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⽶⼤統領フランクリン・ルーズベルトは、１９３９年９⽉に欧州で始まった第⼆次世界⼤戦でドイツに
追い詰められていた英国を助けるためにも、参戦したいと考えていました。しかし⽶国⺠の圧倒的
多数は第⼀次⼤戦に懲りて戦争を望んでおらず、ルーズベルトは１９４０年１１⽉に３選を果たした
際に「あなた⽅の⼦供はいかなる外国の戦争にも送られることはない」と、戦争しないことを公約に

していました。

参戦するにはよほどの⼝実が必要です。

⽶軍はドイツの潜⽔艦を挑発して、ドイツ側から攻撃させようとしましたがドイツは引っ掛かりません
でした。

そのためルーズベルトは、ドイツ、イタリアと三国同盟を結んだわが国を挑発するという「裏⼝」からの
参戦をたくらんだのです。

１２⽉、⽶国議会は中国国⺠政府への１億ドルの借款供与案を可決。ルーズベルトは「われわれは
⺠主主義の兵器廠とならなければならない」との談話を発表しました。

翌１９４１年３⽉には、⼤統領の権限で他国に武器や軍需品を売却、譲渡、貸与することができる武
器貸与法を成⽴させました。

これによって英国や中国国⺠政府、ソ連に軍事援助を⾏いました。

「戦争しない」と⾔って選挙に勝った、わずか半年後のことです。

⼤⻄洋会談でルーズベルトは、参戦を求めるチャーチルに対して「３カ⽉はやつら（⽇本）を⼦供の
ようにあやすつもりだ」と述べました。

戦争準備のため時間稼ぎをするのでしばらく待ってくれという意味です。

ルーズベルトはわが国に対して「ハワイは無理だが、アラスカのジュノーでなら会談してもいい」など
と回答して気を持たせましたが、初めから⾸脳会談を⾏うつもりなどありませんでした。

実は前年の１９４０年１０⽉、⽶海軍情報部極東課⻑アーサー・マッカラムが、⽇本を追い詰めて先
制攻撃させる⽅法として８項⽬の覚書を書いています（マッカラムの覚書）。

そこには「在⽶⽇本資産の凍結」や「オランダとともに⽇本への⽯油輸出を禁⽌する」といった内容
がありました。

それがほぼ実⾏に移されたのです。

１９４１年１１⽉１５⽇、⽶陸軍参謀総⻑ジョージ・マーシャルは⾮公式の記者会⾒で「紙でできた⽇
本の都市を燃やす」「市⺠を爆撃することに何の躊躇も感じない」と⾔い放ちました。

２６⽇、⽶国はわが国に中国⼤陸からの撤退などを求めるハル・ノートと呼ばれる最後通告を突き付
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けてきました。

ルーズベルトは極端な⼈種差別主義者で、⽇本⼈を病的に蔑視していました。

「⽇本⼈は頭蓋⾻の発達が⽩⼈より２０００年遅れているから凶悪なのだ」と⼤真⾯⽬に信じていた
のです。

駐⽶英公使ロバート・キャンベルはルーズベルトとの会談内容を本国に報告した⼿紙で、ルーズ
ベルトがアジアで⽩⼈との⼈種交配を進めることが重要と考え、「インド－アジア系、あるいはユー
ラシア系、さらにいえばヨーロッパ－インド－アジア系⼈種なるものを作り出し、それによって⽴派な
⽂明と極東『社会』を⽣み出していく」、ただし「⽇本⼈は除外し、元の島々に隔離してしだいに衰

えさせる」と語ったと書いています。

「元の島々に隔離してしだいに衰えさせる」という妄想を⾔葉に出して、わが国に通告したのがハル
・ノートなのです。

もし⽶国が他国から「建国当初の東部１３州に戻れ」と⾔われたらどう思うでしょうか。

戦後の東京裁判でインド代表判事のラダビノード・パールは「同じような通牒を受け取った場合、モ
ナコ王国やルクセンブルク⼤公国でさえも合衆国に対して⼽（ほこ）を取って起ち上がったであろう」

という歴史家の⾔葉を引⽤しています。

ハル・ノートは国務⻑官のハルが⼿渡したためそう呼ばれていますが、原案を書いたのは財務次
官補ハリー・ホワイトでした。

ホワイトはＪＢ３５５を推進したカリーと同様、ソ連のスパイでした。⽶国とわが国を戦わせるため、とて
も受け⼊れられない強硬な内容にしたのです（ホワイトがソ連のスパイだったことは戦後明らかにな

り、下院に喚問された３⽇後に⾃殺しています）。

ハル・ノートを出す前に⽶国は暫定協定案を作っていました。わが国が受け⼊れ可能な内容でし
たが、中国国⺠政府の蒋介⽯が強硬に反対しました。

カリーの推薦で蒋介⽯の顧問になっていたオーエン・ラティモアが暗躍していたのです。

⽶国のシンクタンク、太平洋問題調査会（ＩＰＲ）にはラティモアら共産主義シンパが⼊り込んでいま
した。

わが国の昭和研究会と同じような役割を果たしたといえます。

ルーズベルト政権には３００⼈ものソ連への協⼒者が⼊り込んでいました。

ソ連の浸透は、ソ連のスパイが本国とやり取りした暗号電報を⽶軍が解読したヴェノナ⽂書が１９９
５年になって公開されて明らかになりました。

前に述べた通り、ルーズベルトは共産主義への警戒感はなく、ソ連の独裁者ヨシフ・スターリンに
ついて「共産主義者ではなく、ただロシアの愛国者であるだけだ」と⾔っていました。

妻のエレノアも共産主義に共鳴していました。



ルーズベルトはわが国と⽶国を戦わせようというスターリンの謀略に影響されていたのです。

 マッカラムの覚書 真珠湾攻撃呼び込んだとされる、メモ

 マッカラム・メモは開戦の呼⽔になったのか
 アーサー・マッカラム（マコーラム）の1940年10⽉7⽇付のメモ。スティネットによると、彼が国⽴公⽂
 書館 （ナショナル・アーカイブス）で1995年1⽉24⽇に発⾒したもので、直属上司の海軍情報部⻑

 （ウォルター ・S・アンダーソン⼤佐）にあてたもので、「太平洋地域の情勢評価と⽶国がとるべき⾏
 動についての勧告 とタイトルがある。

1 太平洋、特にシンガポールなど、太平洋における英軍基地を利⽤するため英国と同盟ないし、
  協定  を結ぶ。

2 蘭印にある基地の使⽤、補給物資の調達についてオランダ政府と協定を結ぶ。

3 中国（蔣介⽯政権）にたいし、可能な限りの援助を与える。

4 航続能⼒の⾼い重巡洋艦の⼀個隊を極東、フィリピン、シンガポールに派遣する。

5 潜⽔艦⼆個隊を極東に派遣する。

6 合衆国ハワイ艦隊の主⼒を引き続き駐留させる。

7 英国と共同し、⽇本に対し全⾯禁輸し、⽶国内の⽇本資産凍結を実施する。

8 これらの⾏動を実施すれば⽇本は対⽶戦に突⼊するだろうと結論しているが、これには⽶国が⽇本
  に対  して絶対優位にあり、その気になれば⽇本を完膚なきまでに叩き潰せるだろうという、思い上

  がりがあった。

 マッカラム・メモの送付先は、⼤統領直属の2名の軍事顧問（上記アンダーソン⼤佐、ノック⼤佐）であり
 、その うちのノック⼤佐は明確に「貴官の⾏動⽅針に同意する」と裏書して、アンダーソン⼤佐に回覧

 したとスティネ ットは⾔う。

 なおマッカラムの献策は歴史的には何らかの形ですべて実⾏に移された。

 このスティネットの主張に対して、秦郁彦は「改めて検証すればレヴェルの⾼い⽂書でもなく、「ルーズベ
 ルト 政権によって裁可された『対⽇開戦促進計画』の⽂書」（『欺瞞の⽇』に対する中⻄輝政評）でもな

 い。

 しかも彼は中間管理職であり、上に作戦部次⻑、作戦部⻑、情報部⻑、戦争計画部⻑もいて、ルーズベ
 ルト までこのメモがいくなど、普通では考えられないことである。

 スティネットがいうような確実な証拠はない」と反論している。

US President Franklin Roosevelt went to Germany in World War II, which began in Europe
in September 1939.

I wanted to participate in the war to help Britain, which had been cornered. But overwhelm



ing Americans

Many did not want a war after World War I, and Roosevelt won three elections in November 
1940.

At the time, he promised not to go to war, saying, "Your children will not be sent to any fo
reign war."was doing.

You need a lot of excuses to participate in the war.

The U.S. military provokes a German submarine and tries to attack it from the German side,
but Germany does not get caught

was.

Therefore, Roosevelt is from the "back door" to provoke Japan, which has formed a tripartite alliance with Germany and
Italy.

I planned to participate in the war.

In December, the US Parliament passed a $ 100 million loan to the National Government of the Republic of China.
Roosevelt said, "We

It must become a democratic arsenal. "

The following year, in March 1941, Takeshi was able to sell, transfer, and lend weapons and munitions to other countries
under the authority of the President.
The vessel lending law was enacted.

This provided military aid to the United Kingdom, the National Government of China, and the Soviet Union.

It was only half a year after he won the election by saying "no war".

At the Atlantic talks, Roosevelt told Churchill that he wanted to participate in the war, saying, "For three months, they will
be children (Japan).

I'm going to take it easy. "

It means that you will have to wait for a while as you will earn time to prepare for the war.

Roosevelt told Japan, "Hawaii is impossible, but you can meet in Juneau, Alaska."
However, I had no intention of holding a summit meeting from the beginning.

In fact, in October 1940 of the previous year, Arthur McCallum, chief of the Far East Division of the U.S. Navy's
Information Department, hunted down Japan.

I have written 8 items of memorandum as a method to control the attack (McCollum memorandum).

There are contents such as "freezing of Japanese assets in the United States" and "prohibiting oil exports to Japan with the
Netherlands".

had.

It was almost put into practice.

On November 15, 1941, U.S. Army Chief of Staff George Marshall said at an informal press conference, "A day made of
paper.

"Burning the city of books" "I don't feel any hesitation in bombing the citizens," he said.

On the 26th, the United States issued an ultimatum called Hull Note calling on Japan to withdraw from mainland China.
I've been.

Roosevelt was an extreme racist who morbidly looked down on the Japanese.

"The Japanese are evil because their skulls are 2000 years behind the whites," he believed seriously.



It is.

Robert Campbell, the British minister to the United States, wrote a letter reporting the content of the meeting with
Roosevelt to his home country.

Belt believes that it is important to promote racial mating with whites in Asia, "Indian-Asian, or You.
Created a Rasia, or even a European-Indo-Asian race, and thereby splendid

We will create a civilization and a "society" in the Far East. "However," Japanese people are excluded, and they are
isolated on the original islands and gradually decline.

I'll let you know. "

It was Hull who notified Japan by expressing the delusion that "Isolated to the original islands and gradually declined".
・ It's a notebook.

What would you think if the United States was told by another country to "return to the original 13 eastern states"?

At the post-war Tokyo Tribunal, Indian Judge Radhabinod Pal said, "If you receive a similar ultimatum,
Even the Kingdom of Naco and the Grand Duchy of Luxembourg would have risen up against the United States. "

I quote the historian's words.

Hull Note is so called because it was handed over by Secretary of State Hull, but the draft was written by Treasury.
It was assistant official Harry White.

White was a Soviet spy, as was Curry, who promoted JB355. To make the United States and our country fight
(It is clear after the war that White was a Soviet spy.

I committed suicide three days after being summoned to the House of Representatives).

Before issuing Hull Note, the United States was drafting a tentative agreement. The content is acceptable to Japan
However, Chiang Kai-shek of the Chinese National Government strongly opposed it.

Owen Lattimore, who had been an adviser to Chiang Kai-shek at the recommendation of Curry, was in the dark.

Lattimore and other communist sympathizers have entered the Institute of Pacific Relations (IPR), a think tank in the
United States.

did.

It can be said that it played the same role as the Showa Kenkyukai in Japan.

The Roosevelt administration had as many as 300 Soviet collaborators.

The penetration of the Soviet Union was 199 by the Venona document that the U.S. military deciphered the encrypted
telegram that the Soviet spy exchanged with the home country.

It was released and revealed in 5 years.

As mentioned earlier, Roosevelt was not wary of communism and told Soviet dictator Joseph Stalin.
He said, "I'm not a communist, I'm just a Russian patriot."

My wife Eleanor also resonated with communism.

Roosevelt was influenced by Stalin's plot to fight our country and the United States.




