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著者は外国特派員協会重鎮で、元ロンドン・タイムズ東京支局長のヘンリー・Ｓ・スト
ークス氏である。著書に「なぜアメリカは対日戦争を仕掛けたのか」
（祥伝社）、
「英国記者
が見た連合国戦勝史観の虚妄」
（祥伝社）などがある。
終戦から 70 年が過ぎた。
「南京大虐殺」や「性奴隷」などは全て事実ではない。日本が
アジアを侵略したというのは、アメリカが東京裁判などで喧伝したプロパガンダに過ぎな
い。太平洋戦争で最も大きな「戦争犯罪」を犯したのは広島・長崎に原爆を投下し、東京
大空襲では数時間で 10 万人を焼き殺したアメリカである。焼夷弾とは、日本の家屋が木造
であることから日本人を焼き殺すことが目的のために作られた爆弾である。一般市民や人

口密集地付近の目標に対して使用することは禁止されている。アメリカがその戦争犯
罪を糊塗して、日本を責める資格はない。
中国と韓国の反日は謂れなきプロパガンダである。中韓は、アメリカが自らの戦争犯罪
いんぺい

を 隠蔽 するために仕組んだ東京裁判と、日本に押し付けた戦勝史観の尻馬に乗り、自国民
の目を逸らして権力を維持するために詐欺を世界に発し、日本を貶めている。
著者は、日本人は、今こそその真実に目覚め、戦勝国史観の呪縛を解き、真の独立国に
なるべきだと我々日本人を勇気づけてくれる。
戦後 70 年の節目に、韓国も中国も「戦勝者」気取りだ。しかし朝鮮人は、第二次世界大
戦中は大日本帝国臣民として連合軍と戦っており、日本と韓国は戦っていない。
「日帝の植民地支配から独立した」というのも、真っ赤なウソである。韓国は、1948 年
8 月 1 日に独立したのに、1945 年 8 月 15 日に独立したことにしている。
中国も同様だ。中国共産党の一党独裁による中華人民共和国は、1949 年に成立した。第
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二次世界大戦の戦勝国などでは決してない。
日本とアメリカは太平洋を舞台に戦った。戦争を仕掛けたのはアメリカだった。日本は、
太平洋戦域でのみ戦ったのではない。イギリスとは、香港やインドなどで戦争となった。
アジア大陸では、フィリピンを植民地としていたアメリカを含め、アジアを侵略していた
欧米諸国の軍隊を一瞬にして排除してしまった。アジアが独立できたのは、日本軍の侵攻
があったからだ。日本が閣議決定した正式な戦争名「大東亜戦争」は実に的を得た名称で
ある。しかし、この史実を糊塗したいアメリカは、
「太平洋戦争」史観を受け入れることを
日本に強要した。その結果、いまだもって日本は「大東亜戦争」という日本の正式な戦争
・・・・・。
名を報道で使わないよう自主検閲している。

さて、目次を見ておこう。
はじめに
序

章 日本人よ、真実の歴史で反撃せよ！

第 1 章 アメリカが開けた「パンドラの箱」
第 2 章 慰安婦は、
「性奴隷」ではない
第 3 章 まやかしの「南京大虐殺」
第 4 章 東京裁判は文明の抹殺
第 5 章 日本人は血を流してアジア独立を助けた
終

章 日本が進むべき道

おわりに
中国（中華人民共和国）は第二次大戦の時には存在していない。当時は蒋介石率いる中
華民国である。我々は多くの血を流したが、一滴の血も流さなかった中国が戦勝国とは片
腹痛い。また、中国は、建国 100 年の 2049 年までに世界最大の大国を目指す「100 年マラ
ソン」戦略を進めているが、これが実現すれば現代版「悪の帝国」により、世界中から自
由・民主・人権・法治が一掃、抹殺され、地球は暗黒の星になるだろう。
また、もし日本があの戦争を戦わなかったら、いまごろ日本はアメリカ語で教育を受け、
日本語も読み書きすることが出来なくなり、その素晴らしい文化・歴史・伝統はすっかり
消え失せていたかも知れない。
さらに、日本が大東亜戦争を戦わなかったなら、アジア諸国はいまも欧米の植民地とし
て欧米列強の搾取の下にあることだろう。
アジア諸国の中で、歴史の認識問題で日本を批判しているのは、中国と韓国のみである。
さ

ぎ

その批判は歴史の事実に立脚しておらず、詐欺 である。そうした詐欺を史実として残そう
とするのは、プロパガンダを超えた卑劣な行為である。
戦後 70 年を境として、日本は、そんな歴史の捏造に断固として反駁をしてゆかなくては
ならない。
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著者は、5 年ほど前に、歴史家のジェラルド・ホーン教授がニューヨーク大学出版部より
レイス・ ウ ォ ー

出された「人種 戦争 」という本を読み、次のように述べている。
サブタイトルは、
「白人至上主義と大英帝国への日本軍の攻撃」とあった。そう、日本は
アジアを舞台に、大英帝国をはじめとする欧米の植民地から欧米列強の軍隊を一瞬にして
駆逐してしまった。それが、アジア諸国が独立できた理由である。
著者が「日本軍の侵攻が、アジアを独立させた」と、大東亜戦争開戦 70 周年記念で講演
した背景には、
「人種戦争」も含め、史実を直視しようという学者たちの論文があった。
「人
種戦争」で興味深いのは、
「日本軍の白人に対する残虐行為」とは、主として収容所でビン
タを食わされたといったレベルのことだった。
しかも、それでは白人に虐待されてきた中国人などが日本軍と共感してしまうので、「ア
ジア民族に対し、日本軍が残虐行為を行ったと宣伝しよう」と、アメリカ政府がイギリス
政府に対し、極秘文書を送っていることが記されている。
香港に日本軍が侵攻すると、南アフリカの人種隔離政策と同様の差別を受けてきた中国
人は、日本軍に協力したという。
同様に、日本軍が侵攻した他の地域でも、白人支配によって苦しめられた有色の民が、
日本軍と共に戦おうとする姿が描かれている。
つむ

こうした歴史の真実に目を 瞑 り、「日本軍がアジアを侵略し、アジアの人々に残虐行為
をした」というプロパガンダだけを盲信してはいけない。
今現在でも、日本のマスコミや政界は、マッカーサーの「連合国戦勝史観」を喧伝して
いる。この「虚妄」をいつまで報道し続けるのか。
ただ

戦後 70 年をターニング・ポイントに、捏造された歴史を 糺 していこうではないかと著
者は我々に呼びかける。
欧米も近隣諸国も、自分たちの歴史の物指しで日本の政治権力を測定し、勝手に歪め
てああだ、こうだと騒ぎ立てることが多い。全く迷惑である。
中国と韓国は、米国が仕組んだ東京裁判と、日本に押しつけた戦勝国史観の尻馬に乗り、
詐偽を世界に発し、日本を貶めている。
櫻井よしこ氏（週刊ダイアモンド：2015 年 1 月 17 日）によれば、産経新聞が、南京事件に関連
して、
「40 万人虐殺説」を伝えているという。これは、アメリカで現在使用されている公立高校
の記述だという（出版社は、マグロウヒル）
。2014 年には習主席がドイツを訪れた際に日本軍は 30 万人以
上を殺害したと演説。1 年も経たないうちに 40 万人になってしまった。習主席の対日歴史戦争の執念は既
にアメリカの教科書に書き込まれているわけである。
これで驚いてはいけない。日本の敗戦直後に中国側（中華民国政府）は中国人の死傷者は 320 万人だと
主張した。しかし、すぐに 579 万人に上方修正した。さらに、中国共産党政府は、これをさらに 2168 万人
に増やした。滅茶苦茶な数字だが、中国政府はひたすら主張し続ける。
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しかし、この数字さえ戦後 50 年目にまたもや上方修正された。反日教育を国是と定めた江沢民主席がロ
シアでの戦勝国記念式典でいきなり中国人犠牲者は 3500 万人だと大演説した。
南京大虐殺 40 万人（当時の南京の人口は 20 万人だった）説は単なる数字の問題を超えて、習近平政権
の邪悪な政治的意図が込められていることを、我々日本人ははっきりと認識すべきである。
中国の大きな狙いは、日本とナチスドイツは全く同じであると位置づけ、大東亜戦争の歴史を書き換え
ようとしているのである。

三好範英の書に「ドイツリスク」
（光文社新書）がある。福島原発事故のとき、ドイツのマスコミ
はヒステリー症状に陥っていた。花粉症でマスクをかけて駅で電車を待つサラリーマンの写真を
「原発事故に怯え、東京から逃げる人々」と、信じられないキャプションをつけていた。
それでなくても歴史認識では、中国や韓国とほぼ同一線上の批判の目をドイツマスコミは日本に向ける。
高級紙といわれるシュピーゲルでさえ、そうなのである。
さて、ドイツ人は過去の歴史を克服するために、日本を攻撃することによって、倫理的な高みを獲得し
しょくざい

たと信じ込むようになった。いわば、
「 贖罪 のイデオロギー化」である。
だからドイツは謝罪して過去に訣別しようとしているが、日本は謝罪していないなどと中国や韓国のプ
ロパガンダを鵜呑みにして、あるいはそれを信じ込むことによって「主観的な優越感」に浸っている。
道徳的に自分より劣った日本人を発見して、バランスを回復する精神のメカニズムがあるのではないか
と著者の三好氏は分析する。

「日本の朝鮮統治は世界に類のないものだった」では、呉善花著『なぜ「反日韓国に未
来はない」のか』
（小学館新書）を引用し、西洋列強の植民地支配と日本の韓国統治を比較
し、韓国側の「日本は朝鮮から多くの富を収奪して利益をむさぼり・・・」という主張は、
全く嘘のプロパガンダであったことを詳しく述べており、反日の元凶は反日教育だという。
慰安婦問題では、アメリカでは慰安婦といわず性奴隷という。性奴隷といえばアメリカ
における黒人女性の例がある。性奴隷とは、実に忌まわしく、醜く、悪辣な表現だが、実
際に性奴隷というものが存在した歴史を持っているから、彼らにとっては不自然ではなか
った。だからこそ、アメリカ人は“さもありなん”とばかりに、その呼び方をストレート
に受け入れてしまった。
一方、日本は、歴史上で奴隷制度を持ったことのない国だった。だから、そもそも性奴
・・・・・。しかし、慰安婦問題の種をまいたの
隷などという概念すら存在していなかった。

は日本人だった・・・・。
まやかしの「南京大虐殺」では、自由社の「新しい歴史教科書」の市販本が話題として
出てくる。この市販本は、
「南京大虐殺」を書かずに、史実である「通州事件」を初めて書
いた教科書である。
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「通州事件」が歴史的事実だったのに対し、
「南京大虐殺」は中国政府のプロパガンダで
史実ではないことを、
「何時」
、
「何処で」
、「誰が」
、
「何を」、
「どんな風にして」と順を追っ
て著者は究明している。日本軍が南京を占領したことで治安が回復し、20 万人だった人口
・・・・・。
が、1 か月後には 25 万人に増えていたという。

東京裁判の違法性を指摘する世界の声では、本書では、アメリカ人 11 名、イギリス人 2
名、オーストラリア 2 名、オランダ 1 名の計 16 名の外国人識者の主張が紹介されている。
まずウィリアム・シーボルト（米：連合国最高司令官政治顧問）の主張。
「私は、起訴状の中に述べられた忌まわしい事件の多くをよく知っているけれども、本
能的に私は、全体として裁判をやったこと自体が誤りであったと感じた。当時としては、
国際法に照らして犯罪ではなかったような行為のために、勝者が敗者を裁判するというよ
うな理論には、私は賛成できなかった。もちろん、これと反対の意見の中にも、相当の説
得力を持ったものもあった。そして歴史によって、その正当性が証明される時が来るかも
知れない。しかし、この点に関しては、私の感じは非常に強かったので、この最初の演出
された行事が終わるまで、私は不安な感じに襲われ、再び法廷には戻らなかった。
ベンブルース・ブレイクニー（米：東京裁判弁護人）の主張。
「戦争での殺人は罪にならない。それは殺人罪ではない。戦争は合法的だからだ。たと
え嫌悪すべき行為でも、犯罪としての責任は問われなかった。キッド提督の死が真珠湾爆
撃による殺人罪になるならば、我々は広島に原爆を投下した者の名を挙げることが出来る。
投下を計画した参謀長の名も承知している。その国の元首の名前も我々は承知している。
彼らは殺人罪を意識していたか。してはいまい。それは彼らの戦闘行為が正義で、敵の
行為が不正義だからではなく、戦争自体が犯罪ではないからである。何の罪で、いかなる
証拠で、戦争による殺人が違反なのか。原爆を投下した者がいる。この投下を計画し、そ
の実行を命じこれを黙認した者がいる。その者達が裁いているのだ。
オリバー・リットルトン（英：軍需生産大臣）の主張。
「日本がアメリカを戦争に追い込んだというのは、歴史の狂言である。真実はその逆で
・・・・・。
ある。アメリカが日本を真珠湾に誘い込んだと見るのが正しいのだ」

日本の前に立ち塞がる壁があり、それは、安倍首相と安倍政権を「国粋主義」や「歴史
修正主義」という言葉で非難するアメリカ人の心の中に、日本を弱い国にしておきたいと
いう心理が働いているようである。
本書を読み終わって感じたことは、
「欧米や中韓に言いたい放題を許すことは平和を破壊
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する行為と同じである」ということである。
すなわち、これらは欧米や中韓による共同謀議に等しく、日本への挑発、国家的尊厳へ
の侵害である。日本政府は、国民に、こうした海外の動きを、真実に沿って克明に、分か
り易く伝え、教える義務がある。というのも、ほとんどの日本人は国内の偏向メディアに
よって世界の現実から遮断されているからである。
アメリカにとって、「南京大虐殺」や「慰安婦問題」など、どうでもいいのである。「原
爆投下」が正当化されればそれでいいのである。日本をますます孤立化させればいいので
ある。
「地球上最低な民族」というレッテルを日本民族に貼ることが、目的なのである。
真実はどうであれ、本書で述べられたことは事実に反する扇動的な宣伝でありデマであ
る。このデマはすでに全世界に浸透して日本を貶めている。
国民の総意としての抗議をしたい。「原爆投下」
（アメリカ）と「慰安婦問題・南京大虐
殺」
（中韓）という虚実を対比させるナンセンスを、世界中のバカにも分かるように説明し、
しかるべき人物が敵地のマスメディアに乗り込んで、惚れ惚れするような論陣を張り、相
手を紳士的に論破すべく、手を打つべきである。
そうした努力こそが、国際平和につながるのである。言いたい放題、したい放題を放任
することは、結局、平和を破壊する非人道的な態度なのである。
「どうして中国と韓国が過去の歴史について、日本を強く非難し続けるのか」というと、
中国と韓国は日本と違って明るい未来がないから、過去にしがみ付く他ないからである。
国際関係アナリストの北野幸伯氏によれば、2012 年 11 月、中国はロシアの首都モスク
ワで、今後の戦略を明らかにした。
「中国、ロシア、韓国で反日統一共同戦線を作ろう」、
「日
本には北方 4 島、竹島、そして沖縄の領有権すらない」、
「反日統一共同戦線には、アメリ
・・・・・。
カも引き入れなければならない」
。

中国は、「日本は右傾化している」、
「日本は、軍国主義化している」、
「日本は、歴史の修
正を目指している」と大々的にプロパガンダを行った。それで、なぜアメリカが反日にな
るかというと、欧米諸国、中韓の歴史観は「日本は悪、欧米諸国、中韓は絶対善」だから
である。これを、日本はひっくり返して、「日本は善、悪いのは欧米、中韓」にしようとし
ている。今まで善人面していたアメリカが悪人にされてしまう。これでは困るのでアメリ
カは「歴史修正」に反対する。中国のプロパガンダは成功したかに見えた。このようにア
メリカ自身も気づいていなかったわけだが、中国のプロパガンダにまんまと乗せられたと
いうわけである。その後の世界の動きは皆さんご存知と通りである。今現在の日本の安保
外交の最重要課題は、
「中国問題をどうするか」だけである。
本書は、構成もよく、何よりも資料が信頼するに足る。真実に満ちた著者の日本への深
い愛情が感じられる書である。ぜひ一読して欲しい。
2015.9.19
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