自由印度侶政府 ｢
ボース｣首班閣下 ノ筆 舌 (
訴詳 )

五八

(
十 一月六日)

議長閣下､閣下並 こ各位へ此 ノ歴史的合議 二陪席者トシテ出席 スル コトヲ許サレ マシタル コト ハ､私及

ビ私 ノ同僚 ノ光条且恩恵ト スル所デ アリ マシテ'妓 こ其 ノ御厚意 こ封 シ自由印度個政府 ヲ代表致 シマシテ

深甚 ナル感謝 ノ意 ヲ表 スル次第デ アリ マス､殊 こ閣下各位ガ其 ノ御所見中 二表明 セラレ マシタル深キ御同

情姓 こ我々ノ将来 二封 シ協力援助 ヲ確約 セラレ マシタル コト こ封 シマシテ'私 ハ衷心 ヨリ感謝 ヲ棒グ ル モ

ノデ アリ マス､
更 二又 ｢
ビル マ｣国代表繍下御提議 ノ下 こ､
全合 1致 ヲ以 テ採揮 セラレ マシタル決議 二封 シ

マシテモ満腔ノ謝意 ヲ蓑 スル モノデ アリ マス､議長閣下､此 ノ決議 ハ此 ノ殿堂 ノ壁 ヲ越 エテ造 力我ガ同胞

幾億 二希望 卜激励 卜感激トヲ斎 スト同時 二､心疾 シキ所 アル縫 テノ者 ノ胸中深ク恐怖 ヲ輿 フル モノナル コ
ト ハ､私 ノ信ジ テ疑 ハザ ル所デ アリ マス｡

我々自由印度侶政府並 こ其 ノ指導下 二在ル縫 テノ者 ハ終 二米英帝国主義 こ封 シ最後 ノ決戦 ヲ開始 セント

シテ居ルモノデアリマシテ'我々ノ背後 二ハ啓 二無敵日本ノ覇キカノミナラズ東亜ノ解放セラレタル各国民ノ

総意 卜決意 アリトノ自覚 ノ下 こ'今 ヤ我々 ハ不倶戴天 ノ仇敵撃滅 こ進軍 セントシテ居 ル次第デ アリ マス｡

議長閣下､私ガ昨日及ビ本 日此虞 こ在 ツテ此 ノ大合議 ノ議事 ヲ傾聴致 シテ居リ マス際､私 ノ眼前 こハ

｢
パノラマ｣ノ如ク世界ノ歴史ガ去牢 ノタノデ アリマス､私 ハ過去百除年間 二開催セラレマシタル数多ノ国

際嘉 ヲ同想シタノデアリマス､‑ ､｢
ナポレオン｣帝‑ 落後 l八 l五年 二開催セラレタル維響 議二 ク

リミア｣軍 役 一八五六年 二開催セラレタル巴署 譲, ｢
バルカン｣ ニ於ケル雪 等 後 一八七八年 二開 催

二想 ヲ馳セ､
更 二又垂 丁私ガ印度 ノ自

商 催セラレタル華雷 慧 ピ窪 国民ノ手足ヲ巧 ミ

セラレタル伯林墓 ､前世界大警 終警 告ゲタル 一九 1九年ノ ｢
ヴ ェルサイ ユ｣講誓 議､太平洋及ピ
極軍 泰 ケル英米ノ支写 確保センガ魚 1九二 重

ニ永久 こ拘束 スベク 1九二五年 二開催セラレタル ｢ロカルノ｣憲

ヲ警

ツ ､､払 ハ此ノ合議卜嘗テ‑ 史上 二規 ハレタル類似ノ誓 議

由ノラ 叫ど こ耳 ヲ傾クル者 ヲ求メテ久 シク其ノ堂内 ヲ紡撃 ソタ コトノアル彼ノ閲際聯盟ノ嘉 ヲ想撃 ソ
タノデ アリマス｡
而 シテ更 こ此ノ歴史的合議ノ聾

トノ間 二､如何 二禁隔 アルカ ニ想 ヲ致 シタノデ アリマス｡

議長雫 ､書 議 ハ芸 者間 ノ‑ 品分割ノ孟 デ ハナイノデアリマス､ ソレハ栗 国家ヲ犠牲 二供セン

モナイノデ アリマシテ 此ノ合

国際関係 二於ケル互璽 萱 ビ相互茸 等ノ昏

トスル陰謀､
謀略ノ合議デ モナク､又弱小ナル隣国 ヲ‑ セントスル骨学
議 コソハ解放セラレクル諸国民ノ基 デアリ､‑ 正義､
‑

巌ナル原則 二基イテ世界 ノ此ノ地域 二新秩序 ヲ創建セントスル孟 ナノデ アリマス､私 ハ斯カル合議ガ此

ノ邑 ヅル圃 こ開催サレクノハ偶然 ノ事デ ハナイト考 ヘルモノデ アリ マス､革 ソ世界ガ光明卜指導トヲ棄

五
九

六〇

洋 二求 メタルコトハ之 ヲ以テ噂矢ト ハシナイカラデ アリマス､世界新秩序建設 ハ､既往 こ於 テ且他ノ地域

二於テ､ 1再ナラズ試 r
J
r
ラレ来 ツタノデアリマスガ怒 テ失敗 二終 ツタノデ アリマス､ソレハ全ク新秩序創

建 ノ指導的立場 二立 ツベキ者 こ利己慾､食費及ピ掃疑心ガ アツタガ鳥デ アリマス､故 二弦 二世界ガ再ピ光

明 ヲ東亜 二伸ガナケレバナラナイ コト こ立至 ツタノハ淘 二普然ノ理デ アリ歴史的必然ナノデ アリマス｡

議長閣下 自由 こシテ繁棄 二充チタル新東亜ノ建設 こ嘗リJ日本園政府政 こ囲民ガ指導的役割ヲ努ムベキコト

ハ歴史上定メラレタル所デアルコトヲ払 ハ信ズルモノデ アリマシテ､日本閲政府並 二国民ノ斯カル使命 ハ夙

l
二 九〇五年 こ亜細亜ノ 1圃ガ西洋 ノ侵略 こ抗 シテ振起 シタル時 こ青史 こ鍵刻セラレタノデ アリマス｡

･
申 シタル コトノアリ マス通り､昔時我ガ園 ヨリ造カ彼方 こ於 テ生起 シツ ､アツタ種々ノ事
今日迄 二屡 ^

件 二封 シ､幼少デ アツタ私及ビ幾億 ノ我ガ老幼印度同胞ガ如何 二歓喜卜熱情トヲ注イダカハ今筒私ノ記憶

こ新タナルモノガ アリマスガ'是 ハ印度人'印度見萱ノJ
r
r
ナラズ世界 二散在スル全亜細亜人ノ経染 シタ所

デ アルト信ズル次第デ アリマス､爾来亜細亜民族 ハ鑑集セル亜細亜､自由ナル亜細亜ヲ夢見タノデ アリ､

我々印度民衆 モ亦 1九〇五年以来之 ヲ憧債 シ釆 ツタノデ アリ マスガ､其後'特 こ前世界大戦以後､斯カル
夢想ナリ思想ナリハ汎亜細亜聯盟ノ形 二於 テ具筋化 シタノデアリ マス｡

其 ノ後二十除年 こ亙り印度民衆ガ不断 二汎亜細亜聯盟ヲ思慕憧慣 シ来 ツタ コトハ何人 こ取 ツテモ驚ク エ

普ラナイ所卜考 へラレルノデ アリ マシテ､是 ハ全ク既往 ノ停統及ピ文化 こ合致 スル モノナノデ アリマス｡

閣下各位 ノ琴 南 承知 ノ如ク元来印度思想撃 l
文化 ハ普遍主義 ヲ以 テ其ノ特色トスル モノデ アリ マシ

テ､遠キ昔 二アツテハ印度 ハ係数及ビ之 ヲ中心トスル有 ラユル文化 ヲ通ジ全亜細撃 l
光撃 ン､次イデ同数

勢力ガ印度 二速 シタルトキ こ於 テモ､普遍主義的傾向 ハ依然存棲 スル 1方同数 ヲ通ジテ西亜細亜卜新夕 こ
紐帯 ヲ鑑 ンダ ノデ アリ マス｡

併 シナガ ラ'悲 シムベキコト ニハ中世撃 天 ツテ'印度 ハ謬 マレル普遍主義ヲ電展セシメ､其ノ結果欧

洲列国 ノ印度侵入 ヲ招来 シ､撃 l
ハ容易 二印度征服ヲ成 シ逐ゲ シメタル コトヲ鼓二宮 白 シナケレバナラナ

イノデ アリ マス､併 シ我々 ハ斯カル悲哀､苦儲及ピ屈辱 ヲ通ジテ､今ヤ遍 ノ国際主義卜謬 マレルソレトヲ

判別 スルコトヲ知得 シタノデ アリ マシテ､今 コソ我々 ハ圃家主義 ヲ無鵡セズ､却テ深ク之 l
痕 ザ シタル国
際主義ガ貞 ノ国際主義 ナル コトヲ識 ツタノデ アリマス｡

我々 ハ又欧洲其 ノ他ノ地域 二於 テ再三行 ハレタル国際新秩序建設ノ琴 ミヲ多大ノ興味ヲ以テ研究 シ､斯

カル試 r
J
r
及ビ其ノ終局ノ失敗カラ多 ク撃プ所ガ アツタノデ アリマス'従 ツテ我々 ハ斯カル金轡 再 イテハ

基カ ニ賢明トナツテ居ルノデ アリマシテ､今ヤ諸国家間 ノ国際的結集ノ創建 ハ私ノ所謂地域的聯盟､例 へ

バ大東亜共禁館 ノ如キ モノノ建設ヨリ始メルトキ 二於テノミ可能ナリト確信 スルモノデ アリマス｡

一

議長閣下､払 ハ琴 L
.大東亜共桑園 ノ建設 ハ単 二東亜民族ノミナラズ､謂 フヲ得ベクンバ全亜細亜民族
撃 杢 人類 こ取 ツテ重大帥心事タル コトヲ指摘致 シタイノデ アリマス｡

六

六二

私 ハ ｢アフガ ニスタン｣ヨリ ｢
チュニス｣､r
アルジ ェリア｣及ビ ｢モロッコ｣ 二跨ガル地域ヲ演シク議ルモ

ノデ アリ殊 二右地域 こ佳 ム被抑壁国民卜個人的接鮪 ヲ有 スル モノデ アリマスガ､音 ハ印度 ハ久 シキ こ亙り

東亜卜西亜トヲ結プ橋梁デアツタノデアリマス､
従ツテ西亜､
跡チ ｢
アフガ ニスタン｣ヨリ ｢アルジ ェリア｣及

ビ ｢モロッコ｣ 二至ル地域 ノ諸国民ガ東亜ノ諸事象 ヲ深甚ナル鮒心ヲ以 テ江東 シテ居ル コトハ私ノ確言シ

得ル所デ アリマス､殊 こ私 ハ多年英国ノ帝閥主義ノ専制､支配､抑壁ノ下 二伸吟 シ東レル西亜及ビ阿井利

加ノ民族 こ付キ謂 ハントスル モノデ アリ マスガ､抄クトモ此等諸民族ノ滑来ノ解放 ハ日本及ビ其ノ興国ガ

今次戦争 こ勝利及ビ成功 ヲ克 チ得 ルヤ否ヤ 二世ル所大ナリト調 ヒ得ルノデ アリ マス､印度 ヨリ英米帝国主

義ヲ排拭 スル 二非ズンバ､抑壁 セラレタル同数団民ガ英国 ノ蛭括 ヲ脱 シ､喪 ハレタル自由 ヲ克復 スル コト

ハ至難デ アリマシテ､恐ラクハ不可能トモ謂 ヒ得ルノデ アリ マセウ､大東亜共禁固ノ確立 ハ汎亜細亜聯盟

へノ道 ヲ拓クモノデ アリマシテ､更 こ亜細亜人ノ烏 ノ亜細亜､換言スレバ全亜細亜共柴圏 ノ確立ガ究極 こ

於テ世界聯盟 へノ速､即チ寿府 こ於 テ員 ラレタルガ如キ載尊者ノ聯盟 こ非ズ シテ､眉ノ国家共同借 へノ途
ヲ拓ク モノデアル コトハ私ノ微塵 モ疑 ハザル所デ アリ マス｡

議長閣下､併 シナガ ラ縫 テ斯カル新世界､新亜細亜､自由 こシテ繁柴ナル新大東亜ノ理想ノ達成 ハ 1二

懸 ツテ我々ガ現戦争 二勝利ヲ占メ得ルヤ否ヤ こ在ルトイフコト ハ忘レ得ナイ所デ アリマシテ､印度 ノ閲 ス

ル限り我等ノ運命 ハ今次戦争 こ於 ケル日本及ビ其ノ興国 ノ淫命卜不可分関係 こ在ルノデ アリ マス､寓 1我

ガ興国ガ没落 スル コトアラバ､印度 ハ抄 ク モ向後百年間 ハ自由 ヲ得ル望 ミハナイデ アリ マセウ､併 シナガ

ラ今次戦争 l
盲田リテハ耐寵我 こ在ル ノデ アリ マス､而 シテ斯カル国際的危機 ヲ生涯賂ケテ待望 シ来タレル

我々印度民衆 ハ此 ノ好機 ヲ徹底的 二利用 シ､最後的ナル敵国解放 ヲ達成 セント決意 シテ居 ルモノナル コト

ヲ､珪 二払 ハ議長閣下並 二閣下各位 こ確言 スル次第デ アリ マス､印度 二取リ マシテハ英帝国主義 こ封 スル

徹底的抗争以外 二途 ハナイノデ アリ マス､僻令他国 ハ英国 トノ妥協 ヲ考慮 シ得 ルト致 シマシテモ妙クト モ

印度民衆 二取 ツテハ斯 カル コト ハ全 ク問題 こナラナイノデ アリ マシテ､即 チ封英妥協 ハ奴隷化 トノ妥協 ヲ

意味 スル モノデ アリ我々 ハ斯カル奴隷化 トノ妥協 ハ決 シテ之 ヲ行 ハザ ル決意 ヲ有 スル モノデ アリ マス｡

故 二我々 ハ今後如何 ナル コトガ起 ラウト モ､又其 ノ囲ガ如何 こ長期且困難 ヲ極 メヨウト モ､更 二又闘争

こ伴 フ苦悩及ビ犠牲ガ如何ナル モノナル ニモセヨ､我等 ノ究極 ノ勝利 ヲ確信 シ､茨刺 ノ途 ヲ最後迄戦 ヒ扶

ク決意 二燃 ユル モノナル コトヲ､閣下各位 こ封 シ確約致 シタイノデ アリ マス'併 シ私 ハ我々ノ前途 二横タ

ハル事業 ノ重大 サヲ軽税 スル モノデ モナケレバ､散 ノ戦力 ヲ過小評償 スル モノデ モアリ マセン､払 ハ五歳

ノ幼時 ヨリ英国人 ヲ熟知 シテ居 ル モノデ アリ マスガ､彼等 ヲ斯 ク熟知 シ､印度 こ於ケル敵 ノカ ト弱鮎 トヲ
識ルガ故 二㌧私 ハ我々ガ究極 こ於 テ勝利者 タル コトヲ確信 スル次第デ アリ マス｡

併 シナガ ラ我々 ハ自由範得 ノ烏 こハ富然其 ノ代償 ヲ支挑 ハナケレバナラナイノデ アリ マス､印度 二取リ

マシテ此 ノ問題 ハ閣下各位 こ封 スルト ハ全ク趣 ヲ異 ニスルノデ アリ マス'閣下各位 ハ琴 丁敵ガ加 へ衆ルベ

六三

六四

キ攻撃 ヲ排除 シ､
現 こ保有セラル ､モノヲ確保 シ､
各位自身ノ自由 ヲ保持セラルレバ足ルノデ アリマスガ､

印度民衆 ハ更 二戟ヒ､己ガ自由 ヲ戦 ヒ取 ラナケレバナラナイノデ アリ マス､故 こ琴 衰 返シ申述プ レバ我

我 ハ決 シテ我々ノ前途 こ横タ ハル事業 ノ重大サヲ軽親 スルモノデ ハナイノデ アリ マス､淘 二､私ガ此 ノ

席上 二在 ツテ新東亜､新亜細亜､新世界 ヲ想像致 シテ居リマス間 こモ､胸中 こハ革 丁我々ガ印度 ノ国境或
ハ平原 こ於 テ戟 フベキ数々ノ戦闘ノ場景ガ筋節致 スノデ アリマス｡

彼ノ現カ ニシテ侶借ナキ敵トノ軍 産 クモノノ中､又我ガ印度国民軍牌士ノ中ノ幾何ガ来ルベキ撃 壷

キ洩り得ルヤヲ理想 スルコトハ出来ナイノデ アリマスガ'我等個々ノ生死'戦 こ鯵チ残り印度 ノ自由 ヲE
I
l

撃 ソ得ルヤ否ヤハ我々ノ意トスル所デ ハナイノデ アリマシテ､我々ノ重大関心事 ハ印度ガ自由 ヲ在学 ン､

印度 ヨリ英米帝国主義 ヲ蛮除 シ､規ご東 亜全域 二低迷 スル脅威ヲ永久 二重除 スル コト､其ノコト l
壷 ルノ
デアリマス｡

議長閣下､私 ハ多クノ人々ガ英国及ビ其 ノ輿闘ノ資力 こE ,
ソ誇張 セラレタル観念 ヲ有 シテ居ル コトヲ承

知 シテ居リマス､先刻申述 べマシタ通り我々 ハ英国人ヲ熟知 シテ居リ マス､我々 ハ彼等ノ長所短所ヲ熟知

シテ居リマスガ故 二､前準 l
横タ ハル困難深刻ナルベキ国学ヲモ斐磯的気持 ヲ以テ待チ設ケテ居ル次琴 丁

アリ マス､日本 ノ如キ無敵ノ友 こ支援セラレ､閣下各位ノ寛大ナル支援ノ御言葉 ヲ得タル以上､我々ハ我
我ノ解放 ノ目近キ コトヲ確信 シテ戦場 こ赴カントスルモノデ アリマス｡

閣下迎 こ各位､正義､主権'互悪及ピ相互援助ノ至高原則 こ基ク新秩序創建ノ事業 ヲ姶メラル ､コト こ

依り各位 ハ人類ノ考 へ得ル最 モ崇高 ナル事業ヲ蓬行セラレツ ､アルノデ アリマシテ､立 二私 ハ各位 ノ崇高

ナル御努力ガ成功ノ栄冠 ヲ克 チ得､岡倉愛 三及ピ孫逸仙ノ理想ガ資瑛 二移サレンコトヲ所ルト共 こ､更

こ､本日午後此ノ歴史的合議 二於 テ満場 一致 ヲ以テ採揮セラレタル大東亜共同軍 吉ガ東亜各国民 ノ憲章デ

アリ'更 こハ全世界 ノ被抑堅固民ノ憲章タランコトヲ所ル次第デ アリ マス'本大東亜共同青書 ガ本年以後
自由 ノ新憲章トシテ世界史上 二道 ランコトヲ祈念 シテ己 マナイ次第デ アリマス｡

議長閣下､閣下せ こ帝国政府ガ我々 二封 スル誠心誠意ヲ最 モ雄群 こ謹竣立 テラレタル崇高ナル能心
度 二封

シ､
銭 こ私 ハ衷心ヨリ敬耐ノ意ヲ表セントスルモノデアリマス､日本 ハ ｢
ビルマ｣固及ピ ｢フィリピン｣閲 二封

シ掲立 ヲ許輿 シ､人類全人口ノ約五分 ノ 一ヲ代表 スル自由印度個政府ヲ承認 シ､更 こ中華民国トノ間 こハ

最 モ柴警 アル候約 ヲ締結 セラレタノデ アリマス､而 モ尚最 モ重税 スベキ ハ､日本 ハ有力 二シテ侶借ナキ敵

国卜生死ノ戦 ヲ行 ヒツ ､アル 1方 こ於 テ､著々トシテ再建 ノ事業 こ題進 セラレツ ､アル コトデ アリ マシ

テ､私 ハ日本 ノ新自由亜細亜創建 ノ使命ガ十二分 二完遂 セラレンコトヲ所 ル次第デ アリ マス､終り こ臨

ミ､私ノ希望 スルガ如ク閣下並 こ版下 ノ優レタル同僚各位ガ此ノ使命 ヲ達成セラレタル暁 こ於テハ､各位

ハ菅 こ新日本ノ建設者､新東亜､更 二新亜細亜ノ建設者トシテノr
r
r
ナラズ､賓 こ新世界 ノ創造建設者トシ
テ､永ク其 ノ名 ヲ青史 二止メラル ､デ アラウ コトヲ私 ハ確信 スル モノデ アリマス｡

六五

