ」と仰せられ、今とてその理由とするところは、前回の御前 

 会議で述べさせられたご趣旨とご同様、世界平和を念慮され、皇国悠久の存続のため 

 終戦の必要を述べさせられ、純白のお手袋にてお眼鏡をお拭き遊ばされたが陛下は一 

 段と声を励まされ、 

「このやうな状態において戦争を終結することについては、さぞ皇軍将兵、戦没者、

その遺家族、戦災者らの心中はいかがであらうと思へば胸奥の張り裂くる心地がする。 

しかも時運の赴くところいかんともなし難い。よつて、われらは堪へ難きを堪へ、忍 

び難きを忍び……」と仰せられたかと思ふと玉音は暫し途切れたのである。仰ぎ見れ

ば、おお、おいたはしや、陛下はお泣き遊ばされてゐるではないか……。 

  列席者一同は今度の再度の御聖断を結ばるについては非常に緊張し、いふ者も聞く 

 者も涙に終始したのであるが、この陛下の 

 「堪へ難きを堪へ……」 

の玉音を拝するや、たまりかねた一同は御前もはばからずドット泣き伏したのである。 

中には身をもだえ号泣するものもあつたのである……。 

誠にこの光景は、またこの心懐は敗者のみ知る。しかも底深い愛情によつて結ばれ、 

強い明日への希望を抱く者のみ知る万感迫る思ひであつた。終戦のご詔書はこの最後 

のご聖断の折、陛下より賜った有難きお言葉を主に作られたものであるから、どうか 

諸君は彼の終戦の詔書を再読せらるることを希望す。 

  [註]一、ポツダム宣言に関する我が方の通告に対し到着した連合国側の回答（八月 

十三日） 

     第一、我が天皇および政府の国家統治権は、ポツダム宣言の受諾に関して連

合軍最高司令官の制限下に置かれる。 

     第二、ポツダム宣言受諾後、我が天皇および政府がなすべき事項を命ずる。     

第三、日本の究極の政治の形態は日本国民の自由に表現せられたる意志に基 

  いて定められる。 

    二、聖断について 

     ・従来の日本の政治家は、政治についてそれがいかに日本の前途を大きく左右
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し、真に民族発展のために重要な政策であろうともこれを陛下のご裁断にま

つということは行わなかった。 

     ・しかるが故に要するに官僚軍閥による専断政治を実行したといえる。 

     ・国家が非常興亡の際、だれがいったい国の大方針を決定するのかということ

になると、政治家が決定するということになる。これでは天皇御親政でもな

んでもない。そこで、従来最も良心的と考えられる政治家は陛下の思召を御

製とか、ご詔勅によって拝察し、陛下の大御心を体して政治を行って来たの

であるが、それすら必ずしも完全でなかったと思えるのである。 

     ・そこで、真に国運を左右するような非常事態に立ち至って、論議が決定せぬ 

ときは、国の元首たる陛下のご裁断を仰ぐべきが真の忠誠の臣のなすべき道 

である。と余はかねがね考えていた。もちろん、このことに関しては輔弼
ほひつ

の 

責任者たる総理大臣は一命を投げ出してかからなければならないであろう。 

それは、ご聖断により、天皇にはご責任が生ずるわけであるからである。だ 

がそれをしないで、政府が開戦を決定して、ご裁可を仰ぐというようなこと 

は問題であると思う。これは陛下の御意志をある政策のために強要するとい 

うことになるからである。従来の習慣として、陛下には自発的に行政につい 

て御発言なされるということはなく、たとえば心中ご不満であらせられても、 

ご裁可になったのである。 

     ・ 余は大東亜戦争開始に際してのこの間の事情を非常に割り切れない気持ち

でいた。たとえば開戦前の九月六日の御前会議に際して、なぜ総理は陛下の

ご裁断を仰ぐことをせず、総辞職をし、みすみす暴挙と判っている戦争に突

入せしめてしまったのか。もしあの時、総理が死を決意してご裁断を仰いだ

ならば大東亜戦争は起っていなかったかも知れない。 

     ・かかる見地から、余は、終戦についての国民意志の決定は、真に日本民族の 

運命を公平な眼でお見通しになり、ご判断遊ばしておられる陛下のご聖断に 

まつことが一番正しいことであると思っていた。もちろん、臣としてできる 

限りの努力は、思召を体して尽す。しかも、それでどうにも決断がつかぬ時 

には畏れ多いこと乍ら、陛下の御意志をご表明していただくことを考えてい 

たのである。もちろん、そのために余の一身にいかような罰が与えられよう 

とも、またいかなる世評も甘んじて受けるつもりであった。 

     ・ だがご聖断の結果から思うてみるならばご前を退下した閣僚一同は異口同 

音に歓喜に咽
むせ

びつつ、今度ほど陛下を我ら臣民の中に拝したことはない。陛

下は我らの陛下であり、陛下は陛下の御言葉通り我ら臣民と共にあらせられ

るのである。なんという明るさ、難有さであろうかと話しあったのである。 

    ・誠にかの膨大な地域に出ている出征将兵が、無条件降伏にたいして粛々と秩 

序を守り、静かなる復員をしてくれたことも一にご聖断あつたがためである 

と予は心中深く感慨を禁じ得ないものである。   「鈴木貫太郎自伝抄」 

※鈴木首相の口授を労働文化社社長・河野来吉氏が筆記整理す。 
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補遺  その三 

           近衛公の遺言 

  [註] 十一時頃近衛が寝につくとき、通隆が「今夜は一緒に寝ましょうか」と言っ

たが彼は「一人でないと眠れない」とそれを断り、「少し話して行ったらどう

ぞ」と言った。そしてそのとき、「僕の心境を書こうか」と言って硯箱のふた

を下敷として鉛筆で書いたのが遺書であった。通隆は二時過ぎ寝室を辞した。 

                   （細川護貞『近衛公の生涯』より） 

    「遺 書」 

僕は支那事変以来多くの政治上の過誤を犯した。之に対して深く責任を感じてゐる

が、所謂戦争犯罪人として米国の法度に於て裁判を受けることは堪え難い事である。

殊に僕は支那事変の責任を感ずればこそ、此事変解決を最大の使命とした。そして此

解決の唯一の途は米国との諒解にありとの結論に達し、日米交渉に全力を尽したので

ある。その米国から今、犯罪人として指名を受ける事は誠に残念に思ふ。 

  しかし僕の志は知る人ぞ知る。僕は米国に於てさへ、そこに多少の知己が存するこ

とを確信する。戦争に伴う昂奮と激情と、勝てる者の行き過ぎた増長と、敗れた者の

過度の卑屈と、故意の中傷と誤解に本づく流言蜚語
ひ ご

と是等一切の所謂輿論なるものも

いつかは冷静に取り戻し、正常に復する時も来よう。 

  其時初めて、神の法廷に於て正義の判決が下されよう。 

                          （昭和二十年十二月十六日） 

  補遺 その四 

       陸軍最後の上奏 （最後の陸軍大臣・下村定大将述） 

  昭和二十年十二月一日陸軍省は第一次復員省となり、幣原首相がその大臣を兼摂
けんせつ

さ

れた。私は十一月三十日拝謁を乞て陸軍を代表して最後の上奏を行つた。この頃陛下

は新に制定せられた黒色地詰め襟の天皇御制服を召さるることが多かつたことを記憶

するが当日は特に陸軍軍服を御着用になつて拝謁室に出御あらせられた。私は最敬礼

の後先づ明治以来建軍の歴史を略述し、天皇陛下親率の下かくも赫々
かっかく

たる偉勲を残し

た陸軍が私共現指導層の不行届によりかつてなき敗戦の恥辱を受け一朝にして国家を

今日の如き悲境に陥れたるのみならず軍隊其のものをも解散せしめらるるに至つたこ

とを洵
まこと

に恐懼にたえざる旨謹んでお詫びを申しあげたところ、陛下には上奏半ばにし

てハラハラと御落涙遊ばされた。私は最後に「たとひ軍は解隊致しましても私共は身

に寸鉄を佩
お

びませずとも聖諭に基く軍人精神を良民の信条となし一般同胞と共に誓つ

て祖国の前途を守護致します」と辞を結んだとき陛下は「ありがたう」と力強く仰せ

られて静かに御着席遊ばされ続いて御一句また御一句約四十分に亘り声涙共に下る悲

痛な優諚
ゆうじょう

を賜つた。其の中には軍の解体に対する深き御感懐、将兵の前途、戦没者

等に対する渥き思召などが含まれ、しかもそれは草稿のない全く御自身からの御言葉

であつたのである。私はこの感激に満ちた状景を出来るだけ詳しく全陸軍に伝へ度
たく

こ

みあげてくる熱涙を抑へつつ御言葉の一節一句も聴き漏
も

らすまいと懸命に努力したけ

れども日頃明晰な陛下の御声がこのときには低くまた杜絶
と だ

え勝ちであつた上に私自身

感極まつて遂に嗚咽しはじめたため拝聴一入困難となり畏れ多き事乍ら御言葉を綴つ
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て一連の文とすることが出来なかつた。 

   ※陛下はいつも上奏の言葉が終るときはじめて御着席になり私にも椅子を賜はり 

    十分乃至二十分時としては一時間近くの間きわめて打ちとけた御態度を以て何

くれとなく軍情を御下問遊ばされた。 

   ※単独上奏の想ひ出   

    終戦直後に於ける陛下の御軫
しん

念
ねん

、御意をお慰め出来た次の軍情即ち内    

地軍隊の復員の完結、北川少将の指揮する旅団が南方メレオン島から帰還    

のことが十月三日上聞
じょうぶん

に達するや陛下は御顔を崩しておよろこびになり乗

出すやう御上体を前にお傾けになり、「アーよくやつてくれた、私が深く満足

してゐることを早速旅団長に電報して貰ひ度い」と何回も繰りかへして仰せら

れた。 

 

  補遺 その五 

        詔 書 

（昭和二十年月十四日官報号外 八月十五日陛下の録音による放送全文） 

朕深ク世界ノ大勢ト帝国ノ現状トニ鑑ミ非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ收拾セムト欲シ茲ニ

忠良ナル爾臣民ニ告グ 

朕ハ帝国政府ヲシテ米英支蘇四国ニ対シ其ノ共同宣言ヲ受諾スル旨通告セシメタリ

抑ゝ帝国臣民ノ康寧ヲ図リ万邦共栄ノ楽ヲ偕ニスルハ皇祖皇宗ノ遺範ニシテ朕ノ拳々

措カザル所曩
さき

ニ米英二国ニ宣戦セル所以モ亦実ニ帝国ノ自存ト東亜ノ安定トヲ庶幾ス

ルニ出テ他国ノ主権ヲ排シ領土ヲ侵スカ如キハ固ヨリ朕カ志ニアラス然ルニ交戦已ニ

四歳ヲ閲シ朕カ陸海将兵ノ勇戦朕カ百僚有司ノ励精朕カ一億衆庶ノ奉公各ゝ最善ヲ尽

セルニ拘ラス戦局必スシモ好転セス世界ノ大勢亦我ニ利アラス加之敵ハ新ニ残虐ナル

爆弾ヲ使用シテ頻ニ無辜ヲ殺傷シ惨害ノ及フ所真ニ測ルヘカラサルニ至ル而モ尚交戦

ヲ継続セムカ終ニ我カ民族ノ滅亡ヲ招来スルノミナラス延テ人類ノ文明ヲモ破却スヘ

シ斯ノ如クナラムハ朕何ヲ以テカ億兆ノ赤子ヲ保シ皇祖皇宗ノ神霊ニ謝セムヤ是レ朕

カ帝国政府ヲシテ共同 宣言ニ応セシムルニ至レル所以ナリ 

朕ハ帝国ト共ニ終始東亜ノ解放ニ協力セル諸盟邦ニ対シ遺憾ノ意ヲ表セサルヲ得ス帝 

国臣民ニシテ戦陣ニ死シ職域ニ殉
じゅん

シ非命ニ斃レタル者及其ノ遺族ニ想ヲ致セハ五内

為ニ裂ク且戦傷ヲ負ヒ災禍ヲ蒙リ家業ヲ失ヒタル者ノ厚生ニ至リテハ朕ノ深ク軫念ス

ル所ナリ惟フニ今後帝国ノ受クヘキ苦難ハ固ヨリ尋常ニアラス爾臣民ノ衷情モ朕善ク

之ヲ知ル然レトモ朕ハ時運ノ趨ク所堪ヘ難キヲ堪ヘ忍ヒ難キヲ忍ヒ以テ万世ノ為ニ太

平ヲ開カムト欲ス朕ハ茲ニ国体ヲ護持シ得テ忠良ナル爾臣民ノ赤誠ニ信倚シ常ニ爾臣

民ト共ニ在リ若シ夫レ情ノ激スル所濫
みだり

ニ事端ヲ滋クシ或ハ同胞排擠
はいせい

互ニ時局ヲ乱リ

為ニ大道ヲ誤リ信義ヲ世界ニ失フカ如キハ朕最モ之ヲ戒ム宜シク挙国一家子孫相伝ヘ

確ク神州ノ不滅ヲ信シ任重クシテ道遠キヲ念ヒ総力ヲ将来ノ建設ニ傾ケ道義ヲ篤クシ

志操
しそう

ヲ鞏
かた

クシ誓テ国体ノ精華ヲ発揚シ世界ノ進運ニ後レサラムコトヲ期スヘシ爾臣民

其レ克ク朕カ意ヲ体セヨ 

      御名御璽
ぎょじ

 

           昭和二十年八月十四日  内閣総理大臣 鈴木貫太郎以下各大臣副暑 
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補遺 その六 

   ポツダム宣言 （米、英、支、三国宣言）１９４５（昭和二十）年七月二十六日

「ポツダム」に於て 

一、吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及「グレート・ブリテン」国総理大臣は吾等 

の数億の国民を代表し協議の上日本国に対し今次の戦争を終結するの機会を与ふる 

ことに意見一致せり 

二、合衆国、英帝国及中華民国の巨大なる陸、海、空軍は西方より自国の陸軍及空軍に 

依る数倍の増強を受け日本国に対し最後的打撃を加ふるの態勢を整へたり右軍事力 

は日本国が抵抗を終止するに至る迄同国に対し戦争を遂行するの一切の連合国の決 

意に依り支持せられ且鼓舞せられ居るものなり 

三、蹶起
けっき

せる世界の自由なる人民の力に対する「ドイツ」国の無益且無意義なる抵抗の 

結果は日本国国民に対する先例を極めて明白に示すものなり現在日本国に対し集結 

しつつある力は抵抗する「ナチス」に対し適用せられたる場合に於て全「ドイツ」 

国人民の土地、産業及生活様式を必然的に荒廃に帰せしめたる力に比し測り知れざ 

る程更に強大なるものなり吾等の決意に支持せらるる吾等の軍事力の最高度の使用 

は日本国軍隊の不可避且完全なる壊滅を意味すべく又同樣必然的に日本国本土の完 

全なる破壊を意味すべし 

四、無分別なる打算に依り日本帝国を滅亡の淵に陥れたる我儘なる軍国主義的助言者に 

依り日本国が引続き統御せらるべきか又は理性の経路を日本国が履むべきかを日本 

国が決意すべき時期は到来せり 

五、吾等の条件は左の如し 

  吾等は右条件より離脱することなかるべし右に代る条件存在せず吾等は遅延を認 

むるを得ず 

六、吾等は無責任なる軍国主義が世界より駆逐せらるるに至る迄は平和、安全及正義の 

新秩序が生じ得ざることを主張するものなるを以て日本国国民を欺瞞して之をして 

世界征服の挙に出でるの過誤を犯さしめたる者の権力及勢力は永久に除去せられざ

るべからず 

七、右の如き新秩序が建設せられ且日本国の戦争遂行能力が破砕せられたることの確証 

あるに至るまでは連合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は吾等の茲に指示する 

基本的目的の達成を確保するため占領せらるべし 

八、「カイロ」宣言の条項は履行せられべく又日本国の主権は本州、北海道、九州及四国 

並に吾等の決定する諸小島に局限せらるべし 

九、日本国軍隊は完全に武装を解除せられたる後各自の家庭に復帰し平和的且生産的の 

生活を営むの機会を得しめらるべし 

十、吾等は日本人を民族として奴隷化せんとし又は国民として滅亡せしめんとするの意 

図を有するものに非ざるも吾等の俘虜を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対し 

ては厳重なる処罰を加へらるべし日本国政府は日本国国民の間に於ける民主主義的 

傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去すべし言論、宗教及思想の自由並に基本 
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的人権の尊重は確立せらるべし 

十一、日本国は其の経済を支持し且公正なる実物賠償の取立を可能ならしむるが如き産 

業を維持することを許さるべし但し日本国をして戦争の為再軍備を為すことを得し

むるが如き産業は此の限りに在らず右目的の為原料の入手（其の支配とは之を区別

す）を許可さるべし日本国は将来世界貿易関係への参加を許さるべし 

十二、前記諸目的が達成せられ且日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ平和的傾向を 

有し且責任ある政府が樹立せらるるに於ては連合国の占領軍は直に日本国より撤収 

せらるべし 

十三、吾等は日本国政府が直に全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し且右行動に於ける同 

政府の誠意に付適当且充分なる保障を提供せんことを同政府に対し要求す右以外の 

日本国の選択は迅速且完全なる壊滅あるのみとす 

 補遺 その七   カイロ宣言 

（日本国に関する米、英、華 三國宣言）１９４３（昭和十八）年十一月二十七日 

 ルーズヴェルト大統領、蒋介石大元帥及チャーチル総理大臣は、各自の軍事及外交顧 

問と共に北アフリカニ於て会議を終了し左の一般的声明を発せられたり  

『各軍事使節は日本国に対する将来の軍事行動を協定せり。 

三大同盟国は海路陸路及空路に依り其の野蛮なる敵国に対し仮借なき弾圧を加ふるの決

意を表明せり右弾圧は既に増大しつつあり。 

三大同盟国は日本国の侵略を制止し且之を罰する為今次の戦争を為しつつあるものなり

右同盟国は国の為に何等の利得をも欲求するものに非ず又領土拡張の何等の念をも有す

るものに非ず右同盟国の目的は日本国より１９１４年の第一次世界戦争の開始以後に於

て日本国が奪取し又は占領したる太平洋に於ける一切の島嶼を剥奪すること並に満洲、

台湾及澎湖島の如き日本国が清国人より盗取したる一切の地域を中華民国に返還するこ

とに在り日本国は又暴力及貪慾に依り日本国の略取したる他の一切の地域より駆逐せら

るべし前記三大国は朝鮮の人民の奴隷状態に留意し軈
やがて

て朝鮮を自由且独立のものたら

しむるの決意を有す 

右の目的を以て右三同盟国は同盟諸国中日本国と交戦中なる諸国と協調し日本国の無条

件降伏を齎
もたら

すに必要なる重大且長期の行動を続行すべし』 

 

   満州事変に関する一考察 

１９２８年六月三日北京に大元帥府を開いてゐた満州軍閥の張作霖は日本政府の勧告に

よつて北京を退去したが六月四日に奉天の京奉駅と満鉄駅との交差点で爆殺された。張作

霖の子張学良が満州の支配権を継承し、日本政府から特派された林権助大使の勧告をしり

ぞけ十二月二十九日に東三省に青天白日旗をかかげ、国民政府から東北辺昉軍総司令の辞

令を受けた 

かくて中華民国の成立(一九一二)年以来満州にも強力な民族主義運動が行はれるように

なつた。そこで満州に於ける日支両民族主義の激突となり１９３１年九月十八日満州事変

の勃発となる。日本は日露戦争前には満州に於て擁護すべき何らの経済的利権をも所有し
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ていなかつた。したがつて日本は満州に於ける経済的利益擁護のため出兵したものでない

ことは明瞭な事実ある。ただロシアの満州占領はやがて支那の分割を招き、また朝鮮の占

領に導いて、ひとり日本の独立を危うくするばかりで無く、アジアの復興を不可能にする。

この西洋民族のアジア征服を阻止するために多大の犠牲を払ひ、国運を賭して日露戦争を

はじめたものである。これは日露戦争で日本が敗戦した場合に支那や朝鮮やアジアの運命

がどうなつたかを考察すれば誰にもわかる明瞭な事柄である。 

満州に於ける日本の主権はロシアから奪取したものであつて漢民族から奪取したもので

はない。しかも日露戦争の犠牲となった二十二万の死傷者とその家族の悲嘆は金銭で換算

のできる性質のものでない。このハッキリした事実を無視して満州に於ける日本の主権を

満州から排除しようとしたために満州事変が勃発したのであるから満州事変の挑発者は張

学良政権である。満州に於ける日本の主権が侵害されたときに武力に訴へて満州に於ける

日本の主権を防衛することは日本国家の正当な権利である。 

（伊東六十次郎著 日本の「東亜政策と満州問題」抄） 

 

補遺 その八 

昭和十六年九月六日 御前会議議題 

帝国国策遂行要領 

 帝国は現下の急迫せる情勢、特に英、米、蘭など各国の執れる対日攻勢、ソ連の情勢お 

よび帝国国力の弾発性などに鑑み「情勢の推移に伴ふ帝国国策要綱中」南方に対する施策

を左記により遂行す。 

一、帝国は自存自衛を全うするため、対米（英、蘭）戦争を辞せざる決意の下に概ね十

月下旬を目途として戦争準備を完整す。 

二、帝國は右に竝行して、米、英、に対し外交の手段を尽して、帝国の要求貫徹に努む。

対米（英）交渉に於て、帝国の達成すべき最小限度の要求事項、ならびにこれに関

連し、帝国の諾約し得る限度は別紙の如し。 

三、前号外交交渉により、十月上旬に至るもなほ、わが要求を貫徹し得る目途なきとき

は直ちに対米（英、蘭）開戦を決意す。対南方以外の施策は既定国策に基き之を行

の特に米、ソの対日連合戦線を結合せしめざるに努む。   

 ※東条内閣成立の際この九月六日の御前会議の決定を白紙に還元せよとの御諚
ごぢゃう

を賜は

つてゐる。 

 

      昭和十六年九月七日東久邇
ひがしくに

日記 

 九月七日(日) 

 午前九時、東条陸相来り、面会す・・・ 

 東条は日米問題について はじめはなかなか興奮してゐたが、次第に落着いてきて終

りごろ平静になつたので私は最後にこう話した。 

 私がフランスに留学中、ペタン元帥とジョルジュ・クレマンソー（第一次欧州大戦中

のフランスの首相）からこんなことを注意された。「アメリカは今回の大戦で欧州に於て
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邪魔になるドイツをやつつけたから、次の戦争で東洋で邪魔になる日本を叩きつけよう 

としてゐる。アメリカは日本が外交の下手なことをよく知つてゐるから、日本をぢりぢ

りいぢめて、日本の方から戦争を仕掛けるような手を打つて来るに異ひない。そこで日

本が短気をおこして戦争をやつたら、アメリカは大きな底力をもつてゐるから日本はか

ならず敗ける。 

 だからアメリカの手に乗つて戦争しないやうに我慢しなければならぬ」と現在の情勢

に全くペタン元帥やクレマンソーの予言したようになつてゐる。この際我慢してアメリ

カと戦争しないようにせなければダメだ。東条陸相は近衛内閣の一員である。「軍では命

令に従うという言葉があるが、いま天皇および総理大臣が日米会談を成立させようとし

ているのだから陸軍大臣としてはそれに従ふべきでさうでなければ辞職すべきではない

か」 

 東条はこれに対して次の如くいい、最後に「見解の相違である」といつた。「いまアメ

リカは日本に対しＡ（アメリカ）・Ｂ（イギリス）・Ｃ（支那）・Ｄ（オランダ）包囲陣を

布いて日本をぢりぢりと圧迫してゐる。このままにしてゐれば日本は滅亡する外はない。

この包囲陣によつてジリ貧になるよりは思ひきつて戦争をやれば勝利の公算は二分の一

であるがこのままでは滅亡するよりはよいと思ふ。 

 東条は十時頃辞去した。 

   連合艦隊の最後は、哀れという文字の代表であった。その敗北は、惨澹という表

現の極致であった。敗れずにすんだものを、天運に見放されて敗れた戦さもある。

一時の油断のために、勝べきを失って戦争敗北の遠因を作った戦さもある。「惜しい」

という言葉の意味を本当に噛みしめる場合は幾つもある。 

が、「惜しい」最大のものは、世界第三位の海軍力を全損したことだ。世界第一の

軍艦を失ったことだ。世界第一位の兵器が無駄になったことだ。世界で一、二を争

った兵術が、生産力の不足によって立往生に終ったことだ。そうして、それらは、

政治を誤らなかったならば、軍閥が日本を支配しなかったならば、また海軍に開戦

反対の勇気があったならば「失わずにすんだ」ことを顧みて「惜しい」思いは、い

よいよ痛切ならざるを得ない。いわんや領土を失わずにすみ、世界一流の大国とし

て存在し得たことを考えれば「惜しさ百倍」の念仏を高唱する外はない。…… 

   連合艦隊とその人々。艦隊は再び還らないが、日本と日本人は残った。問題はそ

の日本人が「還らぬ人々」の愛国心と犠牲心とを記憶して、よく己の戒めとするか

どうかに懸る。連合艦隊を還元するとすれば概算二兆五千億円（昭和二十年頃の計

算）を要するから、それは還らぬものと諦める外はあるまい。だが、日本人の心は

還元し得るであろうし、また還って貰わなければならない。いな、きっと遠からず

して還るであろう。 

   私は太平洋海戦史を書いている間に、民族の正しい認識、犠牲の尊さ、日本の希

望、国民の矜持、といった感想の湧いて来るのを禁じ得なかった。 

             （伊藤正徳氏『連合艦隊の最後』序文の一節） 
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 補遺  その九 

    大東亜戦争の敗因に関する一考察 

一、軍の政治干犯（下村陸軍大臣の御言葉） 

   作戦と国防（戦争）とを混同した。 

二、政治家の素質の低下   

三、日米国力の相異 

四、科学力の相異 

五、攻勢終末点を考えず 

六、多正面作戦 

七、驕慢
おごり

（おごり） 

  ミッドウェーはアメリカ海軍を嘗
な

めてかかった結果でありガダルカナルの敗戦はア

メリカ陸軍を軽視した結果である。 

八、友那を持たず孤立して戦う  

 （伊藤正徳氏『帝国陸軍の最後』抄） 

     一老将軍ノ大東亜戦争に関する反省  

 之を要するに今次敗戦の要因は、わが国の政治家と識者との国防に関する認識の欠如、 

戦争とは何かの認識もさること乍ら陸海軍の兵術思想がその固定化、形式化により柔軟 

性を失いわれわれ軍人の頭脳の動脈が硬化したことによるものであった。今後、兵術を 

研究する人々はわが国古名将の兵術思想の柔軟性を学ぶべきである。 

  「参考」 

１ 下克上 

政権は完全に軍部の手に帰したるも政治家たちはサーベルの威力に屈すドイツ 

流の独断専行を偏重しすぎる。 

任務を重視すべきである。 

２ 陸海軍の抗争 

３ 陸軍の攻撃一本槍、海軍の児敵必殺の思想は超短期戦法で総力戦に適せず。 

４ 海軍は潜水艦を主力艦隊決戦の補助として使用。 

５ 海軍は早くから戦艦の建造をやめその作業力を潜水艦と飛行機の建造に集中し敵

の海上補給の遮断に努力したら表玄関である太平洋で持久が出来たであろう。 

太平洋方面の地上部隊もまた海上補給を無視して前方に進撃せずピアク南洋諸島、

千島全線に、最後になつて比島、沖縄、日本本土、千島の線で消耗持久戦を策す

べきであった。 

６ 作戦第一主義の弊 

情報と後方を軽視してはならぬ。後方とは、兵站―作戦・情報・後方など。 

７ 軍の総意の解 
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 補遺  その十 

   近衛公の日中事変観 

少壮軍人たちが満州事変以来推進して来た方面はわが国周辺には「列国経済ブロック

による経済封鎖の態勢」がすでに動きつつあり、このままでゆけば、海外市場が失はれ

原料も獲得出来なくなり国家経済の存亡が問題となる。こうして、「列国経済ブロックの

暗雲」が次第に日本周辺を蔽はんとしつつあるとき、この暗雲を貫くように起つたのは

満州事変であつた。たとへこの事変があの時あのやうな形で起こらなくても遅かれ早か

れ「此の暗雲を払いのけて日本の運命の道を切り拓かんとする何らかの企て」は必ず試

みられたに相異ない。「満州事変に続く支那事変が遂に大東亜共栄圏にまで発展せねばな

らなかつたのも同じ運命の軌道を辿つてゐるのである。」 

 [註] これは近衛公の手記の一節であるが公はこのように満州事変、日中事変、大東

亜共栄圏というわが国の対外的進路を当然必至のものとして肯定して居られる。

公は「英米本位の平和主義を排す」以来の主張の線上にあられた。 

 

    南進論と独伊提携強化論 (昭和十五年夏頃の内外情勢) 

汪兆銘らによる新政権の樹立は事変の終結を意味するものでないから軍部は焦りつづ

けた。そして汪の新政府が南京に誕生した。あたかもその日東京では陸軍省、参謀本部

の首脳部の合同会議がひらかれた。そして、事変が昭和十五年中に解決されない場合に

は華北、蒙疆
もうきょう

地方および上海を中心とする地域に「防共駐兵」を行うほかは、中国全

土から撤兵することにし、撤兵は翌十六年初めから開始して向う二カ年間に完了させる

ことに決定した。事変をついに持ちあぐんだ軍部内の空気は全く沈鬱であった。 

ところがそのような空気を突如一挙に激変させたものはこの年五～六月にヨーロッパ

に花々しく展開されたドイツの電撃作戦であった。これによってドイツはオランダ、ベ

ルギー、ルクセンブルグを席捲
せっけん

し、またフランスに侵攻してパリを占領、フランスはつ

いで降伏した。こうしてまたたく間にヨーロッパ大陸の心臓部を制圧したドイツはつづ

いて英本土上陸作戦を敢行しようとする姿勢を持するに至った。ヨーロッパ戦局のこの

正に劇的な急展開は当時の全世界を聳動
しょうどう

させた。しかもドイツ軍の英本土上陸はもは

や時間の問題であり、一たび上陸作戦が成功した暁には、戦局の大勢は全く決し第二次

世界戦争はドイツの勝利を以て終結するであろうとの観測も世界にしきりに行われるよ

うになった。このような中でわが国内の空気も騒然たるものあり、世界史が大なる転回

の秋
とき

を迎えた今、わが国は手を拱
こまね

いて傍観すべきではないとの論が世上に沸き起こり

それと共に所謂南進論が軍部を中心に 喧
かまびす

しく唱えられることになった。すなわちヨー

ロッパに於ける以上のような変動によってオランダ領東インド（蘭印）、フランス領イン

ドシナ（仏印）はいはば主人公を失った植民地となった。しかもドイツ軍の本土進攻に

備えねばならなくなったイギリスはアジアに於けるその権益を防衛するために行動する

余裕を失った形になった。そこで陸軍は今やわが国の勢力を南方へ拡大すべき千載一遇

の機会を迎えたと考えた。そして伝統的に南進の夢を抱いていた海軍も同様に色めき立

つに至った。なお陸海軍が南方進出を熱心に唱えるにいたったのは、日満華という所謂

東亜新秩序圏内では調達しがたい軍需上の資源、物資が東南アジア地域に豊富に存在し
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ていたことに因ること大であった。 

ヨーロッパに於ける戦況の激変はわが国内の南進論を烈しく高揚させることになった

ばかりではない。陸軍部内には、この南進のためにも独伊との提携を強化すべきである

との主張が強まり、独ソ不可侵条約の成立以来自然消滅の形にあつた独伊との提携問題

がここに再燃するに至る。      

                 （岡 義武「近衛文麿」１０８～１１０頁抄） 

 

終戦時の御製 

爆撃にたふれゆく民のうへをおもひいくさとめけり身はいかならむとも 

身はいかになるともいくさとどめけりただたふれゆく民を思ひて 

国がらをただ守らむといばら道すすみゆくともいくさとめけり 

   戦災地御巡幸 

戦のわざはひうけし國民をおもふ心にいでたちて来ぬ 

わざはひを忘れてわれを出迎ふる民の心をうれしとぞ思ふ 

国をおこすもとゐとみえてなりはひにいそしむ民の姿たのもし 

   折にふれて 

海の外の陸
くが

に小島にのこる民の上安かれとただいのるなり 

風さむき霜夜の月を見てぞ思ふかへらぬ人のいかにあるかと 

 

補遺 その十一 

戦艦大和の最後 

 [註]本文は故小泉信三先生がその旧友伊藤正徳氏著「連合艦隊の栄光」の巻頭 

に寄せられし序文の一節である。 

 四月二十四日(昭和三十七年)に青山斎場で葬儀が行はれ、私も旧友の一人として柩の

前に弔辞を読んだ。家に帰つて産経新聞の夕刊を手にとれば、伊藤の書きのこした「連

合艦隊の栄光」は、なほそこに続載されて居り、人をして、耳に亡き人の声をきくかの

やうな思ひをなさしめた。そこに伊藤は「世界一の好運艦」駆逐艦雪風のことを語つて

ゐるのであつた。雪風はあの太平洋戦争に於て、その主要な作戦の殆んど全部に参加し、

常に第一線に戦ひながら八十一隻の僚艦（駆逐艦）みな沈んだその間にあつてたゞひと

り、艦も艦長も無事なるを得たといふ、世にも珍しい好運艦なのである。その雪風の最

後の任務は、巨艦大和の出撃護衛であつた。 

 開戦四年、昭和二十年四月には、さしもの我が連合艦隊の大小の艦艇はすでに次ぎ次

ぎに亡びて、巨艦大和は日本に残るたゞ一隻の戦艦となつてゐた。その七万トンの大和

は、四月六日沖縄島を志して特攻作戦に出撃し雪風はその護衛艦の一としてその左側方

千五百メートルの海を南下したといふ。大和の出撃は間もなく敵に偵知され、敵飛行機

の大群に襲ひかゝられ、さしもの巨艦も爆弾三十余個、魚雷十五発以上を受けて遂に沈

んだのである。伊藤はその最後を叙していふ。 

「午後二時五十九分、大戦艦大和は四十五度近く傾いて、転覆はもはや寸秒の間と思
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われるのに、その沈下した艦首方面から、高角砲の火線は織る如く天空に向って、奔
ほとばし

り、

一機たりとも多く仇敵を射止めようとする勇敢なる戦士の奮闘は、僚艦の将兵に無限の

感激を与えた。 

が、運命遂に到り、爆発の大音響と共に、噴煙は大和の艦橋の五倍の高さに天を染め

て巨艦は没した。時に四月七日午後三時、坊の岬南方九十マイルの地点に、世界最大の

戦艦は姿を消したのであった。」 

 戦艦大和が比類なき大艦であつたやうに伊藤正徳は、比類なき大海軍記者であつた。

その伊藤の生前の最後の文が大和の最後を叙するものであつたことは、何か意味あるこ

とのやうにも思はれる。伊藤正徳の前に伊藤正徳なく、伊藤の後に伊藤なし、私に不似

合な言い方かも知れないが帝国海軍は伊藤の初恋の対象であり、またその最後の恋人で

あつた。彼はさきに連合艦隊の死をなげきとむらふ人のないのを憤り悲しみつゝ「連合

艦隊の最後」を書いたが、更に年を経てありし日のことを思へば連合艦隊の栄光をたゝ

へる一書を著はさずにはゐられなかつたであらう。四十年前彼の処女作「潜水艦と潜水

戦」の読者であつた私は、今伊藤のこの遺著の為め序文をかきつゝ彼の気持ちを察し得

るやうに思ふのである。        

昭和三十七年五月二日 

 

補遺 その十二 

パール判事の日本無罪論 

日本人の多くが米国のキーナン検事の論調に便乗して、日本の死屍
し し

に鞭うっていた時

インドのパール判事はただ一人不屈の精神をもって日本の無罪を主張してくれた。 

 パール判事の判決書は八百枚に亘る長文であるがその内容は、日本人として後世まで

も伝えなければならぬものである。その要点は 

一、支那事変以来、米英両国は、中立国の国際法上の義務に違反して、公然と蒋介石 

   政権に対し、経済的にも軍事的にも多大な援助を与えた。これは明らかに日本に 

対する挑発行為であって宣戦なき戦争を日本にしかけたものである。 

二、支那事変の末期、米、英、支、蘭四カ国に協同して、ＡＢＣＤ包囲陣を作り、日

本を経済的に包囲した。特に日本に対する石油の全面禁輸をしたことは、日本に

対する厳しい挑戦行為である。 

三、米国は開戦前の十一月二十六日、日本に対し最後通牒を突きつけた。その第三項   

   に「日本は中国および仏印の全土から、陸海軍と、警察力を全部撤退する」よう

に要求した。これは明らかに日清日露両戦後から、日本が正当に得た権益を捨て

ることを要求するもので、これは宣戦布告と同様である。 

四、米国は十一月二十七日、前哨地帯の諸指揮官に対し、戦争態勢に入るよう秘密指

令を出した。事実上米国はこの日に対日戦争を開始したことになる。米国議会は

この事実を知って非常に驚き、上下両院合同の査問委員会を結成して軍部の排戦

行為を激しく非難した事実がある。 

「時が熱狂と偏見をやわらげたあかつきには、また理性が虚偽からその仮面を剥
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ぎとった暁には、その時こそ正義の女神はその秤
はかり

の平衡を保ちながら、過去の賞

罰の多くに、そのところを変えることを要求するであろう」と表明。 

  

補遺 その十三 

  終戦後天皇陛下とマ元帥との第一回の会見 

 [註] 昭和二十年九月二十七日、天皇陛下は通訳一人の外何人をも伴はせられずに東

京のアメリカ大使館のマ元帥の室で同元帥（元帥もただ一人）にお会ひになつた。

この会見に関し重光外相は昭和三十年九月十四日読売新聞の朝刊に次の一文を寄

稿した。この寄稿文は日本歴史上極めて貴重な文献である。マ元帥亡きあと陛下

はあくまで沈黙を守られるであろうし重光氏も既に他界して居られる。 

 

読売新聞  昭和三十年九月十四日朝刊 

   天皇陛下を賛えるマ元帥   重光 葵 

     新日本の産みの親 

      御自身の運命、問題とせず 

私は渡米中、最も印象深かったマ元帥との会見の模様を少しばかり、御披露申し上げ

ます。九月二日、ニューヨークにおいて、午前十時半、十年前のこの日を思い出でつつ、

加瀬国連大使と共にマ元帥の住んでいるホテル、ワードルフ・アストリアの玄関先に着

きました。元帥の副官であったホイトニー将軍やスクリップ・ハロド通信の主ロイ・ハ

ワード氏らに迎えられた。 

 間も無く、エレベーターで、元帥のアパートに昇る。有名なワードルフ・アストリア・

ホテルのタワー(塔)の一隅である。アパートの入口まで出迎えられ、堅く私の手を握っ

た元帥の全身は、興奮のあまりふるえている。腕組みしながら、私を自室に導いてソフ

ァーの上に座をすすめ、自分は、その側のイスについた。広大な応接室の壁には、日本

の屏風の一双飾りつけられている。室内は全部日本時代に贈られた大小の品物で満たさ

れている。両陛下のご進物とも思われる銀の御紋章入りの花ビンも眼に映った。 

 重光「あなたは、われわれの最初の会見を記憶しておられるか。」 

 マツク「記憶するどころではない。それは横浜税関であったではないか。それ以来、 

世界には多くの出来ごとがあった。しかし、いずれも、日本にとっては総て成功の源 

となり日本国民の信用を築き上げるものとなった。 

 私は戦争裁判には終始反対であった。特に天皇を裁判に付することには絶対反対した。 

もし、さようなことをすれば、占領軍はなお百万の増援を必要とすると論じたのであっ 

た。幸に自分の抗議はいれられた。」 

 と元帥は答えた。当時横浜税関がマ司令部にあてられていた。元帥は今、その建物 

の中で、当時外務大臣たる私と重要会見をしたことを思い出しているのである。 

 九月二日、降伏文書の署名が済んでからマ元帥は日本全域に対して軍政の布告を発し 

て日本上下を震駭せしめた。 

 私は大変な事が起きたのであるから、直ちに元帥に会見して、軍政布告を取消し、占 
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領政治は、天皇および日本政府を通じて行うべき事を交渉するため、当時の終戦事務局 

長岡崎勝男氏を随え、翌三日早朝、総司令部の横浜税関に乗込んだのである。その時私 

は日本天皇の平和に対する伝統的思召しを説き、天皇を排除し、日本政府を否認しては 

日本の占領政治は成功することが出来ないことを強調して、軍政布告を取消さんことを 

求めたのである。元帥が私の要請に応じて軍政布告を取消した勇断は占領政治を成功せ 

しめた基礎を造ったといって差支ない。（当時のことは「昭和の動乱」下巻三〇一頁以下 

に出ている。） 

  重光「東京出発前、那須御用邸で、天皇陛下に拝謁した際、陛下は、 

『もしマ元帥との会合の機会もあらば、自分は米国人の友情を忘れたことはない。

米国との友情関係は終始重んずるところである。特に元帥の友情を常に感謝して其

の健康を祈っている。』と伝えてもらいたいとのことであった。 

マツク「自分は日本天皇の御伝言を他の何よりも喜ぶものである。私は陛下にお会い 

して以来、戦後の日本の幸福に最も貢献した人は天皇陛下なりと断言するに憚らないの 

である。それにもかかわらず、陛下のなされたことは未だかって、十分に（adequately 

 or fairly）世に知らされて居らぬ。十年前、平和再来以来、欧州のことが常に書き立て 

られて陛下の平和貢献の仕事が十分了解されないうらみがある。その時代の歴史が正当 

に書かれる場合には、天皇陛下こそ新日本の産の親であるといって崇められることにな 

ると信じます。 

 私は戦前には天皇陛下にお目にかかった事はありません。始めてお会いしたのは東 

京の米国大使館内であった。 

 どんな態度で、陛下が私に会われるかと好奇心をもってお出合いしました。しかるに 

実に驚きました（much to my surprise ）陛下は まず戦争責任の問題を自ら持ち出さ 

れ、つぎのようにおっしゃいました。これは実にびっくりさせられました（to my utter  

astonishment）すなわち 私は日本の戦争遂行に伴ういかなることにも、また事件にも 

全責任をとります。私はまた日本の名においてなされた、すべての軍事指揮官、軍人お 

よび政治家の行為に対しても直接責任を負います。自分自身の運命について貴下の判断 

で如何ようのものであろうとも、それは自分には問題でない私は全責任を負います。 

（go Ahead !） 

  これが陛下の御言葉でした。私は、これを聞いて、興奮の余り陛下にキスしようと  

した位です。もし国の罪をあがなうことが出来れば進んで絞首台に上がることを申し出

るという、この日本の元首に対する占領軍の司令官として私の尊敬の念はその後ますま

す高まるばかりでした。 

  陛下は御自身に対して、いまだかって恩恵（favor）を私に要請したことはありませ 

んでした。とともに決してその尊敬を傷つけた行為に出たこともありませんでした。 

（never lost his great sense of dignity）どうか日本にお帰りの上は自身の温かい御あい 

さつと親しみの情（warm personal greetings and friendship）を陛下に御伝え下さい。 

そしてその際自分の心からなる尊敬の念をも同時にささげて下さい（an expression  of  

my personal esteem）  
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 重光「それは必ず御受け合い申し上げます」 

以上ニューヨークでマ元帥と再会した時に、元帥が天皇陛下の思い出を興奮した態度で 

私に話したものを、当時同席したロイ・ハワード氏が速記していた記録に照らし合わせ 

たものである。 

 私はこれを聞いたときほんとに感激した。終戦の当時、戦犯の問題はもちろん追放の 

問題まで大騒ぎであった。その空気の中で天皇陛下は少しも親
みずか

らをかばおうとはせら 

れず戦争に対する国家国民の行動について如何なることも全責任を取ることを敵将に明 

言されたのである。その大御心は真に元日の如く世界を照しておるというべきである。 

 私の、この言葉は旧式の感傷の言葉ではなく歴史上の事実に対する感激の言葉である。 

この歴史的事実は陛下御自身はもちろん宮中からも今日まで少しももらされたことはな 

かった。それがちょうど十年経った今日、当時の敵将占領軍司令長官自身の口から語ら 

れたのである。私は何というすばらしいことであるかと思った。われわれは、なお日本 

民族の伝統を保っている。今日も、君民一体、一君万民と古い言葉があるが、日本民族 

のうるわしい姿をマ元帥の口から聞き得たという感激を以てワードルフ・アストリア・ 

ホテルを正午近く辞去したのであった。 

 

[註] 一、夢さめて旅寝の床に十とせてふ昔思へば胸せまりくる 

                  （昭和三十年八月十五日、那須にて御作） 


