
１９５１年４⽉１９⽇。⽶上下院合同会議で、連合国軍最⾼司令官

（ＳＣＡＰ）として⽇本を占領統治したダグラス・マッカーサー。

陸軍元帥のダグラス・マッカーサーは、８⽇前の１１⽇、マッカーサー

は第３３代⽶⼤統領、ハリー・トルーマンに全ての役職を解任された。

⽶上院軍事・外交合同委員会はマッカーサーを聴聞会に召喚した。

テーマは「極東の軍事情勢とマッカーサーの解任」 マッカーサーは快諾した。

証⾔台に⽴ったマッカーサーは質問に誠実に応じ、１９５０年６⽉に勃発した

朝鮮戦争の経緯をよどみなく説明し続けた。

その際に⽇本に触れて、⽇本は侵略ではなく、⾃衛のために戦争したと
証⾔した。」

  タグラス•マッカーサーのアメリカ議会上院(軍事外交合同委員会)の公聴会での証⾔

  1951/05/03

  ⽇本の皆さん先の⼤戦は、アメリカが悪かったのです。

  ⽇本は何も悪くありません、⽇本は⾃衛戦争をしたのです。

  イギリスのチヤーチルに頼まれて、ドイツ参戦の⼝実として、⽇本を対⽶戰争に追いこんだのです。

  アメリカは、⽇本を戦争に誘いこむために、イジメにイジメぬきました。

  そして最後通牒として⼋ル•ノートを突きつけました。

  中國⼤陸から出て⾏けだの、⽯油を輸⼊させないなど、アメリカに何のの権利があったというでしょう当時、アジア のほと
どの国が⽩⼈の植⺠地でした。

  ⽩⼈は良くて、⽇本⼈は許さなかったのです。

  ⼋ルノートのことは、私も国⺠も知りませんでした。

  あんなものを突き付けられたら、どんな⼩さな国でも戦争に⽴ち上がるでしょう。
  戦争になれば、圧倒的な武⼒でアメリカが勝つことは戦う前から分っていました。

  我々は戰後、⽇本が⼆度と⽩⼈⽀配の脅威とならないよう周到な計画を⽴てました。
  
  アメリカは知っていたのです。

  国を弱体化する最善の⽅法はその国から⾃信と誇りを奪い歴史を捏造することだと。

  戦後、アメリカは忠実に実⾏していきました。

  ⽇本がアジアを⽩⼈の植⺠地から解放しょうとしたという本当の理⽩を隠すために、

  ⼤東亜戦争と⾔う名称を禁⽌し、代わりに太平洋戦争という名称を使わせました。

  東京裁判はお芝居だったのです。

  アメリカが作った憲法を⽇本に押しつけ、戰争ができない国にしました。

  公職追放をして、まともな⽇本⼈を追い払い、代わりに反⽇的な左翼分⼦を⼤学などの要職にばら撤きました。

  その教え⼦たちが今.マスコミや政界などで反⽇活動をしているのです,
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  徹底的に検問を⾏い、アメリカにとって都合のの悪い情報は⽇本国⺠に知らせないようにしました。

  ラジオ.テレビを使って戰前の⽇本は悪い国だった、載争に負けて良かったのだと⽇本国⺠を騙しました。

  これらの政策が功を奏し、今に⾄るまで独⽴国として⾃⽴出来ない状態が続いてい
  るのです。

  私は反省しています。

  ⾃虐史観を持つペきは、⽇本でなくアメリカなのです,

  戦争終結に不必要な原⼦爆弾を⼆つも使ってって何⼗万⼈という⺠間⼈を虐殺しました。

  最後に、私が⽣きていた時の証⾔を記してして、謝罪の⾔葉としたいと思います。

  私は⽇本について誤解をしていました。

  ⽇本の戦争の⽬的は、侵略ではなく⾃衛のためだったのです。

  太平洋において、⽶国が過去⼆百年間に犯した最⼤の過ちは、共産主義を中国において強⼤にさせたことでし     た。

  東京裁判は誤りだったのです。

  ⽇本は、⼋千万⼈に近い膨⼤な⼈⼝を抱え、その半分が,農業⼈⼝で、後の半分が⼯業⽣産に従事していました。

  潜在的に、⽇本の擁する労働⼒は、量的にも質的にも、私がこれまで接した可れにも劣らぬ優秀なものです。

  歷史上のどの時点においてか、⽇本の労働⼒は、⼈間は怠けている時よりも働いて⽣産している時の⽅がし幸福  なのだとい
こと、つまり、労働の尊厳と呼んでよいようなものを発⾒していたのです。

  ここまでの巨⼤な包容⼒を持っているということは、彼らには何か働くための材料が必要だという事を意味します。

  彼らは⼯場を建設し、労働⼒を有していました。

  しかし彼らには、⼿を加えるペき材料を得ることができませんでした。

  ⽇本原産の動植物は蚕を除いて殆どないも同然でした。

  綿がない、⽺⽑がない、⽯油の産出がない錫がない、ゴムがない、他にも無いものばかりでした。

  その全てがアジアの海域に存在したのです。

  もし、これらの原料の供給を断ち切られたら、⼀千万から⼀千⼆百万の失業者が⽇本に発⽣するであろうことを彼  らは恐れ

のです。

  従って、⽇本が戦争に⾶び込んでいった動機は、⼤部分、安全保障の必要Iこ迫れてのことだったのです。
  

マッカーサーとフーパー⼤統領の会話の際⼤統領は次の⾔葉を発し、マッカーサー

も同感・同意しました。

太平洋戦争は、⽇本が始めた戦争じやない。

あのアメリカの狂⼈「ルーズベルト」が、⽇⽶戦争を起こさせた。

気が狂っていると⾔っても精神異常なんかじやない、本当に戦争をやりたくてしようが

なかった

その欲望の結果が⽇⽶戦争になったんだ。
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 Testimony at a hearing of the US Senate (Military Diplomatic Joint Committee) of Douglas MacArthur

 1951/05/03

 The United States was bad in the war ahead of all Japanese people.

 Japan is not bad at all, Japan has fought a self-defense war.

 Asked by British Chachill, Japan is chased by the fight against the United States as an excuse to 
 participate in Germany

 It was packed.

 The United States has been bullied to lure Japan into the war.

 And as an ultimatum, I struck an ultimatum.

 What rights does the United States have, such as getting out of mainland China and not allowing oil 
 to be imported?

 At that time, most Asian countries were white colonies.

 White people were good, Japanese people didn't forgive.

 Neither I nor the people knew about Eight Renault.

 Any small country will go to war if such a thing is struck.

 Before the war, I knew that the United States would win with overwhelming force in the event of a war.

 After the war, we made a careful plan to prevent Japan from becoming a threat to white rule again.

 America knew.

 The best way to undermine a country is to rob it of confidence and pride and forge history.

 After the war, America faithfully carried out.

 To hide the true reason that Japan tried to free Asia from the white colonies

 We banned the name Greater East Asia War and used the name Pacific War instead.

 The Tokyo Tribunal was a play.

 By imposing the constitution made by the United States on Japan, we made it a country where we 
 cannot fight.

 Exile public office, drive away decent Japanese, and instead ban anti-Japanese leftist molecules 
 from college

 Which important job was removed.

 The students are now doing anti-Japanese activities in the media and politics, etc.

 Thoroughly inspect and do not inform the Japanese people of information that is inconvenient for 
 the United States



 I did it.

 Radio. Using TV, Japan was a bad country before, and it was good to lose the dispute.

 I deceived the Japanese people.

 These policies have been successful, and until now, the state of being unable to become independent 
 as an independent country has continued.

 It is.

 I regret it.

 Peki, who has a view of masochistic history, is not Japan but America,

 Massacre hundreds of thousands of civilians with two nuclear bombs unnecessary to end the war

 I did.

 Finally, I would like to write down my testimony when I was alive and make an apology.

 I was misunderstanding about Japan.

 The purpose of the Japanese war was not for aggression but for self-defense.

 The biggest mistake the United States has made in the last two hundred years in the Pacific is 
 communism in China

 It was to make it mighty.

 The Tokyo Tribunal was wrong.

 Japan has a huge population of nearly 80 million, half of which is agricultural and the other half.

 I was engaged in industrial production.

 Potentially, Japan's labor force, both quantitatively and qualitatively, is as good as I have ever 
 been in contact with.

 Is as good as it is.

 At some point in history, the Japanese workforce works better than when humans are lazy.
 It means that you are happier when you are producing, that is, you can call it the dignity of labor.
 I was discovering something like that.

 Having such a huge capacity means that they have the material to do something.

 It means that it is necessary.

 They built a factory and had a labor force.
 But they couldn't get the pebbles to modify.

 Except for silk moths, there were almost no animals and plants native to Japan.

 No cotton, no wool, no oil production, no tin, no rubber, no other idiot
 It was.

 All of them existed in the waters of Asia.



 If the supply of these raw materials is cut off, 10 to 12 million unemployed people will be in 
 Japan.

 They were afraid that it would happen to them.

 Therefore, most of the motives for Japan to jump into the war are the need for security.

 It was that.

 Later,  during a 

 conversation between MacArthur and President Hooper, the president said the following words: MacArthur

 Sir agreed and agreed.

 31st generation: Eight-part • Words of President Hooper (Republican Party)

 The Pacific War is not the same as the war that Japan started.

 That American madman "Roosevelt" caused the Japan-US war.

 Even if I say I'm crazy, I don't have any mental illness,

 The result of that desire that I really wanted to go to war was the US-Japan war.

 




