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挨拶する貫名初子さん 

「ＮＨＫを二度と大本営発表の

ような政府の放送局にしては

なりません。」 

 

小山帥人さん 

報道カメラマン 

 

満席の兵庫県農業会館 

 

桂 敬一さん 

マスコミ 9条の会呼びかけ人 

１１月１５日、神戸市内で「忍びよる戦争とマスコミを考える」講演と対談を

行いました。つどいではメディア研究者の桂敬一さんが「戦後民主主義の危機と

マスコミ―朝日タタキの意味するもの」と題して講演しました。 

代表の貫名初子さんは「ＮＨＫは今、安倍政権の要請に応えて、国民を再び戦

争へ誘導するのかどうか分れ目に立っています。ＮＨＫを二度と大本営発表のよ

うな国策放送局にしてはなりません」と挨拶しました。 

第 32 回 メディアを考える市民のつどい 
  
 

忍びよる戦争と忍びよる戦争と忍びよる戦争と忍びよる戦争と    マスコミを考えるマスコミを考えるマスコミを考えるマスコミを考える    
―― 朝日新聞たたきの意味するもの―― 

会場いっぱいの２００人が参加 

ＮＨＫは政治権力からの自立を！ 

NHＫ問題を考える会（兵庫） 
2014 年 12 月   ニュース ＮＯ．32 

神戸市中央区元町通 6-7-6-5F 平和友好センター内 電話・FAX （０７８）３５１－０１９４ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://nhkwatchers.web.fc2 .com/ NHK 問題を考える会（兵庫） 検索 

桂さんは「慰安婦」問題などで右派勢力からの「朝

日新聞」バッシングは安倍首相の「戦争する国づく

り」と関わっていると指摘。「戦争はある日突然、

巨大な暴力をふるうものとして立ち現れものでは

ありません。日常の生活の中でだんだん慣らされて

忍びよってくるのです」とご自分の少年時代を振り

返って話されました。 

また、「朝日も戦争責任をきちんと反省していな

いという点で、そのすきを突かれたところがある」

と話されました。 

後半は映像ジャーナリストの小山帥人さんが「新

聞・放送の戦争責任」について、映像を紹介しなが

ら話されました。1925 年のＮＨＫ設立からの歴史を 

ひもとき、戦争中に「大本営

発表」という形で戦争に協力

したことについて「職員が十

分考え反省することが無か

った」と指摘。9 人から質問

が出され、28 人から感想文が 

出されました。いつも若い人の参加を望む声があり

ますが、今回も「直接被害を受ける若い人はどうし

てる？教育者（親・教育者）の怠惰は？」という声

もありました。 

集会のテーマが大きな関心を呼び、国会解散・

衆議院選挙が近いなかでも会場の後ろの方までい

っぱいの２００人が参加しました。 
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桂 敬一さんのお話  『戦後民主主義の危機とマスコミ』 

――
――――
――朝日

朝日朝日
朝日たたきの

たたきのたたきの
たたきの意図

意図意図
意図するもの

するものするもの
するもの――

――――
―― 

  
 （参照資料は別添）

   
      
   

皆さんのなかでも、このところ若干峠を越えたよ

うに見えますが、朝日新聞バッシングのことを気に

かけた方が多いのではないかと思います。私は、こ

の問題は戦争が近づいてきていることと関わりがあ

ると思っています。 

今年の７月１日、安倍首相が「集団的自衛権はこの

国が危機に臨んだ時には使える」とする閣議決定発

表のために、記者会見をしました。 

「戦争をするわけではないけれども、ある程度の武

力行使は限定的にはできる」というのです。 

これまでは「そういうことは今の９条２項ではでき

ない」と法制局長官がずっと言ってきました。この

長官を辞めさせ、代わりに外交官上がりの小松一郎

を新長官に据え、「武力行使も可能」と解釈させ、強

引に閣議決定したのです。 

東京でも関西でも 2013 年は、秘密保護法の強行採

決を巡って、たいへん大きなデモが起こりました。

ところが、そういう抗議デモを政府が無視したこと

も、「この国を戦争する国にしていく」とする露骨な

態度を示したものだと思います。 

我々は、戦争というのは、「巨大な、化け物のよう

な暴力をふるうものとしていきなり立ち現れる」と

いうふうに思いがちです。 

１.戦争は普通の暮らしの中で近づいてくる-

恐怖の塊が突然出現するような戦争など存在しない 

私は、来年 80 歳になりますが、子供の時には、「戦

争はどうやって起こってくるか」が、わかりません

でした。ある時、１銭玉を持って飴を買いに行った

ら、いつもある飴がなくなっていた。なぜだか分か

らないので聞いてみると、「お砂糖が統制になったん

だ。もうお菓子屋さんでも、自由に飴は買えなくな

ったんだよ」といわれたことをよく覚えています。

また、たまの楽しみでしたが、母が「今夜は晩ご飯

を作るのが面倒だから、外で食べよう」といい、外

食になるのが子供には嬉しかった。しかしこれも、

ある日からできなくなります。お米が統制品目にな

り、配給制度の下では米飯提供事業者が限られ、外

食券も必要になったた

めです。戦争は、こうし

てだんだんと近づいて

きたのです。 

人は生活の中に棲み

つく戦争に慣らされていく 

人はそれに慣れてしまうのです。「不便になったけ

れど、どうしてなの？」「日本は今、支那で戦争して

いるからね」とか、そのぐらいは子どもにもわりま

す。そうやって戦争がだんだん近づいてきて、いつ

の間にかそのことが当たり前になり、その現実に慣

れるのです。私は昭和 18 年、３年生の８月、親から

離れて静岡に学童疎開に行きました。その頃から食

うものが本当になくなってきます。 

どんぶりの蓋にご飯をちょっと盛ったぐらいしか、

３年生は食べられない。それでも、「勝ちぬく僕等少

国民 天皇陛下の御為に死ねと教へた父母の赤い血

潮を受けついで･･･」とかいう文句の歌をみんなと唄

って頑張りました。それが当たり前でした。戦争と

いう自覚よりは「これが日常だ」と思っておりまし

た。 

そうやって戦争が近づいてきて、やがて戦争のなか

で暮らすのが当たり前となったら、今度は東京大空

襲がき、親達も危なくなったものだから、学童疎開

だけではすまなくなり、一家挙げての縁故疎開です。

私は集団疎開から抜け出し、縁故疎開に合流です。

縁故疎開先の山梨には、母親と我々小さい子供達が

住み、中学に行っている兄と女学校に行っている姉

は、父親と東京で暮らすことになった。ところが、

終戦で東京に帰ろうとしても、父の失業のせいで、

疎開組はなかなか帰れない。帰った時は敗戦から５

年経っていました。 

それで元の住居近くの新制中学に入りました。そこ

で６年ぶりぐらいに、集団疎開で一緒だった旧友に

会いました。平井さんという、生意気だけどもちょ

っときれいな女の子がいました。その平井さんは疎

開先の静岡から、戦争が終わって帰ったら、空襲で

 

桂 敬一さん 
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両親は家もろとも亡くなっていたそうです。高山君

というおとなしい友人がいました。ある日、学校近

くの道を歩いていたら、焼け跡の防空壕から彼が出

てくるのです。まだその頃、防空壕を住み家にして

いる人がいたのです。「高山君はまだ防空壕に住んで

いたんだ」と思いました。もともと静かな子でした

けれど、ますますおとなしく、影がある少年になっ

ていました。要するに、戦争というのは、そういう

ものなのです。「そういうものをどう止めるかという

ことを、今からもう考えなければいけない」と思い

ます。 

このような戦争が今、だんだん忍び寄ってきていま

す。新聞が何か大騒ぎするようなことにはなってい

ない。しかし、暮らしのあちこちに、それは忍び寄

ってきているのではないか、という気がします。南

京陥落の時は、僕はほとんど覚えていません。あれ

は昭和 12 年ですからね。しかし、シンガポール陥落

はよく覚えています。提灯行列があり、子供も参加

しましたからね。賑やかで、みんな喜んでいました。 

マスコミは国民を戦争に慣らしていく役割を

果たしてきた 

戦争の時にマスコミはどうだったかというと、「我

が国はけしからん支那をやっつけ、やがてアジアの

盟主になる。誇らしいことだ」というようなことを

言ってました。 

シンガポール陥落は日本が「大東亜の盟主」である

ことの証拠で、そういうことに我々は慣らされてい

った。ところが、それこそが負け戦への道で、結局、

最後は敗戦に行き着く。1945 年 8 月 15 日ともなれ

ば、だれの目にもそれは明らかとなる。そのとき新

聞やラジオはどうだったか。クルッと姿勢が変わり、

民主主義を唱えるようになります。朝日新聞は最初

『自らを罪するの弁』という戦争を反省する社論を

出し、その後、『国民と共に立たん』という、出直し

への決意も出します。戦争を反省する弁を、社の見

解として載せたのです。しかし、『自らを罪（つみ）

するの弁』はほぼ「一億総懺悔」

論で尽きており、責任を軍にだけ

転嫁する色合いの濃いものでした。 

それから『国民と共に立たん』と

いうのも、「民主主義建設を国民一

緒でやりぬこう」と呼びかけるの

はいいけれど、そのためにどうするかが、極めて曖

昧なのです。「戦争を否定する」という考え方が強調

されていますが、その前提として、してしまった戦

争について自分がどのように反省しているか、とい

うことになると、それがあまり具体的には語られて

いないのです。むしろ、「自分達も弾圧を被っていた」

「軍が本当のことは隠したので、大本営本発表の通

りにしか書けず、我々も本当のことはわからなかっ

た」とする言い訳のほうが出てくるようになってい

く。それはおかしいと思うのです。ところが、どう

もそこのところを、深刻には反省しないままやって

きて、戦後というものに馴染み、流されていった。

というのも、進駐軍は新聞検閲をしていましたから、

その意に逆らう反対はできない。進駐軍の言う通り

にやればいいわけで、それに慣らされていった。「自

分が本当に苦しい思いをし、自分達の戦争責任を反

省した」という経験が、この国のメディアにはあま

りないのです。それが非常に気になるところです。 

メディアは軍の弾圧下、 

真実から遠ざけられてきたのか 

たとえば、資料１「足並み揃えて戦争を呼び寄せた

メディア」をご覧ください。全紙が軍・政府と一体

になっていった証拠です。 

昭和６年、「柳条湖事件」が起こる。南満州鉄道を

関東軍が爆破し、それを中国軍のせいにした謀略事

件です。これで満州事変が始まります。それは、満

州国独立＝「清朝の皇帝を傀儡として使い、満州国

を作る計画」と一体のものでした。 

国際連盟は中国の提訴を受け入れて「あの柳条湖事

件は謀略じゃないか」という疑いを持った。そして、

日本が新しい動きを作っているのも問題だとし、国

際連盟は「リットン調査団」を満州に派遣したわけ

です。そうして雲行きがだんだん日本にとって悪く

なってくるのです。その時、昭和７年（1932 年）12

月 19 日に、全新聞社が足並みを揃えて「共同宣言」

を出した。「国際連盟は何もアジアのことは知らない。

我々が今満州国でやっていることは、ア

ジアの平和にとって極めて重要な問題だ。

そのことを理解もせずに満州国の存在・

存立を危うくするようなことを決議する

のであれば、我々は一致してその受諾を

拒否する」という「宣言」を発表しまし
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た。政府よりも先に動き、政府を元気づけたのです。

既にこの年の３月に満州国は独立を宣言していまし

た。新聞界の行動は、完全に日本が企む戦争、満州

国の独立工作を支持するものであり、軍・政府の後

押しどころか、その先頭に立ってやったことです。

これが戦前のマスコミの歴史だったのです。マスコ

ミがこういうことについて、どれだけ本当に反省し

たかというのは、かなり疑わしい。みんなして一緒

にやったことですから、だれかのせいにはできない。

むしろみんなで黙っていれば、それですむ。そうい

う状況が、今また現れだし、あちこちにいろいろな

影を落とし始めていはしないかと、心配になります。

歴史をちゃんと顧みてこなかったところでは、そう

いうことが起きやすい。 

2.ヘイトスピーチと朝日バッシングの相似性 

朝日は、日本の新聞の中では、戦争に対する責任と

か歴史というものを、割としっかり回顧し、批判的

な考察もよく加えてきたほうの新聞社です。しかし、

その新聞社にも隙があったといわざるを得ないのが、

今回の「慰安婦」報道誤報をめぐる特集のやり方で

す。中身の一つは、虚言だった「吉田証言」を、報

道における証拠として使ってしまったこと、もう一

つが戦時の朝鮮における「慰安婦」と「挺身隊」と

いう言葉を、区別せずに混用、結果的に誤報となる

部分が生じたことです。 

後者の「挺身隊」は、「女子勤労挺身隊」の略称で、

女子学生などが工場に行って働く、戦時動員です。

日本本土と同様、日本の植民地・朝鮮にもそれはあ

った。当時、韓国は日本の植民地ですからね。とこ

ろが韓国では、学生でなく、農村の若い女性なども

連れてこられ、「挺身隊だといわれて行った先が慰安

所だった」というように、騙される被害にかなり遭

っていたようです。そのため韓国では、「挺身隊」の

ほうが人口に膾炙（世間の人々に広く知れ渡る）し、

今でも、前提抜きに「挺身隊」というと、一般の多

くの人は真っ先に「慰安婦」の意味でそれを理解す

る傾向が強く残っています。朝日・ソウル支局の若

い記者が 1990 年代初め、取材しだしたころ、現地で

この二つの用語の区別ができなかったのは無理もあ

りません。 

朝日を取り囲んだ「売国奴」「国賊」「反日」の叫び 

ところが、この「誤報」発表で朝日は、「誤報で外

国に悪いイメージ、マイナスのイメージを植え付け、

侮りを招いて日本の国益を損ねた。もともと、河野

（洋平）談話のような、国の謝罪や『賠償』のきっ

かけをつくり、国家に損害を及ぼした。朝日は売国

奴だ。国賊だ。反日だ」という激しいバッシングを

浴びることになりました。 

８月５・６日に朝日の「慰安婦問題の検証特集」記

事が出た後、週刊誌という週刊誌が次から次に、「売

国奴」「国賊」と叫び、なかには「捏造」とまでいい、

「朝日は責任をとれ」などの攻撃を加えました。自

民党の議員達も、「朝日（新聞の上層部）を国会に呼

べ」とか、「（河野談話は）アメリカに言われている

から見直しはしないが、検証作業はする。この検証

作業に朝日を引っ張りだせ」とかの声をあげだしま

した。朝日バッシングは新聞界にも起きました。読

売新聞の朝日批判の記事数・ページ数などの分量を

比べると、朝日の関係特集ページより、はるかに多

い。社説でもしっかり朝日を叩いています。産経（新

聞）に至っては、『正論』という雑誌を出していて、

これは『WiLL』という右翼雑誌とほとんど同じです。

同じような見出しで、朝日をバンバンやっつけてき

ています。もちろん本紙紙上でもです。これらはま

るで新大久保の右翼のヘイトスピーチとそっくりで、

憎悪と敵意を撒き散らすだけです。 

しかし、日本の新聞はどのように戦争責任の検証

をすべきか、戦後補償をどう考えるべきだったか、

と考えるとき、朝日の慰安婦報道問題特集は、とて

も狭い範囲でしかそうした問題を捉えておらず、結

果的に深く考えさせる迫力を生まず、ヘイトスピー

チ派に衝かれる隙をつくってしまった、という感じ

が否めません。ドイツの新聞と政府がやった戦争と

戦後に関する責任の取り方と比べると、その差がは

っきりします。そのことはあらためて考えてみたい

と思います。 

だれが朝日バッシングの首謀者か 

資料２にある「朝日新聞を糾す国民会議を作ろ

う」のビラをみてくださ

い、オーバーですよね。

ネットでワーッと出て、

ビラ撒きもたくさんやる

わけです。そして「朝日

の不買をやろう」と呼び
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かける。「呼びかけ人」を見てください。名だたる右

翼の人達がたくさん揃っている。それから、国会議

員でも、そういう右寄りの人達がいますね。おそら

く関西の方ですと、中山（成彬）衆議院議員とか西

村眞悟さんというのはお馴染みでしょう。それから

各地の「…地方議員の会」というのもあって、かな

り右翼の人達が名を連ねている。 

そして、ネットの世界が本当にすさまじい。東京で

は新大久保という町が、一種のエスニックタウンに

なっていて、韓国・朝鮮の人達がたくさんお店を持

ったりしています。そういうところに「在特会」（「在

日外国人の特権を許さない市民の会」）の面々がデモ

をかける。大阪では鶴橋がそうした場所になってい

ます。「良い朝鮮人も悪い朝鮮人も殺せ」とか「韓国

の女は売春婦だ」とか罵ったり、そういうスローガ

ンをプラカードに掲げたりする。すさまじいです。

非常に醜い言葉をたくさん使って、民族的な対立を

煽るようなことをしています。「ヘイトスピーチ（憎

悪表現）」ですね。「ヘイトスピーチ」というのは、

国によってはそれだけで犯罪になります。これと同

じようなことが、朝日に対してやられているわけで

す。日ごろネットのなかに閉じ籠もっている若者た

ちは、それで元気付き、「朝日をもっとやっつけろ」

「韓国人もやっつけろ」「中国人もやっつけろ」と同

調し、仲間がいっぱいできたような感じになってい

る。 

9・10 月の頃、本屋に行くと、そういう汚い文句が

表紙に踊る週刊誌と一緒に、「嫌韓」「嫌中」、韓国嫌

い、中国嫌いですね、それが売り物の単行本がたく

さん、特設コーナーで売られていました。すさまじ

いものだと思いましたね。出版界も落ちるところま

で落ちた、という感じです。売れればいいだけで、

何の定見もなくそうやっている。買うほうにも責任

はありますが、こちらは責任なんて考えない。そし

て、結局マスコミをバカにするだけで終わる。マス

コミが世論を作るなどとは思わなくなる。メディア

全部をまとめ、「マスコミなんて信用できない」とい

うことになる。 

そんな世の中よりは、戦争の世の中のほうが、人び

とがみんな真面目で必死ですから、こちらのほうが

よほど人を惹きつける。そういう風になっていくこ

とが、僕としては怖いと思います。 

格差社会の被害者ほど 

「敵」をみつけては憎悪をぶつける 

今の社会は、それこそアベノミクスで就職もなく

なってきた。派遣ばっかりで、賃金も下がる。派遣

も下手をすると、正社員になれる機会がなくなる。

そういう人達がだんだん落ちこぼれてきて、むしろ

安倍に対して敵意を持ってもいいはずなのに、社会

的に孤立し、自分の拠り所がないものほど、右翼の

ヘイトスピーチに惹かれていく。朝日バッシングを

やっているところに行ったほうが仲間をみつけやす

い。一緒になって「敵」がやっつけられて、元気に

なれる。すでに世の中がそうなっているようなとこ

ろがあるのも怖い。 

朝日を排除し、戦争へのフリーハンド獲得を狙う

政治勢力 

安倍さんはこの間、いったい何をやってきたか。

彼の最初の内閣は 2006 年で、第一次政権を組織しま

した。この時からすでに彼は、「戦後レジーム（体制）

からの脱却」と言っていました。要するに、アメリ

カから押し付けられた憲法のせいで、行政・教育・

社会運営、その他もろもろ、すべてアメリカの言い

なりにやってきて、それで戦争もできない。自分の

国を自分の手で守ることもできず、平和を守るには

他国の善意を当てにする、というのが憲法だ。こん

な情けない国のあり方から抜け出す必要がある、と

言い出したのです。 

では、隊員をたくさん増やして自衛隊を強くし、

大きな軍事力を保有、戦争がやれるようにすればい

いのかといったら、彼もそれほど単純には考えてい

ない。戦争のためには、国のあり方全体を変える必

要があり、「まず教育を変えなければいけない」とい

い、第一次政権では真っ先に教育基本法の改悪に着

手した。教育基本法は元々、教育の独立と自由の保

障を眼目とし、とくに政府の恣意的な介入を戒めて

いました。ところが改正で「教育は、不当な支配に

服することなく…教育行政は…公正かつ適正に行わ

なければならない」とする条文が加えられ、政府は

野党質問への国会答弁で、「『不当な支配』とは、し

ょっちゅうストやデモをする日教組のような存在で、

行政としてはこれはやめさせる必要があるわけで

す」と説明していたのが思い出されます。これでは、

行政が教育の公正さを担保するという話になるので
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すから、法の構成・作用は完全に逆転するわけです。 

そこからは当然、「君が代・日の丸」の強制が出て

きます。それに従わない教員は「不当な支配」を企

むものとされ、懲罰を受け、解雇までされたりする

ことになりました。こういうことが既に起こってい

た。そういうこと自体が、戦争する体制づくりへの

一歩となるわけです。この後の参院選で安倍首相は

大負けし、お腹も壊し、ひとまずは首相を辞めるこ

とになりました。 

3.安倍政権はゴールめがけて突き進んでいる 

だけども彼は諦めない。民主党政権を倒し、第二次

政権として登場したら、今度はもう堰を切ったよう

に、なんでもやるぞやるぞの勢いです。まず靖国参

拝。そしてすぐアメリカから怒られる。だけど懲り

ない。「慰安婦」問題でも「河野談話」を「見直す」

と表明、またアメリカに怒られてもひるまない。「談

話」作成過程の「検証」はすると頑張る。やりたい

ことが次から次とある。 

秘密保護法は、まず真っ先にやったけど、最終的な

狙いは、やっぱり「軍事機密保護法が欲しい」とか、

あるいは「スパイ活動防止法も必要だ」とか、やり

たいことが、いろいろつながって出てくるようにな

っています。 

集団的自衛権はその大きな集約点です。「武力行使

は可能だ」とする閣議決定を行い、日本独自の軍事

力動員を可能とする体制を整え、戦後これまであり

得なかった行動の実現を目標に置く。 

見過ごされている日米防衛ガイドラインの見直し 

 非常に重要なことですが、今年 10 月の始めに、

「日米防衛協力ガイドライン」を 1７年ぶりに見直

すということで、アメリカは国防総省と国務省、日

本は防衛省と外務省、この２対２の閣僚級協議を行

い、新しい「ガイドラインのあらすじ」を決めまし

た。その結果、これまでの安保は日本の周辺地域に

おける侵略・戦闘を想定し、それに備えるだけのも

のでしたが、これからは地域を限定せず、地球上す

べての地域において、平時から戦時に至るあらゆる

事態に対応し、グレーゾーンも含め、「切れ目なく」

日米安保を適用する、ということになりました。安

倍首相は、この切れ目のない安保を大いに気に入っ

ている様子ですが、選挙ではあまり問題にされてき

ませんでした。 

「切れ目ない」共同対処でいつどこでも戦争可能  

これはまだ、上級会議で決めた、アメリカと日本と

のあいだの正式な外交条約にはなっていませんが、

この案こそ、来年の通常国会で審議される集団的自

衛権行使をめぐる関連法、日米安全保障関連法のあ

りようを決定するカギになるものです。例えば、自

衛隊法の改正（改悪）とか、2003 年に作った有事法

の改悪も全部関わってきます。そういうものを全部

見直すとき、それらは、世界中で日米軍事協力を発

動させるためのものとして整備されることになるわ

けです。安倍首相はそのゴール目がけて突き進んで

います。 

なぜそんなことをやるか 

彼が第二次政権を取って、すぐ本性を現したのが

「９条２項の改正に手を付ける」ということだった。

衆議院・参議院両方で３分の２ずつの議決がないと

改憲発議ができない。発議ができ、可決されれば、

改正案を国民投票にかけ、改正が実現できる。とこ

ろが国民投票については、憲法に大まかな規程はあ

るが、細かな実施規程を持つ執行法はなかったので

す。そこで民主党政権時代に自民党も賛成し、国民

投票法はつくった。あとは国会での改正発議をやり

やすくしたい。できれば自民党単独でもできるよう

にしたい。過半数で改正発議ができれば、９条２項

改正を渋る公明党に気兼ねしないでもすむ。そこで

安倍氏は 2013 年、憲法 96 条の改正を思いついた。

96 条は改憲手続き規程だが、みんなで憲法をよくす

ることをやりやすくするために手続きを改善しよう。

「衆参両院とも『３分の２以上の賛成が必要』とい

うのは厳しすぎる」と言いだした。しかし、96 条は

手続き規程ですが、本条項の一つです。しかも、国

民が政府を縛るとする、立憲主義の働きを最もよく

示すものです。これには、憲法学者も政治学者も怒

りました。「入学試験が難しいから、その合格基準を

下げよう」みたいな話はするな、そういうことをす

るのは、裏口入学を認めろというのと同じだ、と。

まさに正論です。さすがにこの方式は引っ込めざる

を得なくなった。そこで彼はやり方を変えます。「こ

こまできたら武力行使しかない。それが当然の対処

法だ」という既成事実を先につくっておき、変化し

た現実に憲法のほうを合わせるべきだ、と主張する

戦法を取ることにしたのです。そうすれば否も応も
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なく９条２項も変えざるを得なくなる。彼が今、戦

争準備のことをいろいろ言い出している真意はそう

いうものです。 

新「日米防衛ガイドライン」は、彼の一番の味方に

なりそうです。アメリカは今、「イスラム国」を相手

に戦争していますね。これは得体のしれない戦争で

す。宣戦布告があったわけでもない。アメリカはベ

トナム戦争以来そういう戦争を、ずっとやってきま

したが、また始めたのです。オバマは、泥沼状態に

足を突っ込みたくないので、「空爆だけでやる」と言

っています。しかし、最初 300 人だった軍事顧問団

を 1400 人に増やし、今度は 1500 人さらに増派する

という。これは地上線への投入です。だんだん負担

が重くなる。アメリカ一国ではやりきれなくなるも

のですから、「有志連合」という言い方で他国も戦争

の仲間に誘っています。 

国連に相談するでもない、勝手なやり方です。こ

れにイギリスは初め反対しましたが、フランスが入

り、オランダ、ベルギーも入りということになり、

イギリスも入り、カナダ、オーストラリアも参加し、

西欧７カ国の連合です。 

さらにアラブ圏の国も参加しだしました。サウジア

ラビア、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）、ヨルダン、バ

ーレーン、カタールです。これは、君主制を維持し

ていたり、自国の石油利権運用を米英に頼ったりし

ている国で、「イスラム国」のような、貧しいイスラ

ム人民の側に立つ反抗者を嫌っている国です。だか

らアメリカにくっついていくわけです。要するに、

アメリカは「仲間になれる連中だけの有志連合」と

いうのを作って、イスラム国と戦っているわけです。

でも、イスラム国はそんなに簡単には負けませんよ。 

アメリカは本当に滅茶苦茶なことをやっています。

イラクではスンニ派の大物、サダム・フセインを殺

し、その敵であるシーア派

を強くしましたが、元から

の大敵、イランはシーア派

大国なんです。「イスラム

国」はイラク・シリアにま

たがるスンニ派が主流です。

これに攻められているシリ

アのアサド政権はアラウィ

派で、どちらかといえばシ

ーア派ですが、アメリカはアサド政権と対立してき

たのです。もう両派のどっちが味方だか敵だかもわ

からない。こういう滅茶苦茶な状態は、第 1 次大戦

の終結時に、欧州の戦勝大国が、シリア、ヨルダン、

レバノン、イラクの国境線を勝手に引き、自分たち

の植民地同様の支配地にしたことに遠因があります。

今の「イスラム国」の動きというのは、そういう歴

史にケリをつけたいとする、新しい国造りの開始と

いってもいいものです。 

ウクライナの問題も同じですが、こういう問題を、

今まで大国がやってきたような、戦争で解決すると

いうやり方で、本当に解決できるしょうか。僕はも

うそれは不可能だと思います。絶対に解決できない。

そういう矛盾にアメリカが今、はまり込んでいる。

アメリカは国防費の削減中です。戦費調達は難しさ

を増す。自国の兵隊を死なせるわけにもいかない。

だから「有志連合」なんてことを言い出しているの

です。アメリカの、「知日派」と言われる人たち、実

は「ジャパンハンドラー」というべき、日本をうま

く操りたいと考えている連中、リチャード・アーミ

テージなどは、はっきりしています。「日本が憲法を

変え、有志連合みたいなものに加わり、アメリカを

支援できるようになることを歓迎する」と明言して

います。 

“改憲で戦争へ”でなく 

“戦争で改憲へ“が狙い 

オバマが今、安倍首相に「有志連合に入ってくれ」

と言ったら、彼が応ずる可能性は非常に大きい。彼

はこんな話になる前から、「日本のタンカーが、ホル

ムズ海峡で機雷封鎖に遭ったら、我々は、個別自衛

権の次元でも、またアメリカがそこに絡んでいるの

だったら集団的自衛権の次元でも、機雷除去の掃海

作戦はやる」と言ってきました。「有志連合」でアメ

リカに付いて行くのであれば、も

っと派手な戦争もやれます。彼は

今でも、「後方支援」や「兵站協

力」は戦闘ではないから、可能と

いっていますが、アメリカの敵の

ほうはそう思いません。アメリカ

の味方なら自分の敵だと思いま

す。そして攻撃してくる。そうし

たらやり返さざるを得ない。そう
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なったら戦争になります。そういうかなり危険なと

ころにきています。彼はもうここまでくると、「改憲

して戦争がやれる体制に」ではなく、「やれる戦争は

やってしまい、敢えて憲法に矛盾をきたして破綻さ

せ、そのことによって改憲やむなしとする」段階に

足を踏み入れている、と言ったほうが適切だと思い

ます。 

またマスコミは戦争へのお先棒担ぎをやるのか 

厄介なのは、こういうところでまたマスコミが、露

払い、後方支援どころか、真っ先に応援するという

ようなことをやり出しているのです。例えば、資料

３「読売新聞社説」をご覧ください。まだ９月の段

階、「有志連合」が３カ国くらいで発足したころで、

ようやく５カ国になるかというぐらいの時期に、既

に『米軍空爆拡大へ 有志連合でイスラム国掃討を』

なんて言っているのです。読売新聞を見ていない方

は、読売がこういうことを言っているというのは、

気づきにくいでしょうね。そして今度は、朝日バッ

シングが起こった後、10 月初めの日米防衛ガイドラ

インの新提案が出た段階では、『日米防衛指針 切れ

目ない共同対処を可能』とくる。世界各地至るとこ

ろに切れ目なく対応、平時から戦時に至るあらゆる

段階にも切れ目なく対処できる日米共同の軍事的協

力体制を実現すべきだ、と述べています。安倍さん

が一人で勝手にやりたがっているのではない。大新

聞が味方ついているのです。だったら事態がそうな

ってもひとつもおかしくない。今そういう状況にな

りつつある、ということを理解しておく必要がある

と思います。 

こういう状況を、どうとらえ、それにどう対応した

らいいのかという問題が、我々の眼の前にぶら下が

っているわけです。戦争が見えてからでは遅いので

あって、今の段階から「戦争勢力とどう闘うか」を

考えなければいけない。資料４「読売と毎日の姿勢」

を見てください。毎日は朝日バッシングが起こって

もこれに同調せず、首相が国会で朝日の「誤報」を

「捏造」と非難したのを捉え、首相にあるまじき言

動、「頭を冷やせ」と批判しています。まともなメデ

ィアも頑張っています。 

沖縄知事選は天下分け目のたたかい 

沖縄知事選の結果は、この日本の国全体を「平和に

向かわせるのか」、逆に「アメリカの言いなりになる

戦争へと向かわせるのか」の分岐点になるでしょう。

もうすぐ投票日ですが、本当にその行方が注目され

ます。読売の社説は『沖縄知事選告示        辺野

古で責任ある論戦を』。「辺野古は政府の決定通りに

普天間移設を受け入れ、海を埋め立てて米軍の滑走

路を作れ」という話です。「戦争体制を整えよ」とい

うに等しいことを、この段階で言っているわけです。

沖縄知事選への、ある意味では介入ですよね。内容

的には「翁長候補を落とせ」ということになるわけ

です。 

今、気になるのはメディアの分裂です。秘密保護

法・集団的自衛権をめぐる賛否が、護憲か改憲かで

スパッと分かれている。護憲派は在京では、朝日新

聞・東京新聞・毎日新聞。地方紙も圧倒的に多い。

改憲派は産経・読売。それから表面やや穏やかにみ

えるが、日経も改憲です。この両派のあいだに意味

のある議論が成り立たないところが気になるんです。 

ＮＨＫは政府発表、既成事実の追認報道だけ 

NHK は、このところ鳴かず飛ばずで、ある種の「客

観報道」ばかりが多い。「政府要人がこう言った」と

いうところは丁寧に伝える。ところが、それに対し

て「こういう批判が出た」とか「問題が起こった」

という部分が極端に少なくなっている。夜のメイ

ン・ニュース、『ニュースウオッチ９』の大越（健介）

キャスターのコメントがいい例です。あるいは政治

部記者、とくに情報通を自認しているような人達の

コメントもそうです。政府と自民党の幹部クラスの

言うことはきちっと伝えるけれども、それに反対す

る意見の分量は非常に少ない。また、議論というも

のをニュースのなかに入れることが、極めてまれで

す。これでは既成事実ができてしまえば、その追認

に終わってしまう。そういう弱点が露骨に出るよう

になっている。 

４．戦後 70 年の試練 

—市民はどう立ち向かうか 

今言ったように、護憲のために頑張る全国紙は、秘

密保護法や集団的自衛権の問題でも、批判報道を繰

り返し、頑張ってきました。それで地方紙も頑張り

やすく、２、３の例外を除き、地方紙のほとんども

同様の論陣を張ってきました。ところが、朝日バッ

シングが起こってからは、朝日を遠巻きにみるよう

な空気が生じ、政権批判の勢いがやや鈍くなってい
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るように思われ、気になりますね。やはり混乱した

状況が生じているのです。来年は「戦後 70 年」です

が、この年を、安倍首相の思い通りにはさせない、

戦争ができる国への転換点にはさせない、というこ

とが重要な課題となります。メディアにはしっかり

してもらわなければならないのですが、私たち自身

も、そういう大きな声をあげていくことが、大事に

なっています。 

沖縄県民の闘いは脱日米安保・ 

護憲貫徹の大きな意義を担う 

この点、沖縄の人達はすでにはっきりとそうした問

題意識を持っており、県知事選にもそういう考え方

で臨んでいます。それから『琉球新報』『沖縄タイム

ス』の地元２紙をみると、そうした県民の気持ちに

ぴったり寄り添った、情熱の籠もった紙面をつくっ

ているのに感心させられます。問題の立て方、論じ

方が明快で説得的です。そういうメディアの姿勢は

実にみごとなもので、東京の新聞はとても足元にも

及ばないぐらいです。 

世界はもはや戦争では 

問題が解決できない時代に突入した 

今、世界の大きな動きをみると、ついに 21世紀は

「戦争で何かを解決する」ことはできない時代にな

りつつある、と考えさせられます。国、地域、民族

のあいだでの紛争や問題は、なにが原因か、その原

因はどうしたら解決できるかなど、徹底的に話し合

って解決するしかないのです。20世紀までは大きい

国、強い国が戦争し、勝てば問題が解決できた。も

うそんなことはできないのです。 

アメリカは第２次大戦以後もいろいろな戦争をし、

表面上は勝ったようにみえても、ベトナム戦争を除

けば、あとは何一つ解決に至ったということはない。

戦争の質が、1990 年のユーゴの戦争の時以来、すっ

かり変わったのです。パレスチナ、ウクライナ、グ

ルジア（ジョージア）、それから「イスラム国」など

の問題は、そうした変化の実態をさらけ出していま

す。 

市民運動を横につなげて 

安倍政権を退陣に追い込もう 

国内の問題をみてきますと、安倍さんの仕掛けたイ

ンチキ総選挙では、彼を返り討ちにして、やっつけ

る必要があります。彼の支持率は、いろいろな問題

で、落ちてきています。どんな問題があるかという

と、原発、秘密保護法があり、集団的自衛権もある。

それから消費税もある。派遣法改悪の問題もある。

これらはみな、世論調査をやると、反対の回答のほ

うが多い。この間、NHK の世論調調査でも安倍支持

がかなり下ったので、「おっ」と思いました。これら

の問題では市民がよく闘いながら、安倍支持を減ら

してきているのだと思いますね。そこで彼は、その

趨勢を止めるために、消費税を先に延ばすことがい

かにも庶民のためであるかのように振る舞い、また

アベノミクスを成功させることが経済成長の追求に

役立つとほのめかし、そこだけに焦点を絞り、他の

問題は隠して選挙をすることにしたのです。安倍さ

んがこうしてやることは、全部インチキ、その場し

のぎでやっているものです。 

だから、そこの本当の争点を見抜き、突きつけて、

彼に再起不能な形、少なくとも自公に３分の２を与

えない、できれば過半数割れぐらいのところまでは

追い詰める必要がある。そのためには、いま例を挙

げたようないろいろな課題に基づく市民運動がたく

さんあるが、これら全部を横につなぎ、バラバラの

状態を乗り越えていく必要がある。安倍の真意は、

通常国会で戦争体制を整え、「戦後」を「70 年」で

終わらせることです。結集した市民の力は、そうい

う狙いを打ち砕くために使う。 

本当でしたら、横につながった市民運動のなかから

自分たちの候補が出せるようにしたい。現に沖縄県

民が知事選でやったことです。そういう運動の仕方、

レベルアップが、ますます重要な課題になってくる

時代状況が目前にあります。 

マスコミにもそういうことをわからせていく必要

があります。政界と政局だけにのめり込むのでは、

安倍の言いなりになるだけです。この選挙をどう位

置づけるのか。この選挙の持つ意味をどう説明する

のか。ジャーナリスト達はそうしたことを自分の問

題としてどう考え、読者に伝えようとしているのか。

市民はそうした問題についても声をあげ、マスコミ、

ジャーナリストに対話を

求めていく必要があるよ

うに思います。 

これで私の話は一通り

終わりたいと思います。ご

清聴どうもありがとうご

ざいました。 

（会場拍手） 

 

 

司会の野上明美さん 
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小山帥人

おさひと

さん  映像と解説「
「「
「新聞
新聞新聞
新聞・

・・
・放送
放送放送
放送の

のの
の戦争責任
戦争責任戦争責任
戦争責任」

」」
」 
  
 

ＮＨＫと戦争 

僕は NHK の大阪に長くいまして、この辺りを

よく取材していました。「NHK と戦争」というこ

とは非常に深くて長い歴史があるのですね。その

ことを抜きにしては、今の NHK は語れないのじ

ゃないか。そんなことを感じています。たまたま

今日の毎日新聞の川柳を読んでみますと「会長は 

なぜ視聴者が 選べない」というのがありました。

やはり会長問題に関心を持っている人は多いと思

うのです。 

「政府が『右』って言ったものを『左』とは言え

ない」と言った籾井勝人会長が 

未だに NHK にいて、そのことを反映してか、だ

んだんニュースが先ほどの桂さんのお話にもあり

ましたけれどもはっきりしなくなり、政府・安倍

首相の露出が多くなった。特に海外ニュースを見

ていますと、ほとんど毎回トップが首相の動向な

のです。日本の社会で何が起きているのかという

ことが分かりにくくなってきている、そんな気が

します。 

退職者 1600 人が会長辞職を申し入れ 

僕は NHK を退職して 10 年余りになります。先

般来、退職者で署名を集めまして「こういう会長

はジャーナリズムの基本を踏み外しているし、歴

史認識も間違っている。会長にはふさわしくない」

ということで、会長とそれを選んだ安倍首相のお

友達の経営委員を辞めてもらうように申し入れを

したのです。その署名が、今で 1600 人ぐらいある。

全体で１万数千人の退職者ですから、まだまだこ

れから増えるかもしれません。だいたい NHK の

人間は前後左右を見て「浮き上がらないか」とい

うことを考える人間が多いのです。退職をすれば

かなり自由になるはずですが、また一方で、退職

をしても、いろんな NHK の関連産業にいたりし

て「ものが言いたいんだけど言えない」という人

も結構いまして、微妙な状態は今も続いています。 

そこで、「皆さんの NHK」と言いながら、一方

で、政府の事柄を克明に伝える、この NHK の曖

昧さというのはどこからきているのか。一つは、

出発の時点からの曖昧さだと思っているのです。 

ＮＨＫラジオ（無線）の始まり 

もともと、無線というのはこの当時まだニューメ

ディアでして、政府は「無線ハ政府コレヲ管掌ス」

という「無線電信法」がありまして、無線は政府

がしっかり管理して自由に使わせない、というの

が基本的な考え方でした。ですから、ラジオとい

うコミュニケーション手段も、政府がやろうと思

っていたのですが。当時、大正 14 年ですから、1925

年ですよね。不況の影が忍び寄ってきた頃で「お

金のメドが立たない」というので私営にして「一

般企業で放送事業を始めよう」としたのです。と

ころが、そこで「待てよ」という声がかかった。「国

家ノ目的ニ接近シテ、政府ノ監督容易ナル組織」

でなければいけない。あるいは「偉大ナル拡播力、

深刻ナル徹底力ヲ有スル事業」であるがゆえに「事

業ノ運行ヲ不偏公正ニ行フベキコト」、そういう展

開は「不偏公正」と、「政府監督」というのが最初

からくっついて始まっているのです。そこで、法

人組織（社団法人）という 

「民間のようでもあり、国が関与するようでもあり」 

という、そういう形で始まったのです。当時はま

だ、東京・大阪・名古屋と局が３つあって、お互

いに無線が通じてはなかったのですね。だから、

それぞれ単独に放送していたのですが、翌 1926

年に「単一の NHK」という形で一つにまとめまし

た。 

そこでしかも、常務理事が全員逓信省の役人だっ

たのです。役人が全部トップにいる。こういう形

で NHK の最初がスタートをしてしまいました。

だから、元々は大阪なんかでも新しい事業をしよ

うとしていた民間の人もいたのですけれども結局、

東京に吸収される形で一本化された。 

 

小山帥人さん 
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  ＮＨＫが国務（国営）となった 

その時の安達謙蔵という逓信大臣が「国家非常の

場合には、この放送は唯一無二の大通信設備とし

て、国務に供せられる」ということをはっきり言

っています。ですから、ほとんど国務と言ってい

い状態で、この段階で入ってしまったのです。翌々

年 1928 年に、昭和天皇の即位儀式が行われます。

実はこれは「突貫事業」で、仙台から九州まで 1800

キロメートルあるのですけれども、無線が通じて、

ここで初めて全国中継放送ができるのです。つま

り天皇の即位と合わせてこれを全国に一斉に中継

をするために、1928 年に初めて中継放送網ができ

たのです。最初の段階では 3500件ぐらいの契約者

でしたからまだ儲かるか儲からないか分からなか

った。ところが、だんだん中国への関わりがおか

しくなっていった。 

満州事変と朝日新聞バッシング 

1931 年に満州事変が始まります。これは謀略な

のですけども。この段階で軍部は「満州で何かや

りたい」というのは持っていたのです。朝日新聞

は「そんなことをしたら大変だ。国民もついてい

かないだろう」と言うのですが、軍部は「いやあ、

大丈夫だ。一旦やれば、日本国民は絶対ついてく

る」と、実際そのとおりだったのです。満州事変

を始めると、途端にその流れにずるっと乗ってい

ってしまう。それまで朝日新聞も中国大陸への進

出・拡大は反対だったのだけども、在郷軍人会が

朝日の購読を中止します。そういうことが効いて、

朝日は方針を変えまして「以後、軍部の方針には

反対しない」ということを社の方針として変える

のですね。これが 1931 年です。 

こういう新聞社の方針変更は明治時代にもあり

ました。『萬朝報』という、黒岩涙香がやっていた

新聞が、日露戦争に反対していたのですが、戦争

の間際になってくると、戦争に賛成していくので

すね。そこで内村鑑三とか、辞めていく人が出る

わけです。そういうふうに、戦争になっていくと、

戦争に反対していると新聞が売れない。今の「嫌

韓・嫌中」の週刊誌の例もありますけれども、他

の国のことを「悪い悪い」と言っていれば、その

新聞は売れるという「変な日本人の習性がまだ残

っているのじゃないか」ということを危惧してい

るのです。そういうことが、歴史上あったのです

ね。ですから、朝日が戦争反対の旗を降ろしてし

まうと、日本はどうなるか分からない。 

これは 1931年の事例ではっきりしていると思う

のです。しかし一方で、戦争を始めると儲かると

ころが出てくる。新聞社も売れます。NHK も最初

は 3500件だったのですよ。1931 年の満州事変が

始まると、ボーンと跳ね上がって 100万台ですよ。

やはり出征している家族がどうなっているとかそ

れは心配でしょう、戦況がどうなっているのか心

配だからラジオを買う。 

政府の方針—ラジオを使い戦争を伝え 

動員していこう 

また、このラジオを使って戦争のことを伝えて戦

争に動員していこうという政府の方針も重なって

なるべく受信機を安くして、それから受信料も安

くしていく。 

最初は１円だったのですね。当時としては結構高

かった。それが 75 銭にして、50 銭にして…半額

ですよ。受像機も安くしてたくさん聞かせて、政

府の方針も伝える。こういう方針になっていった

のですね。 

 
  
 

【
【【
【映像と音声】
映像と音声】映像と音声】
映像と音声】 

  
 

①民営説
①民営説①民営説
①民営説 

  
 

これがさっき言いました「無線通信法」というやつ

で、1915 年に始まった「政府がしっかり無線を管理す

る」「自由に使わせない」という法律です。 

 
  
 

映像と音声 

①民営説
①民営説①民営説
①民営説 

  
 

斯くの如き成否隆替の逆賭に於て経営する

は策の宣を得たるとは称し難し 

（逓信省、通信局 1923） 
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②公益法人へ
②公益法人へ②公益法人へ
②公益法人へ 

  
 

逓信省としては「最初は政府として検閲するのは

よくないから、民間にさせよう」ということを言っ

た。ところが、監督しやすいように、あるいは、影

響が広すぎるので「政府に反対するようなことは言

わせない」というふうな方向で法人化していきます。 

③
③③
③東京、大阪、

東京、大阪、東京、大阪、
東京、大阪、名古屋

名古屋名古屋
名古屋の３局体制

の３局体制の３局体制
の３局体制 

  
 

この段階で、3 月では 3500件数の契約です。 

➃
➃➃
➃放送組織一本化

放送組織一本化放送組織一本化
放送組織一本化 

  
 

さっき言いましたように、逓信大臣が「国務に供せられる」とい

うことを言った。 

⑤官僚への
⑤官僚への⑤官僚への
⑤官僚への抵抗

抵抗抵抗
抵抗 

  
 

それに対して、各放送局は抵抗します。「反対すると、もう全部潰

すぞ」という恫喝に屈しまして結局解散をして新しい組織に一本化

していくのですね。その「解散決議」では「将来の日本放送協会は、

断じて官憲の圧迫を斥け、本来の精神に基づいて事業を遂行するこ

と」という希望決議を出すのですが、この希望決議は、まさに完全

に裏切られていくわけです。 

⑥全国
⑥全国⑥全国
⑥全国中継

中継中継
中継網

網網
網 1928.11

1928.111928.11
1928.11 

1928 年、これは昭和天皇の即位式典。 

次の画像は二・二六事件ですね。1936 年、NHK は反乱軍によっ

て占拠されます。クーデターとか、あるいは戦争があった場合はど

こでもそうですが、まず、放送局を押さえますね。反乱軍も NHK

を押さえようとしたのですけども、一方で、「兵に告ぐ」という放送

が出ました。「お前達は国賊となる。兄弟・家族は泣いておるぞ」という有名な放送があった段階から、

反乱軍がどんどん恭順していきまして、この内乱は終わるわけです。ラジオの力は大きかった。ちょっと

ここで、音を聞いてみましょう。 

 

まあ、こういうことが再来しなければいいのですけれども。NHK はニュースの後に、大東亜戦争が始

まってから、７時のニュース後、７時半から「講演放送」といって、軍人にしゃべらせる時間を持ちます。

③
③③
③東京、大阪、

東京、大阪、東京、大阪、
東京、大阪、名古屋

名古屋名古屋
名古屋の３局体制

の３局体制の３局体制
の３局体制 

  
 

◆1925.3 東京放送局 

◆  .6 大阪放送局 

◆  .7 名古屋放送局 

 

②公益法人へ
②公益法人へ②公益法人へ
②公益法人へ 

  
 

・本来政府専掌に属する事業なるに付、国家の

目的に接近し政府の監督容易なる組織を有す

るものなること 

・偉大なる拡播力、深刻なる徹底力を有する事

業なるに付、放送内容の選択其の他の事業の運

行を不偏公正に行なひ得るものなること 

⑤官僚への
⑤官僚への⑤官僚への
⑤官僚への抵抗

抵抗抵抗
抵抗 

  
 

東京放送局 総会で希望決議 

「逓信省のとった態度に遺憾の意

を表するとともに、将来の日本放

送協会には断じて官憲の圧迫を斥

け、本来の精神に基づいて事業を

遂行すること」 

 

⑥全国
⑥全国⑥全国
⑥全国中継

中継中継
中継網

網網
網 1928.11

1928.111928.11
1928.11 

仙台→熊本 1860km つながる 

 

➃
➃➃
➃放送組織一本化

放送組織一本化放送組織一本化
放送組織一本化 

  
 

社団法人日本放送協会設立 1926.8.6 

安達逓信大臣「国家非常の場合には、

この放送は唯一無二の大通信設備と

して、国務に供されるのである」 

（理事はすべて逓信省出身者） 

 

アナウンサー：「臨時ニュースを申し上げます。臨時ニュースを申し上げます。大本営陸海軍部、12

月 8 日、午前 6 時発表。帝国陸海軍は、今８日未明、西太平洋において、アメリカ・イ

ギリス軍と戦闘状態に入れリ。帝国陸海軍は、今８日未明、西太平洋において、アメリカ・

イギリス軍と戦闘状態に入れリ。 

東條英機：「米国は何ら反省の色を示さず、今日に至りました。今、宣戦の大詔を拝しまして、恐懼

感激に堪へません。（軍艦マーチ） 

軍報道部：「大本営海軍本部発表。帝国海軍は今８日未明、ハワイ方面の米国艦隊ならびに航空兵力

に対し、決死的空襲を敢行せり。」 


