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中華民国 代表 江行政院院長閣下 ノ 一般的所見 (
爺諾 )

(
十 一月五日)

世界史上偉大 ナル意義 ヲ有 スル大東亜合議ガ､本 日盟邦 日本 ノ首都 二於 テ挙行 セラル ､コト ニナリ マ

シテ､只今東侯縫理大臣閣下 ノ演説 ヲ拝聴 シ､大イ 二感奮致 シタ次第デ アリ マス｡

米英 ノ東亜侵略 ハ､百年以前 二妊 こ開始 セラレタノデ アリ マシテ､今 ヤ斯カル極 メテ重大 ナル時期 二於

キ マシテ､日本 ノ軍事力及ビ政治､
経済､文化､各方面 ノカ ニ頼 リテ コソ､始 メテ克 ク米英 ノ侵略野心 ヲ抑

制 シ､東亜 ヲ保全 シ､米英 ヲシテ却接 セ シメザ ル コトガ出来 ル ノデ アリ マス､最 近更 二大東亜戦争勤番

シ､
米英 ノ東亜 二於ケル侵略勢力 ハ破砕 セラレ､東太平洋及ピ南洋 一帯 二於ケル米英 ノ陸海軍根接地 ハ､
漸

次日本陸海軍 ノ撃破､占領 スル所 トナ ツタノデ アリ マス､日本 ハ更 二 一歩 ヲ進 メ､東方道義精紳 二基 キ東

L
･
亜諸国家諸民族 ノ共存共柴 ヲ固 リ､其 ノ揮立自主 ヲ援助 シ､其 ノ愛国的希望 ヲ達成 セ シメ､之 ヲシテ各 J

其 ノ部署 こ就カ シメ､各 ･
t
^
其 ノ最大 ノ努力 ヲ蓋 サ シメ､大東亜戦争完遂遊 二大東亜建設 ノ完成 ノ責任 ヲ分

槍 セシムル コトトナ ツタノデ アリ マス､私 ハ斯 カル日本 ノ崇高 二シテ偉大 ナル抱負及ビ其 ノ光輝 アル賓凄
二封 シ､玄 二謹 ンデ最大 ノ敬意 ヲ表 スル モノデ アリ マス｡

同時 二夙 二友好鞠係 こアル嘩 ｢
タイ｣両国産 二新興 ｢
ビルマ｣､ ｢フィリピン｣両国及ビ自由印度暇政府

九
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ガ'各 ･u肇固 ナル決心 卜擦 マザ ル努力 ト 二依 り､大東亜戦争及ピ大東亜建設 ノ責任 ヲ分塘 シテ居 ラル ､
コト 二封 シ､謹 ンデ最大 ノ敬意 ヲ蓑 スル モノデ アリ マス｡

中華民国ガ東亜 ノ 一翼 ト シテ､今岡私ガ此 ノ楼台 こ於キ マシテ､大東亜戦争完遂 卜大東亜建設 ノ方針 二

郎 スル国民政府 ノ決心 卜努力 ト 二付キ マシテ申述ブ ル コトヲ得 マスルノ ハ､淘 こ欣快 ノ至リト存ズ ル衣第
デ アリ マス｡

中華民国 ノ国父孫先生 l生 ノ抱負 ハ､鄭 チ中国及ピ東亜 ヲシテ米英侵略勢力 ノ軽枯 ヲ破砕 シ､其 ノ濁立

自主 ヲ完成 セシムル 二在 ツタ ノデ アリ マス､斯カル抱負 二基 キ､逝去ノ日 二至 ル迄満四十年 ノ間 ､畢生奮

闘 ヲ唐 ケラレタノデ アリ マシテ､其 ノ逝去 ノ三ケ月前､曾 テ日本 ノ軒戸 二於キ マシテ二回 二亙り演説 ヲセ

ラレ マシタガ､第 1回 ハ民国十 三年十 1月 二十八日デ アリ マシテ､其 ノ説く所 ハ即 チ大亜細亜主義デ ア

リ マス'其 ノ中 二於 テ ﹃
我々亜細亜 ハ世界最古 ノ文化 ノ葡群地デ アル こ拘 ラズ最 近百年以来米英 ノ侵略 ヲ

蒙り､漸次衰微 スル 二至り､殆 ンド 一ト シテ完全ナル浮立国家 ノ存在 ヲ見ザ ル 二至 ツタノデ アルガ､其 ノ

衰微ガ極粘 二達 シタトキ､突如其 ノ韓換期ガ到来 シタノデ アル､是即 チ日本 ノ維新デ アツテ､此 ノ日本 ノ

維新 コソ､日本ガ亜細亜 二於 テ先進国 タルノ原因トナツタノデ アリ､同時 二是ガ亜細亜復興 ノ出番鮎 トナ

ツタノデ アル､亜細亜各国 ハ富然先進国 日本 卜共 こ同心協力､東方 ノ王道的文化 二基 キ､西方 ノ覇道的文

化 こ打勝 チ､米英 ノ侵略勢力 ヲ完全 二磐逐 シ､亜細亜各国 ノ囲結 二依 り亜細亜各国 ノ弟立自主 ヲ完成 セ シ
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メナケレバ ナラナイノデ アル､斯 クノ如 ク ニシテ始 メテ克 ク亜細亜全潰 ヲ衰微 ヨリ復興 こ導 ク コトガ出
来ルノデ アル﹄ト謂 ハレタノデ アリ マス｡

第 二回目 ハ同年同月同日ノ演説デ アリ マシテ､ ソレ ニハ ﹃日本 ハ嘗然中国 ヲ援助 シ不平等健的 ヲ麿棄 ス

ベキデ アル﹄ト述 ベラレ､又其 ノ中 二 ﹃日支両国 ハ兄弟 卜同様デ アリ､日本 ハ嘗 テ不平等燦的 ノ束縛 ヲ受

ケタル烏牽奮興起 シ､始 メテ其 ノ束縛 ヲ打破 シ､東方 ノ先進国立 こ世界 ノ強固 トナツタ､中国 ハ現在､同

様 こ不平等燦的廟棄 ヲ獲得 セント シツ ヽアル モノデ アリ､日本 ノ十分ナル援助 ヲ切望 スル モノデ アル､中
国 ノ解放 ハ即 チ東亜ノ解放デ アル﹄ト説明 セラレタノデ アリ マス｡

以与 悔 二亙ル演説 ハ国父孫先生 ノ 一生 ヲ適ジ最後的ナ演説トナ ツタノデ アリ マシテ､其 ノ後国父孫先

生 ハ間 モナク病魔 二冒 サレ､翌年三月十 二日北京 こ於 テ逝去 セラレタノデ アリ マスガ､逝去 ノ時 こ苦り遺

嘱 ヲ同志 二道サレ､同志 ハ克 ク此 ノ遺志 二従 ヒ准檀奮闘 シ､以 テ其 ノ貫徹 ヲ期 セヨ上申 サレタノデ アリ マ

ス､最 モ不幸ト スル所 ハ､国父孫先生逝去後其 ノ遺志未ダ賓理 スル コト能 ハズ､日支 ノ鞠係 ハ好轄 ヲ見

ザリ シノミナラズ､却 テ日据 シこ悪化 シ､蓬 こ民国 二十六年七月事襲 ノ寄生 ヲ見 ル 二重 ツタ コトデ アリ マ
ス､正 二国父孫先生逝去後十 二年目 二富 ツテ居リ マス｡

此 ノ時､日支 ノ甜係ガ決裂 シタル烏､米英 ハ好機到 レリトナシ､挑樺離間 ヲ園 リ､目支事襲 ノ嬢大延長

ヲ翼 ツタノデ アリ マス､我等同志 ハ､国父 ノ遺志未ダ賓現 セザルヲ見､日支尉係 ノ冒 二悪化 スルヲ見 テ､
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痛心其 ノ極 二達 シ､軽望 ノ深淵 二階 ラント シタノデ アリ マシタガ ､幸 ヒ日本政府 ハ事襲 ヲ最短期間 こ打切

ルベキ方針 ヲ宣布 セラレ､其 ノ中 二於 テ､日本 ノ目的 ト スル所 ハ中国 ノ滅亡 こ非ズ シテ中国 ノ興隆 ヲ翼 ヒ､

日本 ハ中国ガ東亜建設 ノ責任 ヲ分櫓 スベキ コトヲ期待 シ､又日本ガ中国 ヲ援助 スベキ コトヲ決心 シ､其 ノ

揮立自主 ノ願望 ヲ達成 セシムル コト こ荏ル コトヲ簡明 セラレ マシタ､我 々同志 ハ､日本ガ斯カル虞意 ヲ宣

布 セラレタル コトヲ聞 キ､日支開係 ノ好轄姓 こ国父 ノ遺志 ヲ完成 セシムル希望 ノ存 スル コトヲ承知 シタノ

デ アリ マシテ､之 二依 り先ヅ重慶政権 二封 シ抗戦軸妻､和平回復 ヲ勧告致 シマシタガ､監キ容 レラレザ リ

シ烏 二､己 ムヲ得ズ重慶 ヲ脱出 シテ､和平運動 ノ畠 こ奔走 スル コト こ決 シタノデ アリ マス､姫 テ国民政府

ハ南京 こ遷都 シ､正々堂 々日支提携､東亜復興 二最大 ノ努力 ヲ致 スコト ニナ ツタノデ アリ マス｡

只今申上ゲ マシタ通 り､米英 ハ日支事賢 二封 シ､常 二挑樺離間 二努 メ､其 ノ境大延長 ヲ巽 ツタノデ アリ

マスガ､国民政府遷都以後 ハ､斯 カル手段 ハ更 二褒化 セラレ､米英 ハ重慶 こ封 シ､抗戦 ノ強化､和平 ノ阻

止等 二開 シ有 ラ ユル手段 ヲ講ジタノデ アリ マス､其 ノ後大東亜執筆勃蓉 スル こ至り､米英 ハ其 ノ東亜 二於

^
重慶 ヲ利用 シテ日本 ヲ牽制 スルノ方途 ヲ強化 セル コト ハ､既 二世人
ケル勢力ガ挫折滑失 セル 二鑑 ミ､益 ^

ノ倶 二知 ル事案デ アリ マスガ､我々 ハ敢 テ米英 ノ斯 カル計量ガ間 モナク失敗 二好 スベキ コトヲ断定 スル次

第デ アリ マス､
何故ナラバ重慶側 ノ将士及ビ民衆 ハ悉 ク国父孫先生 ノ遵敬 二岸依 シテ居 ルノデ アリ マシテ､

本年 1月九 日以来､日本 ハ中国 二封 シ早 ク モ租界 ヲ遺付 シ､治外法権 ヲ撤廟 シ､殊 二最 近 こ至り日華同盟

倹約 ヲ以 テ日華基本燦約 二代 へ､同時 二各種附属文書 ヲ 一切麿棄サレタノデ アリ マス'国父孫先生ガ提唱

セラレ マシタ大亜細亜主義 ハ鉦 二光明 ヲ尊兄 シタノデ アリ マス､国父孫先生ガ日本 二封 シ切望致 シマシタ

所 ノ､中国 ヲ扶ケ不平等侯的 ヲ廃棄 スルトイ フコト モ､鑑 二賓境 セラレタノデ アリ マス､償令米英ガ如何

二誘惑 シ如何 こ阻止 スルト錐 モ､重慶榔 ノ覚軽 ヲ阻止 スル コト ハ出来ナクナツタノデ アリ マシテ､傾令 一

時的 二之 ヲ束縛 シ得タトスル モ､重慶 ハ他日必ズヤ､米英 二依存 スル コト ハ東亜 二反逆 スル コトトナリ､

同時 二国父孫先生 二反逆 スル コトトナルベキヲ自費 シ､将士及ピ民衆 モ亦悉ク訴然覚醒 スル日ノ到来 スル
コト ハ必定ナルベキ コトヲ玄 二断言 シ得ル次第デ アリ マス｡

国民政府 ハ､斯カル最 モ重要ナル時期 二於 テ､只管鑑定 ノ方針 二基キ更 二努力 ヲ重ネ､ 一面重慶将士及

ピ民衆 ノ覚醒好来 ヲ促進 シ､統 1ヲ完成 スルト共 二､ 1面政治力 ノ及ビ得 ル地方 二於 テ 1箇ノ模範地区 ヲ

樹立セントスル モノデ アリ マシテ､其 ノ工作 ハ次 ノ三 ツノ粘 二重鮎 ヲ置 ク モノデ アリ マス､即 チ第 二 1
ハ

思想 ノ粛正､第 二 二ハ治安 ノ保障､第三 二ハ生産 ノ増加是デ アリ マス､所謂思想 ノ粛正ト ハ､米英 ノ個

人主義､功利主義的思想 ヲ徹底的 こ 一掃 シ之 二代 フル 二東方道義精紳 ヲ以 テシ､東亜人 ノ自費心 ヲ以 テ

東亜人ノ本然 ノ要 ヲ回復 シ､ 1心 1徳､東亜人ノ共存共祭 ノ烏 に奮闘 スル 二在ルノデ アリ マス､衣 こ所謂

治安 ノ保障 トハ､即チ中国 ノ虞 スル所 ハ､大東亜戦争 ノ後方 こ於 テ須ク治安 ヲ確保 シ､始 メテ盟邦前線将

士 ヲシテ後顧ノ憂ナカラシメ､之 二依り更 二 1歩 ヲ進 メテ軍隊 ヲ前線 二稔迭 シ､些カナリト モ盟邦将士 ノ

二二
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努苦 ヲ分タ ントスル 二在ルノデ アリ マス､第三 二所謂生産 ノ増加ト ハ､ 1切 ノ経済計富豪 ピ財政計書三 重

鮎 ヲ持タ シメ､縫力決戦 ノ力量 ヲ増加 セシムル 二在ルノデ アリ マス､唯生産増加卜謂 ヒ マシテモ､事賓此
虞 二ハ滑章節的､贋物利用ノ意味 ヲモ其 ノ中 二包含 シテ居ルノデ アリ マス｡

以上三項 ハ国民政府ガ大東亜戦争 二協力 セント スル工作 ノ重粘デ アリ マシテ､同時 二国民政府ガ鰐得致

シマシタル戦争鄭 チ建設 ノ意味 ハ'戦争中 二在 ツテ同甘共苦､同生共死 ノ決心 二基キ､東亜同胞卜東亜同

志トヲ結成 シ､外 ハ即 チ共同 ノ敵米英 ヲ制禦 シ､其 ノ侵略勢力 ヲ破砕 シ､其 ノ侵略企園 ヲ滑滅 セシメ､内

ハ即 チ刻苦勉鞄､勇往遠進 ノ精細 ヲ以 テ､東亜同胞卜共 二同心協力､東亜ノ建設 ヲ捨普 セントスル 二在ル
ノデ アリ マス｡

大東亜戦争 こ付イテ申 スナラバ'我々ノ巽求 スル所 ハ勝利デ アリマシテ､大東亜建設 二付イテ申セバ､我々

ノ巽求 スル所 ハ共柴デ アリ マス､具鰐的 二申 シマスナラバ､東亜各国 ハ各 ‑其 ノ固 ヲ自愛 シ､互 二其 ノ隣

国 ヲ愛 シ､
共 二東亜 ヲ愛 スベキデ アリ マシテ､
中国 二付イテ言 へバ我々ノ ｢モットー｣トスル所 ハ中華 ノ復

興､東亜ノ保衛 二在リ マシテ､之 ハ中国ガ揮立自主 ヲ獲得 シタルトキ 二始 メテ東亜保衛 ノ責任 ヲ分槍 スル

能力 ヲ生ジ､同時 二乗亜 ノ保衛 ヲ獲得 シテ姶 メテ中国 ノ自主 滞立ガ保障 サレルノデ アリ マス､ ソレ故 ､

我々 ハ努力 シ､以 テ自己 ノ国家 ヲ自主猫立 ノ国家タラシメ､又自国 ヲ東亜ノ強カナル分子トナスコトヲ要

スルノデ アリ マシテ､東亜各国 ハ各 ゝ其 ノ本然 ノ特質 ヲ有 スルガ故 二､其 ノ滞立自主 ヲ確保 シ､又互 二其
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ノ揮立自主 ヲ尊重 スル コトヲ要 スルノデ アリ マス､東亜各国家 ハ､又其 ノ共同 ノ目的 ヲ有 スルガ故 二､同

心協力､共同 ノ目的 二向 ツテ､共存共柴 ヲ求 ムル コトヲ要 スル次第デ アリ マス､先進国 タル日本 ハ､鑑 二

其 ノ光輝 アル瑞立自主 ヲ世界 二番揚 サレ マシタガ､最近 ハ筒東亜各国 ヲシテ悉 ク五つノ揮立自主 ヲ獲得 セ シ

メ､援助 ヲ惜 シマズ､ 一致圏結 セシメ､共同目的 二向 ツテ共 こ努力 ヲ致 スヤウセラレ ン コト コソ望 マシキ

次第デ アリ マス､私 ハ政治上 ノ揮立自主 ヲ獲得 セル後､若 シ外交上 こ於ケル方針ガ 一致 シ､軍事上 二於 ケ

ル封散開係ガ 一致 スル 二於 テハ､共同 ノ目的 二到達 シ得 ル コト ハ必然デ アルト考 へル次第デ アリ マス｡

一方 ､文化面 二於 テ ハ､先進国 タル日本ガ､確カ ニ自己 ノ文化 ヲ基礎 ト シ､東方文化 ヲ昂場 シ､世界文

化 ヲ吸収 スルトイ フ三大要鮎 ヲ成就致 サレ マシタ コト 二封 シ､我 々 ハ深 ク敬服致 シテ居 ル次第デ アリ マ

ス､私 ハ斯 ク新興国家ガ奮囲努力､共 二前進 スル コトヲ深 ク信ズ ル次第デ アリ マス､我ガ中国 ハ殊 二其 ノ

全力 ヲ蓋 シ､文化 ノ復 興 ヲ園 ルベキデ アル ト考 へル次第 デ アリ マシテ､文化 ノ融合創造 ハ'各民 族 ヲ

親密 こシ､囲結 セ シムル要素デ アルト考 へマス､例 ヲ畢ゲ テ申 シマスト､印度 卜中国 トノ南民族間 二於 テ

ハ､嘗 テ便数 ノ導入 二依り其 ノ思想 ノ交流 ヲ固 リ､東方文化史上 二 言共彩 ヲ放 ツタノデ アリ マス｡

又経済上 二於 テハ､乗亜各国家 ハ互恵 ノ基調 二基キ､長短相補 ヒ､有無相通ジ､種 々撃方 ヲ利便 セ シム

ル方法 ヲ考 へルベキデ アリ マス､之 二付 キ例 ヲ申上グ レバ､中国 ノ棉花 ハ幾多隣邦 ノ需要 スル所デ アリ､

南洋各地 ノ ｢
ガ ソリン｣､ ｢
ゴ ム｣'錫等 モ相嘗隣邦 二供給 シ得ルモノデ アリマシテ､我々ガ唯互助トイウ貝

一五

民国 二十九年十 一月三十日 ヲ回顧 スル 二､日痛撃三園共同宣言 ハ鑑 二乗亜大陸 こ軸心 ヲ樹立 シ､今日大

東亜合議 二於テハ更 二 ｢
タイ｣､ ｢
ビルマ｣､｢フィリピン｣三国 ノ参加ヲ得､
印度亦陪席セラレマシテ､
共禁
固 ノ範囲 ハ更 二凄大 セラレタノデ アリ マス｡

以上私 ノ所見 ヲ開陳致 シマシタガ､玄 二更 二至誠 ヲ以 テ､合議参加諸国 ノ国運興隆ト､人民 ノ宿敵 トヲ
戒両 スル次第デ アリ マス｡

