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ージの内容痔放のようなものだっ★二練丈は穐織の既訳をもとに・鵡者が薯室賀き加え喜︒

雑誌蚕室−九七九年四月号掲親の籍文﹁分劃された領主のなかで舘介した．メッセ

﹁轟瑳諸島の群舞に関する日本国天皇の嵐農﹂を主題とする在寮・合衆国好日政治顧

問から一九四七年九月−三日付通信線二一九三号への同封文書

マッカーサー売掛のための覚え奮

連合国叢高割合官総司令部外交部一九四七年九月二〇日

芙宜の該問︑寺賂暴威氏が︑詳細の招来に関する衷妾の考えを私に伝える面的で︑あ

寺崎氏嫁︑米国が清規およびその他の境域譜烏の雲や占領を経緯するよう束真が希望

らかじめの釣東によっで筒ねできた．

している︑ど官職した︒天畠の意見では︑そのような占額は米田の網益はなり一また日

るばかりでなく︑占練緯弟綾隻句鼻および左翼揚力が台頭し︑そうした勢力によって︑

本を守ることにもなる︒天皇が思うには︑そのような経世は︑ロシアの脅威を恐れてい

ロシアが配本に内政干渉する根堤に利用できるよす牢﹁事件﹂が惹き起こされること会

さらに亭室は︑沖縄雲よび必要とされる億の諸星に対する米国の箪亭古鏡破・田

も恐れでいる日本国民のあいだで広範な承認が樽らたるであろう・

本に皇聾姦したままでの長期電信十二五年ないし五〇年ないしそれ以上のーとい

米国が建築諸島韓対して恒久的意図をもたないことを︻呈国民に納得させ︑またそれに

︑盈鞘に基づいてなされるべき着と誓えていろ︒夷畠によれは⁚﹂のようや占領方法撃

ることになるだろう．

ょって︑他の諸国とくにソウイエト・ロシアと中国が岡榛の権利を要求するのを阻止す

そのための奉読さについて奉繁氏は︑︵沖縄墓よびその他の琉球詣島の︶霊草基地準

の獲得は︑連合団の対日繕和粂簿のー慨としてよりも︑むしろ米国と田本との二国間条

色彩が学者に強すぎて︑蒋来・古事国民の風情的な謹厳を危うくする恐れがある・

終によるべきだと孝幸いた÷竜虎によれ慮・前者の方法は︑強鱒きれた総和という
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1

﹁米華腺書の基地権条項

0芸全土が欝上毒害乱の善の群議欝と書︑される・

⁚これがいわゆるー全土基地方式﹂のもとになった条文ですo米軍が日本国内
で︑どこに基地を霞こき1どん萱草行動をしようと︑呈側謹番号な

薬殺読癖政義つ︒・

O米軍司令官は必要があれば︑．景欝へ整回したあと︑鐙の戦欝南讐行う

です︒・この条文とその前の1全土藷芳式﹂の条文が﹁アメリカは︑米軍を日

︹壁国︵景︶への軍の配備について﹁無制限の権限を警﹂とは︑スゴ簑現

とになっています︺

本国内およびその周辺に配備する権豹を持つ﹂と写旧安保条約・寮1条のも

が︑戦争の危険が曇る鰐合はその例外とする︒

○粒の藷俺書ける猿本的芸大な変更は︑日本政府と・の虜諾なしには行わない

⁚核重器の蔚鯖を亭重大な変更﹂誓いては︑米冨暴露との﹁種轡ナ誌

なしには行わなどと書かれて旨す︒しかしこの表現⁚雪密事なしには行

です︒ざらに戦争の危険が富と普椴︑核の地上配備だろうと恵んだろうーと︑

ゎなどと違って︑患意向蕉蒜蓉まかざま意味でをるの

日本側と協議などまったくしな㌢ぢ方針が︑はっきりと書あれで冒す︒

これ雷光安保案質です︒そしてそ惹質を国民の自書隠す蓋に︑こ
を績む轟けできた吟です︺

・れまで多くの日本富椙たちが︑アメ心力との﹁馨的﹂や﹁壷撞馨約﹂

○毒害いて輩は︑景政府へ馨し霊と︑黒の国土と沿岸部で軍憲
蕾を行う権利を持つ︒
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霞各の危険憧永まったくないときでも︑拳富本籍三方嘗﹁通観﹂づれ
ぼ︑呈全土とそ憲罵言由豊麗智を行うこと雲きると‡ことで
す︒﹁麗し写る糞もなhoと案文こそが︑専㌃三〇二〇年以降︑里窒

土で始害うとして言危険穿スプレイによる低空飛行憩の露なのです︺
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㈲﹁こ嵩定︹能旧安保条約︺が有誓書雷︑官本政府は嘗−聾・竃井

創設しない︒霊しそれらの露の兵力や種類︑編成︑護など︑あらゆ裏
についてアメリカ政府の磐と同義が宮︑莞その創設蕾がアメリカ政府
の決定時完全圧従う場合はその例外とする﹂

㈱﹁鷲の蔑萱じ走と米語司令部が判断したときは︑すべての黒の軍隊は︑

ァメリカ驚害って缶命された需薯官の描降のもとに接がれる﹂
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