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の「ジェネレーション」。 

定期刊行物 
  

初代  
  

1970年代生まれ。 
  

ドイツ語版NS KAMPFRUFは、1973

年に機関紙形式でスタートしまし

た。同年秋にタブロイド判に拡大。 
  

NS REPORTは、1975年に会報誌とし

てスタートした英語版です。1977

年、タブロイド判に拡大。THE NEW 

ORDERと改名。 

  

両誌とも30年以上にわたって、ある

時は隔月、ある時は四半期ごとに定

期的に発行されていた。  
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しかし、今世紀に入る頃に会報誌の形式に小型化された。 

  

さらに、2010年から2015年まで、大不況により「冬眠」状態に追い込ま

れた。2015年の春、彼らは冬眠から覚めた。そして、それ以来、毎月登

場している。  

  

にせい 
  

1990年代生まれ。 
  

タブロイド紙を8紙増刷。  年に3回程度登場 

  

スウェーデン語は1990年に第3言語版となった。ハンガリー語は1991年に

4番目。1992年1月にフランス語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア

語、オランダ語が同時に誕生。1992年12月にデンマーク語が第10号と

なった。1993年、NSDAP/AOはロシア国内で発行されるロシアのタブロ

イド紙に一部資金を提供した。  

  

さんだい 
  

今世紀最初の10年間に生まれた。  

  

ほとんどが、既存の10誌のタブロイド紙を単純に縮小したものです。さ

らにいくつかの言語が追加されている。会報の形式。ドイツ語と英語の

会報だけがまだ定期的に発行されていた。他は断続的に発行されてい

た。 
  

四代目 
  

今世紀2年生まれ。 
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ドイツ語版、英語版、スペイン語版は、2015年に冬眠から覚めました。

それ以来、毎月定期的に登場しています。他の十数言語版は断続的に登

場しています。 
  

五代  
  

2022年5月生まれ。 
  

この「定期刊行物ファミリー」に新たに加わったのが、23ヶ国語でオン

ライン発行される多言語機関誌「WEEKLY」です。   

  

月刊の「兄妹」定期刊行物は、毎月のように掲載を続けています。そし

て、言語版も増えている。 
  

2022年5月、「夏の陣」として出版展開とネット展開が同時にスタートし

ました。  

  

当社の研究開発チームは、この巨大な拡張を可能にするシステムを作る

ために、文字通り毎日16時間以上、1カ月以上かけて取り組んできまし

た。 
  

You CAN HELP! 

  

1日15分の積み重ねが、1年で90時間にもなるのです。 
  

詳しくはお問い合わせください。 
  

nsdapao.org@pm.me 
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フロントライン・レポート 

インタビュー 

イギリスNSDAP/AO-Veteran 
  

はじめに 
  

今回の「最前線レポート」は、スコットランド出身の非常に熱心な英国の

退役軍人の同志にインタビューする予定です。 
  

NS-Kampfruf（NSK）』の編集長 "Wehrwolf "が中心となり、以下のような

インタビューを行いました。 

   

インタビュー 
  

NSK: 自己紹介をお願いします。 

  

英国NSDAP・AOベテラン。私は今日、左翼が言うところの「青白い、男

性、古臭い」、つまり中年の白人男性なのです。選ばれし民」やその他の

マイノリティについて同じようなことを言ってみれば、すぐに警察の独房

の中が見えてくるでしょう、白人を攻撃するなら別ですが。 

  

私は、15 歳のときから国家社会主義者であり、スコットランド北部で育ち

ました。私は世界中を旅し、旅した先々で同じ志を持つ国家社会主義者に

出会うという大きな喜びを味わいました。私は、「違憲」とみなされる集

会に出席したために逮捕され、勧誘の努力のために新聞やテレビで攻撃さ

れました。40数年たった今でも、私は我々の信条を宣言し、我々の闘いの

正当性と最後の勝利への信仰を、これまで以上に確信しています。 
  

NSK: 政治的な見解についてお聞かせください。 

  

英国NSDAP/AO-Veteran。私は国家社会主義者であり、「ネオナチ」や

「ナチ」ではない 人種に基づいた民族共同体を信じている。自然の永遠の
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法則と調和して生きる共同体。すべての人が大切にされ、それぞれが民

族と種族の発展を促進する役割を担っている共同体。 

  

NSK: なぜ、イギリスのファシズムの「伝統的」なやり方ではなく、国家

社会主義の部分を選んだのですか（例えば、オズワルド・モズレー卿

は、この時点ではユニオン運動（UM）で（再び）活動していました）。 

  

イギリスNSDAP/AO-Veteran。これは良い質問です。左派は「ファシス
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ト」と「ナチス」という言葉を互換性のある侮辱として使っていますが、

そうではありません。ファシズムはコーポラティズムの経済哲学であり、

国家社会主義は人種に基づくもので、人種がすべてなのです。左翼はこれ

らの用語を理解せずに使うように洗脳されている。彼らは国家社会主義者

が何であるかさえ知らないのです。大学時代、私は「ファシスト」と呼ば

れ、「そんな侮辱を受けたことはない、私は国家社会主義者だ」と答えま

した。すると、「すみません、あなたが社会主義者だとは知りませんでし

た」という返事が返ってきました。 

  

NSK: 戦前・戦中の歴史的な運動、国家社会主義同盟（NSL）、名誉ある

統一ヴァルキリー・ミットフォード、英国自由軍団（BFC）／聖ジョージ

同盟などについてはどう思われますか？ 

  

なぜ失敗したのか？そもそも前衛と言えるのか？ 

  

イギリスNSDAP/AO-Veteran。これらはすべて、イギリスにおける国家社

会主義の世界観を前進させるための貴重な足がかりとなったものです。彼

らは民衆から生まれたのではなく、大部分が上流階級のメンバーによって

導かれ、大部分が反動的で、共産主義の台頭に対する並立的な立場として

生じたのです。総統自身が、指導者は庶民から生まれるべきだと発言して

おり、それはNSDAPが設立したアドルフ・ヒトラー学校や全国政治教育ア

カデミーの設立に見られるものである。 

  

NSK: 政治的な活動を始めたのはいつ頃で、その動機は何だったのでしょ

うか？ 

  

英国NSDAP/AOベテラン。1979年はサッチャー政権が誕生した年であり、

国民戦線は303人の候補者（総議席数635）を擁立しましたが、得票率は

1.5％にとどまりました。その前の年には、人種暴動や「ボートピープル」

と呼ばれるベトナム人が大量にイギリスに入ってきていた。私はやがて、

ヤング・ナショナル・フロント（YNF）の青年オルグとなり、新聞代で

「ブルドッグ」紙を買って配りました（この新聞の編集者ジョー・ピアー

スは、後に「人種差別主義者の過去」を撤回し、現在はアメリカの私立カ

トリック大学で講師を務め、カトリック伝記の第一人者と言われていま
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す）。この時期、私はどちらかというとナショナリストで、"Britain for the 

British"（イギリス人のためのイギリス）を信条としていました。 

  

NSK: イギリスの戦後間もない頃の国家社会主義者の状況について教えて

ください。 

  

イギリスのNSDAP/AO-Veteran。戦後の国家社会主義者は、第二次世界大

戦中、悪名高い規則18Bの下、告訴も裁判もなく刑務所に入れられた。釈

放された時、彼らのID/登録カードは18Bの拘留者であることを示す印が付

けられていたので、仕事を見つけるのは困難だった。彼は、第二次世界大

戦のユダヤ人問題についてのパンフレットを出版したため、戦後何度も刑

務所に入り、1947年には、イギリスの強制収容所からワッフェンSSの捕虜

が脱出するのを助けたとして1年間収監されました。リースは、戦後英語

圏で間違いなく傑出した国家社会主義者であったコリン・ジョーダンの師

となる。 

  

NSK: 「自国の」ファシストや国家社会主義者でさえ、（ユダヤ人の支配

するメディアによって）社会的にアウトローになっていたのですから、し

かし、あの時代の若者がドイツや国家社会主義そのものに対してポジティ

ブな意見を持つことは、大変な苦労だったのではありませんか？ 

  

英国NSDAP/AO-Veteran。私が自分の意見を述べると、家族の年配の人た

ちとも、言うなれば「激しい議論」になりました。ニュース映画や「ワー

ルド・アット・ウォー」のドキュメンタリーを見て、何が起こったかを

「知っている」と思っていたのだ。なぜ、このようなことを言うことが許

されないのだろう？なぜ、異なる意見を持つことができなかったのか？彼

らは何を恐れていたのだろう？  結局、ニーチェの「私を殺さないものは

私を強くする」に行き着くのでしょう。 

  

NSK: どのような影響を受けて、この道に進んだのでしょうか？また、英

国人として、第2次世界大戦についてどのようにお考えですか？ 

  

英国NSDAP/AO-Veteran。1970年代の英国で育った私は、ハリウッドの戦
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争映画に常に接し、ドイツ軍の軍服や装備に目を奪われていました。模型

や兵士のおもちゃは、圧倒的にドイツ製が多かったですね。スツーカ、

Me262、ビスマルク、HO/00スケールの兵士などです。勝者よりも敗者の

血の方が神聖である」と、何年も後に誰かが言っていましたが、その言葉

には何か意味があるのでしょう。もうひとつの造形的な経験は、テレビの

ドキュメンタリー・シリーズ「戦争する世界」でしたが、これは製作者が

期待したようには私を造形化しなかったのです。第一次世界大戦の廃墟か

ら数年で立ち上がり、世界で最も強力な国のひとつになった国を見るのは

魅力的だったし、大集会や国家社会主義の民族共同体のために団結した

人々のニュース映像は、私に大きな影響を与えた。 

  

私にとって、第二次世界大戦は兄弟戦争であり、共産主義者、財閥、国際

金融家の目的以外には何の役にも立ちませんでした。この戦争によって大

英帝国は崩壊し、国際金融の利益のために世界を犠牲にする（いつもの）

容疑者の支配下にあるアメリカという一枚岩の権力が誕生したのです。 
  

NSK: NSDAP/AOに参加したのはいつですか？ 

  

英国NSDAP/AO-Veteran。当時15歳だったでしょうか、街灯に貼ってある

ステッカーに、半分がスワスティカで、スローガンとアメリカの連絡先

（当時はEメールもインターネットもありませんでした）が書かれている

のを見つけました。 

  

NSK: 入社した理由は？ 

  

イギリスのNSDAP/AO-Veteran。やがて私は、彼らが亡命中の国家社会主

義運動の継続者であることを説明するステッカーといくつかの情報リーフ

レットが入った情報パケットを受け取りました。彼らは鉤十字を集会のポ

イントにすることを恐れていませんでした。彼らは誇らしげに自分たちの

カラーをマストに釘付けにした。この人たちこそ、私の求める人たちだっ

た。 

  

NSK: あなたは、国民戦線（NF）やスキンヘッドといったサブカルチャー

の台頭を目の当たりにしましたね。 
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このような政治的・社会的な現象が起きた理由を教えてください。 

  

イギリスNSDAP・AOベテラン。国民戦線の台頭は、伝統産業の衰退によ

る大規模な失業と、アフリカやアジアからの大規模な移民の波が、すでに

経済的に困窮していた地域に押し寄せ、資金不足の学校とその子供たち

が、第3世界からやってきた人たちに英語を教えることに資金が向けら

れ、さらに困窮したことが原因でした。  

  

スキンヘッドというサブカルチャーは、このような雇用不足の背景と、こ

の土地の人々の暗黒化に対するアイデンティティの必要性からの反応とし

て生まれた。2001年から2011年にかけて、イギリスの人口に占める白人の

割合は87.4％から80.5％に減少したことが公式に認められました（政府は

嘘をつき、実際はもっと低くなると予想されています）。政府の数字によ

ると、2050年までに白人は自国では少数派になってしまうそうです。この

公式統計を指摘すると、投獄されるかもしれませんよ。 
  

NSK: 今お話に出たような現象の影響力のある人たちにお会いしたことは

ありますか？例えば、イアン・スチュワート・ドナルドソンとか？ 

  

もしそうなら、私たちの受信者のためにそれらを記述してください。 

  

イギリスのNSDAP/AO-Veteran。私はスコットランドの北部で育ちました

が、音楽シーンは主にロンドンを拠点としていました。当時は安いコピー

版の「ファンジン」しかなく、インターネットもEメールもない時代でし

た。でも、イアンと親しかった人たちや、今でも毎年行われる「ISD/

Skrewdriver追悼ライブ」のオーガナイズを手伝ってくれる人たちに何年も

前から会っています。彼らは皆、Ianを賞賛していました。彼は自分の音楽

を愛していたが、シーンの多くの人々と違ってお金のためではなく、大義

を信じ、「反ナチス同盟」の嘘や人種混合を推進する当時の多くの主流バ

ンドに対抗する方法として、彼のレーベル「Rock Against Communism」で

イギリスの白い若者に働きかける方法として音楽を捉えていたのだ。 

  

NSK: 北アイルランドの歴史的な紛争について、どのようなご意見をお持
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ちですか？私自身は、ユダヤ人に惑わされた兄弟が兄弟を撃ったことにつ

いては、どの側も非難される筋合いはないと思っています。私たちはアー

リア人の血を引く一つの民族であり、団結しなければなりません（例え

ば、"Day of the Sword "がこのテーマについて "Blood Stained Emerald "とい

う深い曲で述べているように）。アイルランドとイギリス以外の国家社会

主義者にとって、アーリア人の間でこのような流血を目撃することは悲し

いことです。 

  

あなたの意見はどうですか？また、このテーマに関して、英国の運動の中

で一般的な意見はどのようなものでしょうか？ 

  

英国NSDAP/AO-Veteranです。これは悲しい状況であり、多くの非英国人

国家社会主義者が理解できず、シン・フェインとIRAがアイルランド民族

主義者である／あったと誤解していることであると、私は同意します。私

は、ベルギーのディクスムイデで行われたIjzerbedebevaartの集会の多く

で、このような状況を目の当たりにしました。人々は、スコットランドの

国家社会主義者である私の意見を求めます。ヨーロッパの同志たちは、シ

ン・フェイン／IRAが現実には共産主義者で人種混血集団であり、今もそ

うであることに気づき、驚きました。シン・フェインIRAは、ナショナリ

ズムの倒錯であり、今日では、アイルランド島の南北に大量の非白人移民

を受け入れる覚醒した左翼の集団と見なされているのです。彼らの2020年

マニフェストの優先事項である「強固な憎悪犯罪法の制定」の言葉を借り

れば、彼らは非白人の大量虐殺を推進しているのだ。彼らは、オンデマン

ド中絶を支持することによって、白人の大量虐殺を推進している。北アイ

ルランドでのゲール語の使用を要求することで、アイルランド文化に関心

があるように見せかけながら、アイルランド島全体の白人アーリア人の遺

産を破壊するために最大限の努力を払っているのです。世界中の国家社会

主義者は、彼らを警戒する必要があります。私は、ダブリンを拠点とする

NSDAP/AOの系列団体である国家社会主義アイルランド労働者党と接触す

る機会に恵まれ、シン・フェインの本性を最初に教えてもらいました。ス

コットランドの国民党も同じようなものです。 

  

NSK: 現在の政治活動についてお聞かせください。 
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英国NSDAP/AO退役軍人。私は同志ラオックやヨーロッパの同志たちと一

緒に、オンデマンド印刷や電子的な手段で、これまで以上に幅広い教育や

プロパガンダの資料を作成することに忙しくしています。私たちは、第三

帝国時代の資料を英語やその他の言語に翻訳するために、専門的なツール

を使っています。英国には、この作業を分散化するために、グラフィッ

ク・アーティスト、ウェブサイト開発者、流通拠点からなる小さいながら

も専門的なネットワークがあります。私たちは、ドイツの継続的な占領政

府の下で生活している同志のための注文に応じます。私たちはステッカー

をデザインし、制作し、配布しています（そもそも私がこの運動に参加し

たのは、シンプルなステッカーがきっかけだったことを思い出してくださ

い）。これは戦略会議であり、リソースのプーリングを組織するもので、

酔狂なものではありませんでした。狭いナショナリズムにありがちな、

ビールを飲みながら泣くような会議ではありません。  こうした会議は何

十年にもわたって行われ、フィレンツェのロスト・ファン・トニゲン、モ

ズレー夫人、グドゥルン・ブルヴィッツ（読者には旧姓のヒムラーでよく

知られている）らと会合を持った。 

  

この会議は、私たちが再び「ブラウン・インターナショナル・ブラザー

フッド」を集めることができるまで、今日も電子的に続けられています。 

  

NSK: UKIPやBrexit、Boris Johnsonあたりについてはどうお考えでしょう

か？ 

  

そのうちの1つ（あるいはすべて）が、少なくともある程度は国民の覚醒

に寄与するものだとお考えでしょうか？ 
  

イギリスNSDAP・AOベテラン。UKIPは国家公認の安全弁だった。ファ

ラージは政治に関わる前は国際的な金融業者であった。彼は多くの同志を

より重要な問題から遠ざけた。私はUKIPとは違いますが、Brexitのキャン

ペーンを行い、何日もビラ配り、マーケットでの出店、静的なデモに明け

暮れました。私たちは、単一市場を利用して、東欧からの安価な労働力を

英国に流入させ、これを労働者の党と呼ばれるトニー・ブレア率いる労働

党が行ったことに反感を持っているのです。彼らは、自分たちの利益を増

やすために安い労働力を求めていた国際金融業者や財閥による搾取の犠牲
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者だったのだ。ボリス・ジョンソンは最悪のポピュリストであり、国民

が望んでいると思うことを口にするが、何一つ実現できない甘やかされ

た金持ちであり、彼もまた熱心なグローバリストである。彼の政府にい

る非白人やユダヤ人の数、政府契約を獲得した彼の取り巻きの友人を見

てみるといい。 

  

NSK: あなたの国ではすでに多くの人がCovid-19で亡くなっていますが、

その主な原因は、初期段階での大規模な予防不足と医療システムの脆弱

性にあります。あなたは政府を責めますか？ 

  

英国NSDAP/AO-Veteran。そう、完全に政府のせいです。現在の政府だけ

でなく、労働党と保守党の過去の多くの政府のせいです。病院を拡張

し、医師や看護師を採用・訓練する余裕がないため、痛みを抱えた人々

が何年も手術を待っているのです。  西側諸国では、人口一人当たりの集

中治療ベッドと人工呼吸器の数が最も少ないのですが、これは、これ以

上増やす余裕がないと言われているからです。グローバリストの戦争で

心身ともに傷ついた元軍人の多くに、住居や健康プログラムを提供でき

ないのは、その余裕がないと言われるからです。まともな年金に資金を

供給する余裕がないため、わが国の年金受給者は西側諸国で最悪の年金

額となっている。しかし、わが国の政府は、不法移民や亡命者を支援す

るための十分な資金と資源を常に見つけ出している。このような侵略者

のために、底なしの資金があるように見える。そして今、グローバリス

トの野望はアフガニスタンで失敗し、我々の指導者と呼ばれる人々は、2

万人のアフガニスタン人を受け入れると言った。数え切れないほどの空

軍機と1000人の軍隊が、彼らを受け入れるためにカブールに派遣され

た。これは、2021年に英仏海峡を渡ってきた約1万5千人の不法入国者に

加えて、国境を完全に保護する余裕がないと言われているためである。 

  

そして、自分たちの民衆の面倒を見る余裕がない一方で、英国政府は国

際銀行からお金を借りて、それを海外援助に回すのに忙しいという馬鹿

げた状況になっているのです。2020年だけでも145億ポンドの借金をし、

それを海外援助に回しているのです。しかし、この状況に責任があるの

は政府だけではありません。イギリス国民は、長年にわたって様々な民
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族主義者／国家社会主義者グループによって警告されてきましたが、何

度も何度も、過去に失敗した古い政党に投票し、新しい秩序のための戦

いに参加しようとしません。 
  

NSK: あなたの国の敵はどのくらい強いのですか？ 

  

英国NSDAP/AO-Veteran。敵が強大で、あらゆる権力を掌握していること

を否定するのは愚かなことです。彼らは、様々な手段で自分たちの計画

をコントロールし、推進しています。彼らは学校で若者を堕落させ、国

家権力を使って、彼らの「予防」プログラムを使って人種的意識の兆候

を見せた人を拘束し監視しています。イスラム教徒のテロと戦うために

導入されたと言われていますが、ほとんどは白人の反対意見を押しつぶ

そうとするために使われています。何十万人もの人々が、警察によって

「犯罪ではないヘイト事件」と称して尋問され、調査されてきました。

警察が雇用主を訪れ、調査を受けていることを告げ、解雇させようとす

ることも珍しくありません。 

  

NSK: 今、あなたの国が抱えている主な問題は何ですか？ 

  

イギリスNSDAP/AOベテラン。我が国と西欧諸国の大半が直面している

主要な問題は、子供の不足である。総統は「社会は滅びるのではない、

生まれるのだ」と言った。私たちの国民は、物質的な豊かさとキャリア

を追求することに魅了され、生物学的な必要性を見失っているのです。

我々の若い女性たちは、幼い子供の代わりに小型犬を持ち歩いている。

小学校の白人の子供たちは、これらの外国人侵略者によって数が少なく

なり、私たちは、私たちの中のこれらの寄生虫によって繁殖していま

す。 

  

スコットランドにおける薬物の問題に対処する必要があります。スコッ

トランドは、ヨーロッパで薬物摂取と薬物乱用による死亡の最悪の記録

を持っています。これは、おそらく「ナショナリスト」政府によって実

行されている国である。SNPはグローバリストであり、薬物乱用は白人の

人口を減らし、移民を増やすための手段だと考えているようです。彼ら
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は大きな麻薬王を攻撃しません、なぜなら彼らは主にイスラム教徒であり、スコット

ランドの保健大臣は...です。ハムザ・ユーサフ（イスラム教徒 
  

NSK: おすすめの本とその理由を教えてください。 

  

イギリスNSDAP・AOベテラン。我が闘争」は言うまでもない。これが我々の信条の

基本である。 

  

- "Hitlers Revolution" Richard Tedor著、英語版とドイツ語版の両方が発売されています。

この本は、当時の資料を使って、第一次国家社会主義政権の目的と成果を示し、今日

のメディアの嘘に対抗しています。なお、私が第一次国家社会主義政権と言ったの

は、それが最後ではないからです。 

  

- 1993年にコリン・ジョーダンが書いた "Merrie England 2000 "は、今日の狂気を予言

したものです。 

  

- A Train of Thought" と "National Socialism A World Creed for the 1980's" はコリン・

ジョーダンによるもので、多くのサイトでダウンロードすることができます。実際、

コリン・ジョーダンの著作はどれも強く推奨される。 

  

  

NSK: インタビューありがとうございました。これからもよろしくお願いします。勝

利は我々のものだ! 

  

最後に受信者に向けて、自由に言葉を添えてください。 
  

英国NSDAP/AO-ベテラン。我々に対する勝算は、克服することが不可能に思える

が、だからといって、希望を捨ててはならない。最後の勝利に対する狂信的な信念

は、すべての真の国家社会主義者の心の中にあります。あなたがグループの一員であ

ろうと「一匹狼」であろうと、共にいれば、1945年の敗北を、継続する戦争における

失われた戦いに変え、そこから最終的に勝利を手にすることができるのです。 
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