｢
ビルマ｣
国代表 ｢
バー ･モウ｣内閣総理大臣閣下ノ 1般的所見
(
爺詳 )
(
十 1月五日)

議長牌下撃 l
各代表髄下､撃 l
卑見 ヲ開陳 スル 二宮リマシテ､私 ハ些力タメラヒヲ感ズルモノデ アリマ

ス､蓋 シ本合議ノ如キ場合 こ於 テハ､我々 一同ノ胸中 二ハ唯 一ツノ考 へノミガ アル コトハ寧 口嘗然デ アリ

マシテ､言ヒ現 ハス言垂 ハ色々デ アリマセウガ､我々 こハ同 一ノ心､同 lノ意思､同 1ノ目的カラ生 レ出

ル唯 一ノ考 へガ アルノミデ アリマス､従 ツテ私ノ所見中 二ハ撃 盲 代表 こ依り開陳セラレマシタ思想ナリ,

感情ナリ､事賓ナリガ屡 ^
盛 返サレルデアラウ コトモ是亦嘗然ノコトデ アリマス､併 シ､ ソレデ モ私 ハ其

ノヤウ ニ錬返シ申述 べることに意義 アリト考 へルモノデ アリ マシテ､ソレハ蓋 シ ｢
ビルマ｣固 モ亦同 1ノ考
へヲ有 スル コトヲ明カ ニシナケレバナラナイカラデ アリマス.

或ル意味 こ於 テ払 ハ撃 呑 代表ガ述ベラレマシタノト同ジ言葉 ヲ語り､同ジ所見 ヲ御侍 へセンガ鳥 こ本

圃 ヨリ参 ツタトモ申 シ得ルノデ アリ マシテ､ ソレハ結局我々 一同ガ同ジ所見 ヲ有 シテ居ルカラデ アリ マ

ス､此ノ席 二起 ツテ周囲ヲ眺メマストキ､私ノ胸 二浮 ンデ参リマスノハ過重 l
於 テ政治情勢ノ然ラシムル

所 こ依り西洋 こ於 テ出席ヲ俊儀ナクセラレタル諸合議ノ想出デ アリ マス､ナルホド此等ノ合議 二於キマシ

テモ多数ノ人々ガ相集ヒ､互 二鄭重 こ取扱ヒ'談笑ヲ交 シ､各種 ノ事柄､就中天候其 ノ他 こ付イテ論論致

四一

四二

シマシタ､併 シナガ ラ私 ハ常 こ他盛者ガ他盛者ノ中 二在ル感ジヲ発レル コトガ出来ズ､恰 モ古代庶馬 こ於
ケル希腹人奴隷ノ如キ感ヲ懐クノガ常デ アックノデ アリマス｡

本日此ノ合議 こ於ケル空気 ハ全ク別箇ノモノデ アリ マス､此ノ合議カラ生レ出ル感情 ハ之 ヲ如何ヤウ ニ

言ヒ規 ハシテモ誇張 シ過ギルコトハアリ得ナイノデ アリマス､
多年 ｢
ビル マ｣二於 テ私 ハ亜細亜ノ夢 ヲ夢 二

見額ケテ参リマシタ.
私ノ亜細亜人トシテノ血 ハ常 こ他ノ亜細亜人 こ呼ビ掛ケテ来タノデ アリ マス､
重トナ

ク'夜トナク､私 ハ自分ノ夢 ノ中デ亜細亜ガ其ノ子供 こ呼ビ掛ケル賛 ヲ聞クノヲ常トシマシタガ､今日此

ノ庸 二於 テ私 ハ､姶メテ夢 二非ザル亜細亜ノ呼牽 ヲ規斉 二間イタ次第デ アリマス､我々亜細亜人 ハ此ノ呼

費､我々ノ母ノ牽 二度 へテ盗 二相集 ウテ来タノデ アリマス､私 ハ此ノ議場 こ於テ述ベラレマシタ各国代表

閣下ノ所見 二封 シ満腔ノ感動 ヲ以テ耳 ヲ榛ケタノデアリマス､此等ノ所見 ハ絶 テ記憶 こ留 ムベキ モノデア

リ'感動 こ満チタモノデ アリマシテ､相誇大 二言 フコトヲ許サレルナラバ､私 ハ其ノ中 二子供 ヲ呼ビ集メ

ル亜細亜ノ賛 ヲ聞クヤウナ気ガ シタノデ アリ マス､何ガドゥデ アラウトモ､各代表ガ何ヲ連 ベラレヨウト

モ 又如何ナル地方色ガ加 へラレヨウト モ 其ノ底 二流レルモノハ唯 1ツノ ｢
壁｣デ アリマシテ､有 ラユル

所見 ヲ通ジテ､ ソコニハ企重卜目的卜清新ノ銃 1ガ アリ､之ヲシモ私 ハ我等ノ亜細亜ノ血ノ呼費卜稀 スル

ノデ アリ マス､今ヤ我々 ハ心ヲ以テ考 フル時期デ ハナク､清 二血ヲ以テ考 フベキ時デ アリへ私ガ ハル ぐ

｢
ビル マ｣ヨリ日本 へ泰リマシタノ モ此ノ血 ヲ以テ考 へル考 へノ致 ス所ナノデ アリマス｡

ニアツテモ､最 モ牢記スベキ ハ議長雫 ノ御質 デ アリマ

ハ恰 嘉 ノ武士ガ其ノ武器ヲ遇プガ如ク T語々々ヲ碧 セラレ､其ノ言

ハ常 ノ如クヲ 演説 ヲ行 ハレマシタガ､本日ノソレハ囲ノ演説以上 ノモノデ アリ マシテ､音

撃 ‑
讐 ラレタル幾 ツカノ記憶 スベ嘉 ‑
ス､鳶 雫
二生警 ル雷 デ アリマス､雫

二於 テハ今日ノ聖 書

ハ

警 流線化 シ､ 石 ノ究極目的ノ雪 雲 セラレタノデ アリマシテ､此ノ粘 二付キ私 ハ代表各位卜共 こ議
長閣下 こ封 シ深甚ナル謝意ヲ表明 スルモノデ アリマス｡
世界 ノ動キノ碧 ナル コト空 嘉 ノ如キ モノガ アリマシテ､大東諒 憲

到底考 へ及バナカ ッタ所卜思 ハレ マス､昔時 二於キマシテハ､謡 ‑ ガ今日ノ如ク 1掌 盲 スルコトハ

出挙 カッタノデ アリマス､ ソレガ今ヤ我々ハ此寧 痕 ク相集 ツテ居ルノデアリマス,私ノ心讐 ハ新世

界ノ創造セラレ行クサ マガ マザ ‑ 卜映ジテ居リマス､私 ハ議長雫 ノ御霊 ノ中 二･新 シイ世界､蒜
形成サレツ ､アルノヲ見ル次第デ アリマス｡
蛮人ノ烏 ノ亜細亜的世界 ノ機構ガ理写 1

僅々警 前 二於キ マシテモ､‑ 実 ハ互 二分割疏隔セラレ､相互 二警 ズ､又此ヲ警 ウトスルコト

モナク､恰 モソレ ‑ 別箇ノ世界 二住 メルガ如キ感ガアツタノデ アリマス､昔時 二於 テハ警 トシテノ壬

二於 テ､我々 ニトツテハ写 商 連 シイ期間デ アツタ過去 二於テハ､今日我々ガ 妻

亭 ンテ居リマ

璽 八霊 セズ､富 宍 ｢こ こ非ズシテ ｢
多｣デアリ･而モ‑ ‑ 分‑ ル敵卜警 同ジウシ､蒜 亜
ノ大部分 ハ此等敵国ノ何 レカ ニ影ノ如ク エ追随 シテ居 ツタノデ アリマス｡
聖
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スヤウ ニ､亜細亜ノ各国民ガ合合 スル コトハ到底考 へラレナカッタノデ アリマス､如何デセウ､其ノ不可

能ガ安寧 ンタノデ アリ マス､ ソレモ我々ノ中 ノ最 モ大胞ナル夢想家デサ へモ夢琴 ン得ナカッタ形デ規賓化
サレタノデ アリ マス｡

今日大東亜合議 ハ菓亜ノ首都 こ開催サレテ居リマス､斯クシテ新 シイ世界､新 シイ秩序､新 シイ国籍ガ

生レタノデ アリマス､有史以来姶メテ東亜ノ国民 ハ､東亜 ハ 一二シテ分離 スベカラズトイ フ虞理 こ基ク､
自由 こシテ平等ナル同胞トシテ､合合 シテ居ルノデ アリマス｡

併 シ､
本日ノ東亜国民ノ合合 ハ無力ラ生ジタノデ ハアリ マセン､
手品師ノ便 フ空ノ信子カラ突然飛ピ出 シ

テ来タモノデ ハアリマセン､東亜 二於 テ ーツノ世界 ヲ滅 シ他ノ世界 ヲ創造 シタ､長イ間 ノ種々ノ事件ノ結

実トシテ生 レタモノデ アリマス､既 二述 べマシタ通り､此等 ノ事件 ハ非常 二大キク又其ノ影響 スル所 ハ頗

ル虞イノデ アリマシテ､日本 二俵ル亜細亜指導権ノ把握､無敵日本軍ノ電撃的作戦 二依ル東亜ノ席捲及ピ

反亜細亜勢力ノ撃権､歴史 こ例ナキ日本 ヲ中心トスル全東亜国民ノ共同ノ敵 こ封 スル結集､更 二亜細亜進

展ノ L轄機ヲ謝スル ｢
ビルマ｣圃及ビ ｢フィリピン｣圃ノ猫立等々ガ跡チ之 二該嘗スルモノデアリマス､賓 二

乗ダ曾 テ之 ヨリ偉大 二シテ重要ナル事件ガ東洋 二起 ツタ コトハナイノデ アリマス.

私ノ所見 ヲ之以上進メマス前 こ､他ノ代表ガ畿 二速 ベラレタ考 へデ ハアリマスガ､私 ヨリモ 一言述 べタ

イト思 ヒマス､蓋 シ ｢
ビルマ｣園 モ亦其 ノ考 へヲ述 ベル光栄ヲ持 ツベキデ アルカラデ アリマス｡

払ガ軍 事 述 べマシタ東洋 ヲ全然襲貌致 シマシタ種々ノ事件 ハ､日本ナクシテハ到底起り得ナカッタモ

ノデ アリ マス､我々多クノ者ガ長イ間紡ヒ､救ヒヲ求メテ輿 へラレナカッタ荒野カラ我々ヲ救ヒ出 シテク

レタノハ東洋ノ指導国家日本デ アリマス､全東亜 ハ日本 二負 フ所掌 l
多大デ アリ､私 ハ全東亜ガ欣然トシ

テ日本 こ封 シテ大 こ報 ユル所ノアルコト こ付キ マシテハ完全ナル確信 ヲ有 スルモノデ アリマス｡

払 ハ敢テ申 シマス､本日ノ合合 ハ淘 二意義深キ行事デ アリ マス､議長閣下ノ述 ベラレマシタルガ如ク,

我々 ハ正義､
平等､互寧 衰 キ､他 ヲ生カシムルコト こ依り､我 モ亦生クトイフ大原則ノ下 こ新 シイ世界ヲ

創造 シツ ､アルノデ アリマス､有 ラ ユル見地カラ見 マシテ'東亜 ハソレ日常 一箇ノ世界 ヲ成 シテ居ルモノ

デ アリマス､即チ物質的 二ハ自給自足､否寧 口溢 フル ､バカリ 二等 丁アリ､戦略的 こハ不敗 こシテ如何ナ

ル敵 ヲモ撃推出来'
籍辞的 二ハ完成セラレタル ｢lJデ アリ占 ラ別天地 ヲ形成 シテ居リマス､然ル こ我々

亜細亜人 ハ幾世紀 モノ長イ間､以上ノ事耳ヲ忘却 シテ居 ツタガ琴 一
､多大ノ損失ヲ蒙 ツタノデ アリマス､

即チ其ノ結実亜細亜人 ハ撃 壷 細亜ヲ喪失 スル 二至ツタノデ アリ マス､今ヤ､日本ノ御蔭ヲ以テ我々 ハ以

上ノ事軍 一
気ガ ツキ､之 二依 ツテ行動 ヲ開始 シタ次第デ アリ マスカラ､亜細亜人 ハ必ズヤ亜細亜ヲ同復

スル 二相達ナク､此ノ簡単ナル虞理ノ中 二亜細亜ノ全運命ガ横タ ハツテ居ルノデ アリマス･

私 ハ此ノ教訓 ヲ非常 こ高贋ナル代贋 ヲ排 ツテ胆得 シタ国力ラ参 ツタ者トシテ所見 ヲ述 べテ居ルノデ アリ

マス､多数ノ隣家国民 モ此ノ教訓 ヲ得ル烏 二苦イ目 こ過 ツテ乗 マシタ■｢
ビル マ｣ 二村イテ申 シマスレバ,

四五
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我々 ハ慈悲 モ正義心 モナイ敬 二封 シテ代償 ヲ沸 ツタノl
r
r
ナラズ､今筒有 ラユル形式 l
痕 テ､死卜破壊トノ

代償 ヲ梯 ツテ居ル次琴 丁アリマス､
僅l
二 千六百商人ノ モ ル マ｣人ガ掃カデ国家トシテ生 レ出ヅル烏 こ国

学 シタトキ ハ､常 二失敗 二終リマシタ､何代 こモ亙ツテ我々ノ愛歯音 ハ奮起 シ､民衆 ヲ率4､打倒英国 二

適準 ンタノデ アリマスガ､我々ガ亜細亜ノ 1部 l
遍 ギナイ コト､ l千六百寓ノ人間ガ烏 シ得ナイ コト モ十

億ノ亜細亜人ガ囲岳 スルナラバ容易 二成就 シ得ル コト､此等ノ基礎的事督ヲ認識 スル こ至ラナカッタガ烏

二､
我々ノ敬 二封 スル有ラ ユル反抗 ハ個借 スル所ナク操柵サレタノデアリマス'斯クテ今 ヨリ二十年前 二起

ツタ全国的飯乱ノ際 二ハ､ ｢
ビル マ｣ノ村々ハ焼キ沸 ハレ､婦女子 ハ虐殺サレ､
志士 ハ或 ハ投獄サレ'或 ハ

絞殺サレ'又 ハ追放サレタノデ アリ マス､併 シナガラ､此ノ叛乳 ハ敗北 こ終 ツタトハ謂 へ､此ノ火焔､亜

細亜ノ火煩 ハ ｢
ビルマ｣人全部ノ心中 二燃 工意ケタノデ アリマシテ､反英運動 ハ次カラ次 へト繰返 へサレ､

此ノヤウ テ ンテ国学 ハ穎ケラレクノデ アリ マス､而 シテ逐 こ､今日漸ク ニシテ速 二､我々ノカ ハ 1千六

百高ノ ｢
ビルマ｣人ノカノミデナクシテ'
十億ノ東亜人ノカデ アル日ガ到牢 ソタノデ アリマス'即チ東亜ガ

車力デ アル限り､ ｢
ビルマ｣ ハ車力デ アリ不敗デ アル日ガ到来 シタノデ アリマス｡

以上私 ハ東亜ヲ全借トシテ所見 ヲ申述 べテ参リマシタガ､資 ハ東亜 ハ今倫全慣トシテ纏 マル こ至 ツテハ

居ラナイノデ アリマス､我々 ハ東亜固ガ倫不完全デ アリ､此虞彼虞 二間隙ノアル コトヲ認メザルヲ得ナイ

ノデ アリ マス､ ソレハ特 こ印度 ヲ意味 シテ斯ク申上ゲルノデ アリ マス､何人卜難 モ印度 ヲ除外 シテ東洋

ヲ考 へル コトハ出来ズ､此ノ野 宿 キ マシテハ別 こ理由ヲ申述 べル必要 ハナイト思ヒマス､是迄払 ハ虞 ‑

自由ナル印度ナクシテ自由ナル ｢
ビルマ｣ナシト申 シテ参リ マシタガ､
今日私 ハ 一歩 ヲ進メマシテ､自由ナ
ル印度 ナクシテ自由ナル亜細亜ナシト率直 こ断言致 スモノデ アリマス｡

印度 ハ亜孤軍 l
於ケル反亜細亜侵略ノ武器庫デ アリ､資産デ アリ､足場デ アリ マス'故 二侵略者 ヲ印度

カラ,此ノ無轟戒ノ安物ヲ有 シ､資源ヲ有 シ､人力物カヲ有 スル印度カラ､放逐 シナケレパナラナイノデ

アリマス､我々ハ此等ノ印度 ノ資源 ヲ敵ノ手カラ奪ヒ取ラネバナラナイノデ アリマス'是即チ私ガ印度ノ

濁立 ハ亜細亜ノ箱立 こ映クベカラザ ル要素デ アリ､印度ノ闘争 ハ軍 壷 細亜ノ国学デ アリ､我々ノ国璽 丁

アリ､我々ノ戦争デ アルト断定 スル私ノ所見 二閣下各位ガ御同感デ アル コトヲ確信スル所以デ アリマス｡

私 ハ､
必ズヤJ ｢スバス･
チャンドラ .
ボース｣氏ガ､
私ノ所言ガ些カノ誇張 モナイ文字通リノモノデ アリ､

而 モ鮭封的信念ヲ以テ申述 べテ居ル コトヲ御認メ ニナルモノト信ジテ疑 ヒマセン｡

琴 丁､次 二大東亜戦争及ビ東亜的秩序 二付イテ申述 べタイト存ジマス､斉 ハ此ノ琴 南 キ マシテハ､代

表各位ガ軍 産 ベラレタル所 二封 シ私 ヨリ附加 シ得ルコトハ殆 ンドナイノデ アリ マスルガ､極メテ概念的

こ中上ゲ テ見タイト思ヒマス､我々 ニトツテ今次ノ戦争 ハ姫慣絶命ノモノデ アリマス､東亜 ハ此ノ戦争 ヲ

勝チ抜キ生キ永 ラフルカ､然 ラズ ンバ戦ヒ放レ滅亡 スルノ外ナク､他 こ溝プベキ途 ハナイノデ アリ マス､

軍 東 亜卜東亜民族ト こ取 ツテハ生存其ノモノノ烏ノ軌デ アリ､将来千年 二亙ル東亜ノ掃立､卒和琴 衰
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柴ノ烏 ノ戟デ アリマス｡

四八

現穿 ヲ勇敢 二直撃 ンテ見タラ如何ナル状態デ アリマセウカJモ ルマ｣ ハ瑛 二恐ルベキ事軍 直 面 シテ居

リマス､敬 二払 モ率直 二申渡 ベテ居 ルノデ アリ マスガ､同時 こ私 ハ琴 福 表セラル ､全東亜各国 二代 ツ

テ述べテ居ルモノト信ズルモノデ アリ マス､若 シ東亜ガ 1億トナリ､載カトナリ､自給自足ノ墳撃 面 速

スル こ於 テハ何事 モ成ラザル ハナク､十億ノ東亜民族ガ結束 シテ起 ツトキハ､如何ナル執､如何ナル平和
ヲモ克 チ得ルノデ アリマス｡

東亜ノ新秩序撃 庭 草 東 シテハ､琴 南 述 べマシタル通り､私 ハ議長閣下ノ明瞭 二シテ論議ノ除地ナ

キ御費明 こ封 シ深甚ナル謝意ヲ蓑 スルモノデ アリ マス､議長閣下 ハ其ノ柘自ノ勇適卜決断トヲ以 テ､其ノ

根本原則 ハ正義､互恵撃 一
揮立及ビ主権 ノ相互尊重ナルベキ コトヲ雲 量 ラレマシタガ､右 ハ淘 こ明瞭確乎

タル聖 1
量 デ アリ'東亜憲章'即 チ東亜ノ新秩序ノ存 スル限り存緯 スル憲章トシテ､永撃 遍 ルデ アリマ

セウ､又､此等 ノ諸原則 二基礎 ヲ置 ク東亜ノ新秩序 ハ､巌ノ如ク､永久 二揺グ コトナク存績 スルデ アリ マ

セウ､血 ノ東亜 ノ新世界 ハ､其 ノ安定 ノ烏必要トスル物質的燦件 ハ琴 芝 ヲ具備 シテ居リ マスJ畢 l
申

述 べマシタ通リ'
自然 ハ我等ノ新世界 こ封 シ物質的資源ヲ恰 シミナク翠 /デクレテ居リ マス､従 ツテ'
物質

的 こハ我等 ノ世界 ヲ敬 二封 シ安定 セル掌固ナルモノト烏 ス上 こ於 テ､何 ノ敵クル所 モナイノデ アリ マス･

併 シナガ ラ､
右ヲ以テ十分ナリト ハ鍵封 二言ヒ得ナイノデ アリ マシテ､此ノ物質的結琴 元 フル 二'理解ト

′

‑‑
‑‑̲̲

ハナ

丁モツト虞イ意味 二於ケル嬰 主義ガ必要デ アリ､

署 ト ニ基キ,個 ハ全‑ 烏 ニシテ全讐 個ノ苧 ｡､トノ‑ 意識 ヲ蓋 トスル精細的結集ガナケレバ
ナラナイノデアリ マス,即チ､個々ノ嬰 主義卜‑

苗 天地 ヲ必要トスルノデアリ マス､是 ハ‑ ル感情乃至言撃

ン､
各自 二島 ノ途ヲ講ズルノ要ガアリ､先ヅ自国

アアリマス､代表各位ガ冨 セラレタルガ翠

乏 ヲ完速 シナケレバナラズ､然ラズンバ我々 ハ雄蘭 ノ竿 ニシテ滅亡 スルノ外 ハナイノデ

個々ノ領域的天地卜撃 ノデ単 ‑
クリ
､我
ハ琴
ア
マ々
ス｡

ノ‑

ハ各 品 目ノ‑ 歩 ミ､
各管 ノ軌道ヲ‑

以上 ハ望 我々ノ直面スル問題 二封 スル ‑
我々各賢

︼
私ガ屡 ‑

テ居リマス‑

｢
ビルマ｣歯ノ‑

︼
責戯スル誓 ノ途 ハ男 ナル

二於 テ各 壷 良 ナル‑ タルノ資格 ヲ億 へ､延イテハ善良ナル宗 男 ､善‑ ル隣人トナラネバナラナ
ィノデアリマス､今‑

季 ンク印度 二付イテモ同様デアリマス,而

ビルマ｣園ノカハ‑ 董 ノカナノデアリマシテ､此ノコトハ亦
｢
ビルマ｣固ヲ建設スルコトデアリマス､ ｢
中華民国､｢
タイ｣囲､済 貿 ピ ｢フィリピン｣囲撃 ‑

‑

ツ ､アル事竺 適用 シテ見タイト存ジ マス､私 ノ露

｢
ビ

シテ霊 ノカ ハ此等各国､即 チ自由 ニシテ葺 ナル警 自身 ノ世界 二於 テ躍動 シ､活動 シ､且協力 スル此
等各国 ノ個々ノカノ結集セラレタルモノデナケレバナラナイノデ アリマス｡
以上申述 べマシ夕雲 ノ原則 ヲ‑

ルマ｣固 二付イテ迦 ベマスレバJ御承知ノ通り ｢
ビルマ｣ ハ撃 天 棄毒 筆ノ発 表 デ アリマス､トイフコ

四九

五〇

トガ如何ナル困苦､
如何ナル恐怖ヲ意味 シ､如何 こ多数ノ人命及ビ家庭ガ喪 ハレ､今日生ケルモノガ明日ハ

旺 こ此 ノせ こ在 ラザル状態 ヲ意味 スル モノデ アル コトハ各位ノ能 ク御承知 ノ通リデ アリ マス､既 こ申述

べマシタル通り､ ｢
ビル マ｣固ガ此等ノ俸崩 こ直面 シテ居ルノハ､自国 ノ烏ノf
r
r
デ ハナク全東亜ノ烏デ ア

リ'共同戦線ノ 一部ヲ防衛 スルコト 二依り東亜ノ他ノ地域 ノ防衛 こ嘗 ツテ居ルノデ アリマス､弘 ハ ｢
ビル

マ｣圃ガ最後迄第 1線 ヲ守り適 スデ アラウコトヲ確言 スル モノデ アリ マスガ､同時 こ私 ハ他ノ大東亜各国

ガ､理 二 ｢
ビルマ｣こ行ハレツ ､アル激戦ハ彼等自身ノ敬デアリ､此ノ哉 ハ 1慣 1家ノ原則ノ下 二戦 ハレナケ

レバナラズ'且大東亜ノ絶カヲ以テ戟ヒ按カレナケレバナラナイモノデアルコトヲ銘記セラレンコトヲ望 ム

モノデ アリ マス､我々ハ全大東亜防衛 ノ烏'如何ナル固､
如何ナル戦線 二於テモ連用 シ得ル如ク､
全戦力及

ビ全資源 ヲ結集 シナケレバナラナイノデ アリマシテ､換言スレバ東亜ガ 一博ナルガ如ク､其ノ努力､経済

及ビ企蓋 モ 一億デナケレバナラズ､而 モ物質的 こモ精辞的 二モ 1億デ アル コトヲ要 スルノデ アリマス､
高l

自己 ノ鳥 こ孤立主義 ヲ採ル モノアラバ､ ソレハ最大ノ裏切り行為卜申 スベク､我々ヲ滅亡 こ導クモノ二外

ナラナイノデ アリマスガ､何 ヨリモ先ヅ彼等孤立主義者自身ガ破滅 二脇ル コトデ アリマセウ､繰返 シ申注

べマスレバJ｢
ビルマ｣ ハ今後 モ東亜 ノ第 一線タルベク､我々ハ亜細亜人トシテ'亜細亜ノ鳥 こJ此ノ戦争 ヲ

戦ヒ抜ク決心ヲ有 シテ居リマス､ト同時 二他 ノ東亜各国 モ之 こ倣 ハンコトヲ普然期待 スルモノデ アリマス.

私ガ ｢
ビルマ｣ノ戦況 二付キ多クヲ語り過ギタトセバ､
各位 ノ御寛恕 ヲ講 フ次琴 丁アリマスルガ､私ガ自

団ノ領域内 こ於 テ頚音 こ総力戦 こ従事 シテ居ル国民ノ代表トシテ出テ来タモノデ アル コトヲ御諒解願ヒタ

イノデ アリ マス､ ｢
ビルマ｣国民ガ規 こ第 1線的状態ノ下 こ生活 シテ居り､其ノ家庭 モ､生命 モ､財産 モ､

其ノ他人生 二億倍 アリト考 へラレル憩 テノモノガ'日々敵ノ攻撃 こ曝サレテ居ル コトモ御諒解甑 へル コト

ト存ジ マス'是即 チ私ガ､忌博ナク申セバ胸中 こ弾丸飛ピ交 フ火線ノ心情 ヲ懐イテ此庭 こ参 ツタ所以デ ア

リマス､ ｢
ビルマ｣国民ガ常 二 一大国士デアツタコトハ､史上 二明カナル所デアリマシテ､現在ノ ｢
ビルマ｣

国民 モ其ノ租先名 ヲ辱 メヌモノナル コトハ私 ノ格言シ得ル所デ アリマス'
今 ヨリ二年前l我ガ ｢
ビルマ｣ノ

青年 ハ武器ナクシテ戦ヒマシタ､武器ヲ獲ル畠 こハ先ヅ敵ヲ契サネバナラナカッタノデ アリマスガ､彼等

ハ敢然トシテ之ヲ遣り蓬ゲタノデ アリマス､
今日 ｢
ビル マ｣圃 こ於ケル士気 ハ頗ル旺盛デ アリ マシテ､何物

卜雌 モ之ヲ破ル コトハ不可能デ アリ マス､
何故ナラバ琴 丁ノ ｢
ビルマ｣人 ハ､
己ノ貴 シトスル縫 テノモノノ
烏 二戦 ヒツ ､アル コトヲ知悉 シテ居 ルカラデ アリマス｡

私 ハ東亜ノ 一慣タルベキ コト､此 ノ戦争 ヲ東亜人トシテ借 二戦ヒ､東亜人トシテ借 こ世界ヲ建設 スベキ

コト こ付イテハ既 二十分 二述 べ孟 シマシタ､我々 ハ此ノ事業ノ正 シキ端緒 ヲ本台譲 二於 テ開イタノデ アリ

マス､
･併 シナガ ラ､我々ハ単 二此ノ事業 ヲ唐ケテ行クノミナラズ､本日成功裡 こ開始セラレタル此ノ事業

ヲ､大東亜戦争ノ全作戦地域 二及ボ シ且洛釆ノ平和ノ烏 こ展開 シテ行カナケレバナラナイノデ アリ マス､

換言 スレバ､東亜共同ノ蓮命 ヲ綜合計室化 シテ導イテ行クベキ､恒久的ナル東亜中央組織牒ノ存在ヲ必要

五一

五二

トスノデ アリマシテ､之 二依り始 メテ我々ノ結集 ハ現資化 シ､
敢柴的トナリ'平時 こモ戦時 ニモ有カナル武

器トナルノデ アリ マス､此ノ組鞍馬ガ自由 ニシテ平等ナル大東亜各国 ヲ代表 スルモノデ アルコトハ言 ヲ侠

タザル所デ アリマス､故 二途 ハ自 ラ明カデ アリ､我々 ハ今其ノ結 ヲ掴 ンダバカリデアリマスガ､是カラ目

的 こ向 ツテ我々ノ前進ガ開始サレル衣第デ アリ マス､ T度亜細亜民族ガ結集 シ､統 TL指導トヲ得ルトキ

ハ､常 二如何ナル世界ノ涯迄 モ前準 ソ得ルモノデ アルコトハ歴史ノ示 ス所デ アリマス｡

過去 こ於 テ,東洋 ハ 表 ナラズ其 ノ敵 二封 シ進軍 ソ､之 ヲ滅 シタノデ アリマスガ､唯､亜細亜人ガ亜細

亜ヲ忘却 シタトキ 二限り撃 廠 レタノデ アリマス､併 シナガ ラ､今ヤ偉大ナル大日本帝圃ノ御撃 宿 り､

我々ハ再ビ亜細亜人タルノ自覚 ヲ取戻 シ､亜細亜ノ血ヲ再尊兄 シタノデ アリマシテ､此ノ亜細亜ノ血 コソ

ハ､亜細亜ヲ我々ノ幸 二回復セシムルモノデ アリマス､今 コソ我々 ハ示サレタル途 ノ最後迄進撃 ヲ意ケヨ

ウデ ハアリ マセンカ､十億 ノ東亜民族トシテ新 シイ世界､我々東亜民族ガ始メテ永遠ノ自由卜繁柴トヲ獲

得 シ､永住ノ地 ヲ見出 スコトノ出来ル新 シイ世界 二向 ツテ進軍 ショウデ ハアリマセンカ｡

