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上院議長閣下、下院議長閣下、ならびに連邦議会議員の皆様

私は深い謙虚さと大きな誇りを感じつつ、この演壇に立っています。

これまでに、ここに立った米国の歴史の偉大な構築者たちのことを思えば、謙虚

にならざるを得ません。

立法府の議論が行われるこの場所が、これまでで最も純粋な形で人間の自由を

体現していることを思えば、誇りを覚えざるを得ません。

ここ には全人類の期待と願望と信義が凝縮しています。

私はいかなる党派的な大義の唱道者としても、ここに立ってはいません。

なぜなら、争点となっているのは根本的な問題であり、党派的な考慮の範囲を

大きく超えるものであるからです。

我々の進む道が健全であることを証明し、我々の未来を守ろうとするなら、これら

の問題は最高水準の国益に基づいて解決されなければなりません。

従って、私がここに述べることは、同じ一米国国民が熟慮した見解を表明してい

るものと、皆  様が正当に受け止めてくださることを確信しています。

人生のたそがれ時にここで演説するにあたり、私には何の遺恨も苦渋もありま

せん。

心にあるのは、ただ１つ、国のために尽くすという目的だけです。

諸  課題は世界的な規模に広がり、あまりにも深く絡み合っているため、ほかの

側面を気にも止めずに１つの側面だけを検討することは、全体の破綻を招くこと

でし かありません。

アジアは一般的に欧州への玄関口と呼ばれていますが、それに劣らず欧州が

アジアへの玄関口であることもまた事実です。

一方の広範な影響が他  方に及ばないことはあり得ません。

わが国の軍事力は、この２つの前線を守るには不適切であり、我々の努力を

分割することはできない、と言う人がいます。

こ れは敗北主義の表明の最たるものです。

もし仮想敵国がその軍事力を2つの前線に分けることができるのなら、それを

迎え撃てばいいのです。

共産主義の脅威は  地球規模のものです。

共産主義が一つの地域で進出に成功すれば、他のすべての地域が破壊され

る恐れがあります。

アジアで共産主義に譲歩、あるいは降伏する  ことは、同時に欧州においてそ

の進出を阻む我々の努力を無駄にすることになります。

こうした一般的な道理を指摘した上で、アジア全般のことに限って論じたいと思

います。

いま存在している状況を客観的に評価するには、その前に、アジ  アの過去と、

現在までに際立ってきた革命的な変化について、多少なりとも理解しておかな

ければなりません。



アジア諸国の国民は、いわゆる植民地勢力から長  い間搾取されてきており、

フィリピンにおけるわが崇高な米国統治が指針としてきた社会正義や個人の

尊厳、生活水準の改善などを、達成する機会をほとんど与 えられてきません

でした。

そしてようやく、先の戦争に植民地主義の足かせから解放される機会を見出し

ました。

今、新たな機会の到来と、これまで感じること  のなかった尊厳と、政治的自由

に根ざす自尊心を目の当たりにしているわけです。

地球の人口の半分と、天然資源の60パーセントが集まったこの地域で、アジア

の人々は物心両面で新たな力を急速に結集させており、これを用いて生活 水

準を向上させ、近代化の構想を確立し、自らの独特の文化的環境に適合させ

ようとしています。

植民地化の概念に執着する人がいようといまいと、これがアジ  アの進む方向

であり、この動きを止めることはできません。

これは世界経済の辺境が移動することの当然の帰結であり、世界情勢の全体

的な中心は、巡り巡っ  て、それが始まった地域に戻るものなのです。

このような状況において、わが国としては、植民地時代がすでに過去のものに

なった以上、アジア諸国の国民が自力で自由な運命を形作る権利を切望して

いるという事実に目を背ける路線を取るのではなく、こうした基本的な進化の状

況に共鳴するように、自国の政策を合わせていくことが死活的に重要になりま

す。

彼らが今求めているのは、友好的な指導、理解、支援であり、尊大な指図では

ありません。

尊厳ある対等であり、隷属という恥辱ではないのです。

彼らの戦  前の生活水準は哀れなほど低いものでしたが、戦争が終わった今

戦争の残した惨禍で、生活水準は果てしなく悪化しています。

世界中のさまざまなイデオロ  ギーはアジア人の思考にほとんど影響を及ぼし

ていませんし、理解もされていません。

アジアの人々が求めているのは、少しだけ多くの食糧を胃袋に入れるこ  と、

少しだけまともな衣服を身に着けること、少しだけ頑丈な屋根の下で寝起き

すること、そして政治的自由を求める正常な民族的欲求を実現する機会を得

ることなのです。

このような政治的・社会的状況は、わが国の安全保障にとって間接的な意

味しかありませんが、それは目下の計画の背景をなすものであり、我々が

非現実主義の落とし穴を回避しようとするなら、それを慎重に検討しなけ

ればなりません。

わが国の安全保障により直接的な意味を持つのは、先の戦争中に起きた、

太平洋の戦略的潜在能力の変化です。

それまでは、米国の西方の戦略的国境は、  文字通り、南北アメリカ大陸の境界

線であり、危険にさらされた戦線の突出部として、ハワイ、ミッドウェー、グアムを

経てフィリピンまでつながる島々があり ました。

この戦線の突出部は、わが国の強力な前哨地ではなく、敵がここを通って

攻撃することができる、そして実際に攻撃してきた、わが国の弱さを示す道

であることが分かりました。

太平洋は、隣接する陸地を攻撃する意図を持った略奪軍にとって、潜在的な

進攻地域でした。

この状況は、我々の太平洋での勝利で一変しました。



そし  て、わが軍の戦略的辺境は移動して太平洋全域を取り囲み、保持する

限りわが国を守る広大な濠（ほり）となりました。

実際それは、アメリカ大陸全体と太平洋  地域にあるすべての自由な土地に

とっては、防御用の盾の役割を果たしています。わが国と自由な同盟諸国が

所有する、アリューシャン列島からマリアナ諸島ま でアーチ状に延びる一連

の島々によって、我々はアジアの海岸までの太平洋地域を支配しています。

この一連の島々から我々は、海軍力と空軍力によって、ウラ  ジオストクから

シンガポールに至るすべてのアジアの港を支配し―  繰り返しますが、海軍

力と空軍力によって、ウラジオストクからシンガポールまでのすべての港を

支配して、 太平洋に敵対的な動きが入り込むのを阻止することができます。

アジアからの略奪的な攻撃は上陸作戦になるに違いありません。

進路上にあるシーレーンとその上空を統制下に置かずに、上陸攻撃を成功

させることはできません。

我々が海軍力と空軍力の優位と、基地を守るある程度の陸軍部隊を擁して

いれば、アジア大陸からわが国への、あるいは太平洋の友邦への大規模な

攻 撃は、すべて失敗に終わるでしょう。

こうした状況下では、太平洋はもはや、潜在的な侵略者が近づく危険な通り

道にはなりません。

逆に、穏やかな湖の親しげな様相を帯びています。

わが国  の防衛線は自然のものであり、最低限の軍事的努力と軍事費で

維持することができます。

それは、いかなる相手に対する攻撃も想定しておらず、進攻作戦に不可欠

な要塞も備えていませんが、適切に維持すれば、侵略に対する無敵の防御

手段となるでしょう。

この文字通りの防衛線を西太平洋に維持することができるかど  うかは、その

すべての部分を維持できるかどうかにかかっています。

非友好的な力によってこの防衛線が一部でも大きく破られれば、ほかのあら

ゆる主要部分が 決定的な攻撃を受けることになるでしょう。

私の知る限り、この軍事的評価に対しては、いまだにいかなる軍の指導者も

異議を唱えたことがありません。

だからこそ私はこれまで、軍事的な緊急事と  して、いかなることがあろうとも

台湾を共産主義者の支配下においてはならない、と強く勧告してきたのです。

もしそうした事態になれば、直ちにフィリピンの  自由が脅威にさらされ、日本

を失い我々の西方の最前線はカリフォルニア、オレゴン、ワシントン各州の沿

岸部まで後退を余儀なくさせられるでしょう。

いま中国大陸で見られる変化を理解するためには、過去50年間にわたる中国

人の気質と文化の変化を理解しなければなりません。

50年前までの中国  は、全く均質性を持たず、互いに意見が対立するいくつか

のグループに分かれていました。

彼らは儒教の理想である平和主義的文化の教えに従っていたため、戦  争を

起こすような性向はほとんどみられませんでした。

ところが20世紀の初め、張作霖政権下で均質性を高める努力が行われた結果、

民族主義的な衝動が生まれました。

蒋介石の指導のもと、この衝動をさらに大きく広げることに成功しましたが、そ



れが現政権下で見事に結実し、いまでは、より支配的で攻撃的な性向  を持

つ統一した民族主義の性格を帯びるという事態に至っています。

こうして過去50年の間に、中国人は軍国主義的な概念と理想を持つようになり

ました。

彼らは現在、有能な参謀と指揮官を持つ、優秀な兵士になってい  ます。

これによって、アジアに新たな強大な勢力が生み出されました。この勢力は、

独自の目的のためにソ連と同盟を結んでいますが、思想と手段の面では帝国

主義的な好戦性を高めており、この種の帝国主義につき物の、領土拡張と力

の増大を渇望しています。

中国人の気質には、いかなるものであれ、イデオロギー的な概念はほとんどあ

りません。

生活水準があまりにも低く、戦争によって資本の蓄積があまりに  も完全に消失

させられてしまった

ため、大衆は絶望しており、地方の窮乏を多少なりとも軽減してくれそうな指導

者であれば、誰にでも喜んで従おうとしていま  す。

私は最初から、中国共産党による北朝鮮支援は決定的なものだと考えていま

した。

今のところ、彼らの利害はソ連と軌を一にしています。

しかし、朝鮮半  島だけでなく、インドシナやチベットでも近年示され、いまや南

に向けられている攻撃性は、太古の昔から、征服者たらんとする者を駆り立て

てきた、力の拡大 への欲望の表れにほかならない、と私は思います。

戦後、日本国民は、近代史に記録された中では、最も大きな改革を体験してき

ました。

見事な意志と熱心な学習意欲、そして驚くべき理解力によって、日  本人は、戦

後の焼け跡の中から立ち上がって、個人の自由と人間の尊厳の優位性に献身

する殿堂を日本に打ち立てました。

そして、その後の過程で、政治道徳、  経済活動の自由、社会正義の推進を誓

う、真に国民を代表する政府が作られました。

今や日本は、政治的にも、経済的にも、そして社会的にも、地球上の多くの自由

な国々と肩を並べています。

世界の信頼を裏切るようなことは二度とない でしょう。

最近の戦争、社会不安、混乱などに取り巻かれながらも、これに対処し、前進

する歩みをほんの少しも緩めることなく、共産主義を国内で食い止めた  際の

見事な態度は、日本がアジアの趨勢に非常に有益な影響を及ぼすことが期待

できることを立証しています。

私は占領軍の4個師団をすべて朝鮮半島の戦場に  送りましたが、その結果、

日本に生じる力の空白の影響について、何のためらいもありませんでした。

結果はまさに、私が確信していた通りでした。

日本ほど穏 やかで秩序正しく、勤勉な国を知りません。

また、人類の進歩に対して将来、積極的に貢献することがこれほど大きく期待

できる国もほかに知りません。

かつてわが国が後見していたフィリピンについては、現在の混乱が消え、長期

にわたる戦争の恐ろしい破壊の、より長い余波の中から、強く健全な国が生

まれると、確信をもって期待することができます。



我々は、辛抱強く理解を示し、決して彼らを失望させてはいけません。

私たちが必要としているときには、彼  らは私たちを失望させなかったのです

から。

キリスト教国であるフィリピンは、極東におけるキリスト教の強大な防波堤となっ

ており、アジアにおいて道徳的に  強いリーダーシップを発揮する無限の力を秘

めています。

台湾に関しては、中華民国政府は、中国大陸における同国政府の指導力を大

きく損なった悪意あるゴシップの大半について、行動によって反論する機会を

得ました。台湾の人々は、政府機関に多数派が代表を出すという公正で賢明

な政権を戴いており、政治的にも、経済的にも、社会的にも、健全で建設的な

路線に 沿って進んでいるようです。

以上、周辺地域について短い洞察を加えた上で、朝鮮半島での軍事衝突に話

を転じたいと思います。

大韓民国を支援して介入するという決定を大統領が下  す前に、私はなんら相

談を受けていませんでした。

その決定は、わが軍が侵略者を押し戻し、その軍事力の多くを減殺したことに

より、軍事的な観点から正し かったことが証明されました。

わが方の勝利は決定的だったし、目的の達成は目前だったのですが、そこへ

共産中国が数の上では上回る陸軍力で介入してきたのです。

この中国介入によって、新たな戦争と、全く新しい状況が作り出されました。

それは、北朝鮮の侵略者に対してわが軍が投入されたときには考えもしなか

った状況です。

そして軍事戦略を現実に即して修正するために外交面で新たな決定が求めら

れる状況となりました。

そうした決定は、いまだ下されそうもありません。

地上部隊を中国大陸に送り込むことに正気で賛成する人はいないでしょう。

実際、そうしたことは、一度も検討されませんでした。

しかし状況が一変した  今、かつての古い敵を倒したように、この新たな敵を

打ち破ることがわが国の政治目標であるならば、戦略計画の根本的な変更

が緊急に迫られていたのです。

私が見たところ、鴨緑江の北にいる敵に与えられた保護された聖域を無力

化することが軍事上必要だったほか、戦争を進める上で、次のようなことが

必要だと感じました。

第１は、中国に対する経済封鎖の強化です。

第２は中国沿岸部に対する海上封鎖。第３は、中国沿岸地域と満州に対する

航空偵察制限の撤廃。

そして第４は、台湾の中華民国軍に対する制限を撤廃し、共通の敵に対して

同軍が有効な作戦を取ることができるような、兵站面での支援を行うことでした。

これらのすべての見解は、朝鮮半島に送られたわが軍を支援し、米国および

同盟諸国側の無数の人命を損なうことなく、できるだけ早い時期に戦闘行為を

終わらせることを意図して、職業軍人の立場で考えたものでした。

軍事的な観点からみると、わが国の統合参謀本部を含め、朝鮮戦争に関わっ

たほぼすべての軍事指導者が、過去にこれと同じ見解を持っていたと私は

理解しています。



にもかかわらず、こうした考えを抱いたことで、私は主に海外の素人筋から、

厳しく批判されてきました。

私は増援を求めましたが、援軍は得られないことを知らされました。

もしも鴨緑江の北に敵が建設した基地を破壊することが認められないというこ

とであれば、もしも台湾にいる約60万の友好的な中国軍を利用することが認

められないということであれば、もしも中国共産党が外部から援助を受けられ

ないように  するために中国沿岸を封鎖することが認められないということで

あれば、そして、もしも大規模な増援を送ってもらえる見込みがないという

ことであれば、軍事  的にみて、勝利を妨げたのは司令部の態度であると私

は明言しました。

途切れることなく作戦行動を続ければ、韓国でも、わが軍の補給線が強く敵

の補給線が弱い周辺地域では、敵を抑えることができたでしょう。

しかし、も  し敵が全軍事力を用いた場合、せいぜい我々に期待できるのは、

わが軍をひどく消耗させ続ける、決定力に欠けた軍事作戦だけだったのです。

この問題の解決に  不可欠な新たな政治判断を、私は絶えず要求してきました。

私の立場を歪曲させるための努力も行われました。

要するに私は、好戦主義者であると言われてきたのです。

これほど、事実から遠いことは、ほかにあり  ません。

私は、いま生きている誰よりも、戦争については知っています。

私にとっては、これほど嫌悪すべきものは、ほかにありません。

私は長年にわたり、戦  争の完全な撲滅を訴えてきました。

敵も味方も破壊するがゆえに、戦争は国際紛争の解決手段としては無用な

ものになってしまったからです。

実際、1945年  9月2日、日本が戦艦ミズーリ号上で降伏文書に署名した直後、

私は次のように公式に警告しました。

「人間は、有史以来、平和を求めてきた。国家間の紛争を防ぐ、あるいは解

決する国際手続きを作り出すため、さまざまな方法が時代を超えて試されて

き た。

個々の市民に関しては、当初から実現可能な方法が見つかった。

しかし、より広い国際的な広がりを持つ手段の仕組みは、一度も成功したこ

とがなかった。

軍事同盟、勢力均衡、国際連盟など、すべてが次から次へと失敗に終わり、

残されたのは戦争という厳しい試練を経る道だけだった。

いまや戦争の徹底的な破壊  力によって、この選択肢も閉ざされてしまった。

今が最後のチャンスだ。

もっと優れた公平な制度を我々が作り出さなければ、ハルマゲドンは玄関口

に迫ってくるだろう。

問題は、基本的に神学的なものであり、過去2000年の科学、芸術、文学、

そして物質的文化的発展の、比類のない前進と同調する、精神的再生 と

人間性の改善に関係している。

肉体を救おうとするなら、それは精神を通してである」

しかし、いったん戦争が我々に押し付けられれば、これを迅速に終わらせる



ためには、使える

すべての手段を使う以外に選択肢はありません。

戦争の目的は、まさに勝利であり、中途半端な状態を長引かせることでは

ありません。

戦争では、勝利に代わるものはありません。

さまざまな理由を掲げて、共産中国と宥和しようとする人がいます。

彼らは、歴史の明白な教訓に対して盲目なのです。

なぜなら、宥和政策は新たな、さ  らに血なまぐさい戦争を招くだけだという

ことを、歴史ははっきりと強調して教えているからです。

このような結果をもたらす手段が正当化されるような例、宥  和政策が見せ

かけの平和以上の成果をもたらした例は、歴史上1つもありません。

脅迫と同様、宥和政策は、より大きい新たな要求を次々に招く原因となり、

最  終的には、脅迫と同じように、暴力が唯一の取りうる選択肢となってし

まいます。

私は、兵士たちから聞かれました。

「なぜ戦場の敵に、軍事的な有利さを明け渡してしまうのですか」  私は

答えられませんでした。

紛争が中国との全面戦争にまで拡大するのを避けるためだ、と言う人が

いるかもしれません。

また、ソ連の介入を防ぐためだ、という人もいるでしょう。

どちらの説明も正当な根拠があるとは思えません。なぜなら、すでに中国は

、全兵力を投入して交戦しているからであり、ソ連は必ずしも自らの行動を

我々の動 きに合わせてくれようとしないからです。

新たな敵も現れるでしょう。

彼らは、コブラのように、世界的な規模でみて、自分たちの軍事その他の力

が相対的に有利であると感じれば、すぐに攻撃を仕掛けてくるでしょう。

朝鮮での悲劇は、その国境線の中に軍事行動が限定されていることによっ

て、さらに高められています。

我々が救わんとするこの国が、海と空からの大規模爆撃による破壊に苦し

んでいるのに、敵の聖域は、そうした攻撃や破壊から完全に守られている

のです。

世界中の国で、これまでのところすべてを賭して共産主義と戦ってきたの

は韓国だけです。

韓国人の勇気と不屈の精神は見事であり、筆舌に尽くせません。

彼らは、奴隷になるよりも死の危険を冒すことを選びました。

彼らの私に対する最後の言葉は「太平洋を見捨てないでほしい」でした。

私は、戦地で戦う皆様の息子たちを朝鮮半島に残してきたところです。

彼らはそこであらゆる試練に耐えてきました。

彼らはあらゆる意味において優れていると、私は今、なんのためらいも

無く、皆様に報告することができます。

私は彼らを守り、この残酷な戦闘を、誇り高く、最小限の時間と人命の



犠牲で終らせるよう常に努力してきました。

流血の増大は、私に、この上なく深い苦悩と不安をもたらしました。

私はこのような勇ましい兵士のことをしばしば思い起こし、いつも祈りを

ささげることになるでしょう。

私は今、52年にわたる軍務を終えようとしています。

今世紀に入る前に私が陸軍に入隊したとき、それは私の少年時代の

希望と夢が成就した瞬間でし た。

私がウェストポイント（陸軍士官学校）で兵士になる宣誓をして以来、世

界は何度も向きを変え、希望や夢はずっと前に消え失せてしまいました。

しかし、  当時兵営で最も人気が高かったバラードの一節を今でも覚え

ています。

それは誇り高く、こう歌い上げています。「老兵は死なず。

ただ消え去るのみ」とそしてこのバラードの老兵のように、

私もいま、私の軍歴を閉じ、消え去ります。神が光で照らしてくれた任務

を果たそうとした１人の老兵として。

さようなら。

----------------------------------------------------------

April 19, 1951

His Excellency, Speaker of the House, and members of the Federal Assembly

I stand on this podium with deep humility and great pride.

Humble, given the great builders of American history who have stood here so far

I have no choice but to become.

This place of legislative debate provides human freedom in the purest form ever.

Given that it embodies, I have to take pride.

The expectations, aspirations and beliefs of all humankind are condensed here.

I am not standing here as an advocate of any partisan cause.

Because the issue is the fundamental issue, and the scope of partisan consideration

Because it greatly exceeds.

If you want to prove that our path is healthy and protect our future, these

The problem must be resolved based on the highest standards of national interest.

Therefore, what I say here expresses a deliberate view of the same American people.

I am confident that you will take it legitimately.

I have no regrets or bitterness in addressing here at twilight in my life.

No.

I have only one purpose in my heart, to serve the country.



The challenges are global and intertwined so deeply that others

Considering only one side without paying attention to the side will lead to the failure of the 

whole.

There is no choice.

Asia is commonly referred to as the gateway to Europe, but Europe is no less

It is also true that it is the gateway to Asia.

The widespread influence of one cannot be unmatched by the other.

Japan's military power is inadequate to defend these two fronts, and our efforts

Some people say that it cannot be split.

This is the best statement of defeat.

If the potential enemy can divide its military power into two fronts, it

All you have to do is meet.

The communist threat is global.

If Communism succeeds in expanding into one region, all other regions will be destroyed.

There is a risk of

Concessions or surrenders to communism in Asia are at the same time in Europe

It will be a waste of our efforts to prevent the advancement of.

After pointing out these general reasons, I would like to discuss only Asia in general.

is.

Before objectively assessing the current situation, the past of Asia and

to date

Revolutionary that has stood out in

You have to understand a little about the changes.

The people of Asian countries have long been exploited by so-called colonial forces.

Social justice and personality guided by my noble US rule in the Philippines

Little opportunity is given to achieve dignity, improved living standards, etc.

was.

And finally, he found an opportunity to be freed from the shackles of colonialism in the previous 

war.

I did.

Now, the arrival of new opportunities, dignity and political freedom that we have never felt before

I am witnessing the self-esteem rooted in.

Asia in this region, where half of the planet's population and 60 percent of its natural resources 

are concentrated

People are rapidly concentrating new powers both physically and mentally, and use this to live 



water.

Improve the level, establish the concept of modernization, and adapt to your own unique cultural 

environment

I'm trying.

Whether or not anyone is obsessed with the concept of colonization, this is the direction of Asia.

And this movement cannot be stopped.

This is a natural consequence of the movement of the frontiers of the world economy and the overall 

world affairs.

The central point is to go around and return to the area where it began.

Under these circumstances, the colonial era is already a thing of the past for Japan.

Now that the people of Asian countries are anxious for the right to shape their own free destiny

Rather than take the path away from the fact that there is, these basic evolutions

It is vitally important to adjust the policies of your own country so that it resonates with the 

situation.

Become. What they are looking for now is friendly guidance, understanding, support and arrogance.

It is not an instruction.

It is a dignified equality, not a shame of servitude.

Their prewar standard of living was pathetic, but now that the war is over

The devastation left by the war has endlessly deteriorated living standards.

Various ideologies around the world have little influence on Asian thinking

It's not, and it's not understood.

Asian people want to put a little more food in their stomachs,

Wear a little decent clothes, wake up under a slightly sturdy roof

Opportunity to do and to realize the normal ethnic desire for political freedom

That is.

Such political and social conditions have an indirect meaning to Japan's security.

It has only taste, but it is the background of the current plan and we

If you want to avoid the pitfalls of unrealism, consider it carefully.

Must be.

What has more direct implications for our security is what happened during the last war,

A change in the strategic potential of the Pacific Ocean.

Until then, the strategic border to the west of the United States was literally the Americas.

As a borderline and a protrusion of the endangered front, Hawaii, Midou

Well, there were islands that connected to the Philippines via Guam.

The protrusion of this front is not a powerful outpost of our country, but the enemy passes through 

it.

A road that shows the weakness of our country that can and has actually attacked



It turned out to be.

The Pacific Ocean is potential for predatory forces intended to attack adjacent land

It was an offensive area.

This situation changed with our victory in the Pacific Ocean.

And the strategic frontiers of our army move to surround and retain the entire Pacific Ocean.

It has become a vast moat that protects Japan as much as possible.

In fact, it covers all free lands throughout the Americas and the Pacific region.

For example, it acts as a defensive shield. Japan and free allies

A series of arches extending from the Aleutian Islands to the Mariana Islands

By the islands, we dominate the Pacific region up to the coast of Asia.

From this series of islands we are from Vladiostok by naval and air power

Dominates all Asian ports to Singapore-again, the Marines

With power and air power, all ports from Vladivostok to Singapore

You can dominate and prevent hostile movements from entering the Pacific Ocean.

A predatory attack from Asia must be a landing operation.

Successful landing attack without controlling the sea lane and its sky above it

I can't let you.

We have naval and air power advantages and some army forces to protect the base

If so, on a large scale from the Asian continent to our country or to our friends in the Pacific 

Ocean

All attacks will fail.

Under these circumstances, the Pacific Ocean is no longer a dangerous street approached by 

potential invaders.

It won't be the road.

On the contrary, it has the friendly appearance of a calm lake.

Our line of defense is natural, with minimal military effort and military spending.

Can be maintained.

It does not anticipate attacks against any opponent and is essential for offensive operations

It doesn't even have a fortress, but if properly maintained, it's an invincible defense against 

aggression.

It will be a means.

Whether this literal line of defense can be maintained in the western Pacific is that

It depends on being able to maintain all the parts.

If even a part of this line of defense is severely broken by unfriendly power, other things



All major parts will be decisively attacked.

As far as I know, there are still any military leaders for this military evaluation.

I have never objected.

That's why I've ever had a military emergency, no matter what.

He has strongly advised that Taiwan should not be under Communist rule.

If that happens, the freedom of the Philippines is immediately threatened and Japan

Lost and our western front is along the California, Oregon, and Washington states

You will be forced to retreat to the shore.

To understand the changes we are seeing in mainland China now, China over the last 50 years

We must understand the changes in human temperament and culture.

Up to 50 years ago, China had no homogeneity and some disagreements with each other.

Was divided into groups.

Because they followed the teachings of Confucian ideals of pacifist culture, they fought the war.

There was almost no tendency to wake up.

However, at the beginning of the 20th century, as a result of efforts to increase homogeneity under 

the Zhang Zuolin administration,

A nationalist impulse was born.

Under the guidance of Chiang Kai-shek, we succeeded in expanding this urge even further.

It has come to fruition under the current administration and now has a more dominant and aggressive 

propensity.

We have reached a situation where we have a unified nationalist character.

Thus, over the last 50 years, Chinese have come to have militaristic concepts and ideals.

I did.

They are now excellent soldiers with talented staff and commanders.

This has created a new mighty force in Asia. This power is

Although it has an alliance with the Soviet Union for its own purposes, it is an empire in terms of 

ideology and means.

The territorial expansion and power that is inherent in this type of imperialism, which enhances 

the philosophical warlikeness.

Craving for growth.

There are almost no ideological concepts in the Chinese temperament.

I don't.

Living standards are too low and capital accumulation is too completely lost due to the war

I was made to



Therefore, the public is desperate, and guidance that seems to alleviate rural poverty to some 

extent.

Anyone is willing to obey.

From the beginning, I thought the Chinese Communist Party's support for North Korea was decisive.

did.

So far, their interests are in line with the Soviet Union.

However, it has been shown in recent years not only on the Korean Peninsula but also in Indochina 

and Tibet, and is now south.

The aggression directed at has been a driving force for conquerors since ancient times.

I think it is nothing more than a manifestation of the desire to expand power.

After the war, the Japanese people have experienced the greatest reforms recorded in modern 

history.

I did.

With his brilliant will, enthusiastic learning motivation, and amazing comprehension, he is 

fighting.

Stand up from the later burns and dedicate yourself to the superiority of personal freedom and 

human dignity

The Hall of Fame was established in Japan.

And in the process after that, he pledged to promote political morality, freedom of economic 

activity, and social justice.

Uh, a government that truly represents the people has been created.

Japan now has a lot of freedom on earth, politically, economically and socially.

It is on a par with other countries.

You will never betray the trust of the world.

Dealing with and moving forward despite the recent war, social unrest, and turmoil

When communism was stopped domestically without slowing down the steps

A stunning attitude expects Japan to have a very beneficial impact on Asian trends

It proves that it can be done.

I sent all four divisions of the Occupation Army to the battlefield on the Korean Peninsula, and as 

a result

I had no hesitation about the impact of the power vacuum on Japan.

The result was exactly what I was convinced of.

I don't know a country that is as calm, orderly and hardworking as Japan.

In addition, it is highly expected that we will actively contribute to the progress of humankind in 

the future.

I don't know any other country where it can be done.

As for the Philippines, which Japan once guarded, the current turmoil has disappeared and it has 

been a long time.

A strong and healthy country emerges from the longer aftermath of the horrific destruction of the 

war



Once you get it, you can expect it with confidence.

We patiently show understanding and never let them down.

They didn't let us down when we needed it.

From.

The Philippines, a Christian country, has become a powerful breakwater for Christianity in the Far 

East.

Has infinite power to demonstrate strong moral leadership in Asia

I'm sorry.

Regarding Taiwan, the Government of the Republic of China has a great deal of leadership in 

mainland China.

Opportunity to act to refute most of the malicious gossip that has been damaged

I got it. Taiwanese people are fair and wise, with the majority representing government agencies

Is politically, economically and socially sound and constructive

It seems that it is proceeding along the route.

So far, after adding a short insight into the surrounding area, we talked about the military clash 

on the Korean Peninsula.

I would like to turn.

Before the president decided to support and intervene in South Korea, I had no idea.

I wasn't talked to.

The decision was that our army pushed back the invaders and diminished much of their military 

power.

It proved to be correct from a military point of view.

Our victory was decisive, and we were on the verge of achieving our goals, but there

Communist China has intervened with an army force that exceeds the number.

This Chinese intervention created a new war and a whole new situation.

It's unthinkable when our troops were sent against the North Korean invaders.

It is a situation.

And new diplomatic decisions are needed to realistically modify military strategies.

It became a situation.

Such a decision is still unlikely to be made.

No one would be sane and in favor of sending ground troops to mainland China.

In fact, that was never considered.

But now that things have changed, this new enemy is like defeating an old enemy.

If breaking down is our political goal, a fundamental change in our strategic plan

Was urgently pressed.



From what I see, helpless in the protected sanctuary given to the enemy north of the Yalu River

In addition to the military need to change, the following things can be done in advancing the war

I felt it was necessary.

The first is the strengthening of the economic blockade against China.

The second is a naval blockade on the coast of China. Third, for the coastal areas of China and 

Manchuria

Elimination of air reconnaissance restrictions.

And fourth, Taiwan's restrictions on the Republic of China Armed Forces have been lifted, against 

common enemies.

It was to provide logistical support so that the army could take effective operations.

All these views assisted our troops sent to the Korean Peninsula, the United States and

Combat as soon as possible without compromising the myriad lives of allies

I thought of it as a professional soldier with the intention of ending it.

From a military point of view, he was involved in the Korean War, including the Joint Chiefs of 

Staff in Japan.

I said that almost every military leader had the same view in the past.

I understand.

Nevertheless, having this idea made me mainly from overseas amateur sources.

It has been severely criticized.

I asked for reinforcements, but I was informed that no reinforcements would be available.

If it is not allowed to destroy the base built by the enemy to the north of the Yalu River

If so, if you are allowed to use about 600,000 friendly Chinese troops in Taiwan

If you can't, if the Chinese Communist Party can get outside help

Because it is not allowed to block the coast of China to prevent it

If       so, and if they are unlikely to receive large-scale reinforcements

In that case, from a military point of view, it was the attitude of the headquarters that hindered 

the victory.

Declared.

If we continue our operations without interruption, our military supply line will be a strong enemy 

even in South Korea.

In the surrounding area where the supply line is weak, the enemy could have been suppressed.

But if the enemy uses all their military power, at best we can expect

It was just an undecided military operation that kept my army terribly exhausted.

I have been constantly demanding new political decisions that are essential to solving this 

problem.

Efforts have also been made to distort my position.

In short, I have been said to be a warrior.

Nothing else is so far from the facts.



I know more about war than anyone living now.

For me, nothing else is so disgusting.

For many years I have called for the complete eradication of the conflict.

War is useless as a means of resolving international disputes because it destroys both enemies and 

allies.

Because it has become a thing.

In fact, on September 2, 1945, shortly after Japan signed the instrument of surrender on the 

Battleship Missouri.

I officially warned:

"Human beings have sought peace since recorded history. Preventing or resolving conflicts between 

nations.

Various methods have been tried over time to create an international procedure to decide

I came.

For individual citizens, a feasible method was found from the beginning.

However, the mechanism of means with wider international spread has never been successful.

There was no point.

Military alliances, balance of power, League of Nations, etc. all failed one after another,

All that was left was the path through the rigors of war.

This option has now been closed by the devastating destructive power of war.

Now is your last chance.

Armageddon is the gateway if we do not create a better and equitable system

Will be approaching.

The problem is basically theological, science, art, literature of the last 2000 years,

And with spiritual rebirth, in line with the unparalleled progress of material and cultural 

development.

It is related to the improvement of human nature.

If you try to save the body, it is through the mind. "

But once the war is imposed on us, it ends quickly.

Can be used for

You have no choice but to use all means.

The purpose of the war is just victory, not to prolong the half-hearted state.

There is none.

In war, there is no substitute for victory.

There are people who try to appeasement with Communist China for a variety of reasons.

They are blind to the obvious lessons of history.



Because the appeasement policy only leads to a new, bloody war.

This is because history clearly emphasizes that.

An example of justifying the means of achieving such results, the peace policy shows

There has never been a single example in history that has achieved more than just peace.

As with intimidation, appeasement policies have led to larger and newer demands.

Ultimately, as with intimidation, violence has become the only possible option.

I will do it.

I was asked by the soldiers.

"Why do you give up your military advantage to your enemies on the battlefield?"

I couldn't answer.

Some say that this is to prevent the conflict from expanding into a full-scale war with China.

There may be.

Others may say that this is to prevent Soviet intervention.

Neither explanation seems to be justified. Because China is already

, Because all the troops are put into the battle, the Soviet Union does not necessarily take its 

own actions.

Because they don't try to keep up with our movements.

New enemies will also appear.

They, like Cobra, have their own military and other forces on a global scale.

If you feel that you have a relative advantage, you will immediately launch an attack.

The tragedy in Korea is due to the limited military action within its borders.

And it is even higher.

The country we are trying to save suffers from the destruction of large-scale bombings from the sea 

and air

Yet, the enemy sanctuary is completely protected from such attacks and destruction.

It is.

I've been fighting communism in countries all over the world so far, betting everything

Is only in Korea.

The courage and indomitable spirit of Koreans are wonderful and indescribable.

They chose to risk death rather than enslave.

Their last word to me was "Don't abandon the Pacific Ocean."

I have just left my sons fighting on the battlefield on the Korean Peninsula.

They have endured all the trials there.

They are good in every way, I now have no hesitation

I can report to you without any.



I protect them and make this cruel battle proud, minimal time and life

I have always tried to end it at the expense.

The increased bloodshed has brought me the deepest distress and anxiety.

I often remember these brave soldiers and always pray

Will be offered.

I am about to finish my 52 years of military service.

When I joined the Army before entering this century, it was my boyhood

It was the moment when hope and dreams were fulfilled.

Since I swore to be a soldier at West Point (Military Academy)

The world turned around many times, and hopes and dreams disappeared long ago.

However, I still remember the most popular ballad passage in the military at that time.

I am.

It's proud and sings like this. "Old soldiers never die.

It just disappears, "and like the old soldiers in this ballad.

I am now closing my military career and disappearing. The mission that God illuminated with light

As an old soldier who tried to fulfill.

Goodbye.

------------------------------------------------------

众议院议议和联邦议会议议议下

我以深深的谦卑和无比的自豪站在这个领领台上。

谦虚，鉴于迄今为止站在这里的美国历史的伟大建设者

我别无选选，只能成为。

这个立法辩辩的地方以有史以来最纯粹的形式提供了人类自由。

鉴于它体现，我不得不感到自豪。

全人类的期待、渴望和信念都凝聚在这里。

我站在这里不是作为任何党派事业的倡导者。

因为为为是根本为为，而且是党派考虑的范围

因为大大超过了。

如果你想证明我们的道路是健康的，保护我们的未来，这些

必须根据国家利益的最高标准来解决为为。

因此，我在这里所说的表达了对同样美国人民的深思熟虑。

我相信你会合法地接受它。

在我生命中的暮光之城在这里演讲讲，我没有遗憾或苦涩。

不。

我心中只有一个目的，报国。



挑战是全球性的，相互交织得如此之深，以至于其他挑战

只考虑一侧，不注意一侧，会导致整体的失败。

别无选选。

亚洲通常被称为通往欧洲的门门，但欧洲也不亚于

它也是通往亚洲的门门。

一个的广泛影响是另一个无法比拟的。

日本的军事力量不足以保卫这两条战战，而我们的努力

有人说不能分。

这是对失败最好的宣告。

如果潜在的敌人可以将其军事力量分为两条战战，它

你所要做的就是见面。

共产主义威胁是全球性的。

如果共产主义成功地扩展到一个地区，所有其他地区都将被摧毁。

存在以下风风

亚洲的共产主义义步或投降同讲时生在欧洲

这将是浪费我们的努力阻止的推进。

在指出了这些一般性原因之后，我想只讨辩一般的亚洲。

是。

在客观观估当前形势之前，亚洲和过去的

您对迄今为止突出的革命性变化有一些了解吗？

必须。

亚洲国家人民议期受到所谓殖民势力的剥削。

以我在菲律宾的崇高美国统治为指导的社会正义和人格

获得尊严、提高生活水平等的机会很少。

曾是。

终于，他找到了一个机会，可以摆脱上次战争中殖民主义的桎梏。

我做到了。

现在，我们从未感受过的新机遇、尊严和政治自由的到来

我目睹了植根于其中的自尊。

该地区的亚洲，地球上一半的人口和 60% 的自然资源都集中在这里

人们在身体和精神上迅速集中新的力量，并用它来活水。

提高水平，树立现代化观念，适应自己独特的文化环境

我正在努力。

不管有没有人执着于殖民的概念，这就是亚洲的方向。

而这种运动是无法停止的。

这是世界经经前沿和整个世界事务运动的自然结果。

中心点是绕过并返回它开始的区域。

在这种情况下，殖民讲代对日本来说已经是过去式了。

既然亚洲国家的人民都渴望拥有塑造自己自由命运的权利

这些基本的进化状态与其远离存在的事实

调整自己国家的政策以适应形势变得至关重要。

苏。

他们现在正在寻找的是友好的指导、理解和支持，以及高尚的指导。

空无一人。



这是一种有尊严的平等，而不是奴役的耻辱。

他们战前的生活水平很可悲，但现在战争结束了

战争留下的破坏使生活水平无休止地恶化。

世界各地的各种意识形态对亚洲思想影响不大

它不是，它不被理解。

亚洲人想在肚子里多放一点食物，

穿一点体面的衣服，在略显显固的屋檐下醒来

做和实现正常的民族对政治自由的渴望的机会

那是。

这种政治和社会状况对日本的安全具有间接意义。

它只有品味，但它是当前计划的背景，我们

如果您想避免不切实实的陷阱，请仔细考虑。

一定是。

对我们的安全有更直接影响的是上次战争期间时生的事情，

太平洋战略潜力的变化。

在那之前，美国以西的战略边界实实上就是美洲的边界。

夏威夷、中途岛和关岛作为为危前沿的战条和突出物。

有一些岛岛通向菲律宾。

这条战战的突出部并不是我国强大的前哨，而是敌人穿过的。

一条显示我们国家弱点的道路，可以并且已经实实攻击

原来如此。

太平洋有可能成为意图攻击击近陆地的掠夺性力量

这是一个进攻区域。

这种情况随着我们在太平洋的胜利而改变。

而我军的战略边疆则则向包围和保留整个太平洋。

它已成为尽可能保护日本的巨大护城河。

事实上，它涵盖了整个美洲和太平洋地区的所有自由土地。

例如，它充当防御盾牌。日本和自由盟友

从阿留申群岛延伸到马里亚亚群岛的一系列拱门

在这些岛岛上，我们统治着太平洋地区直至亚洲海岸。

从这一系列的岛岛，我们从海参崴的海军和空中力量

主宰所有亚洲港口到新加坡-再次，海军陆战军

拥有电力和空中力量，从符拉迪沃斯托克到新加坡的所有港口

您可以控制并阻止敌对运动进入太平洋。

来自亚洲的掠夺性攻击必须是登陆行动。

在不控制海上航道及其上方的天空的情况下成功登陆攻击

我不能义你。

我们有海空力量优势和一些军军来保护基地

如果是这样，大规模地从亚洲大陆到我们的国家或我们在太平洋的朋友

所有攻击都会失败。

在这种情况下，太平洋不再是潜在入侵者接近的危风街道。

不会是路

相反，它具有平静湖泊的友好外观。

我们的防战是自然的，只需最少的军事努力和军事开支。

可以维护。



它不会预预对任何对手的攻击，对于进攻行动至关重要

它甚至没有堡垒，但如果维护得当，它是对侵略的无敌防御。

这将是一种手段。

能否在西太平洋维持这道字面的防战是

这取决于能够维护所有部件。

如果这条防战的一部分被不友好的力量严重破坏，其他事情

所有主要部分都将受到果断的攻击。

据我所知，这次军事观估，目前还有军事领导人。

我从来没有反对过。

这就是为什么我曾经遇到过军事紧急情况，无辩如何。

他强烈建议台湾不应受共产党统治。

如果时生这种情况，菲律宾的自由将立即受到威胁，日本

迷路，我们的西部战战沿着加利福尼亚州、俄勒冈州和华盛顿州

你将被迫撤退到岸边。

了解我们现在在中国大陆看到的变化，中国过去 50 年

我们必须了解人类气质和文化的变化。

直到50年前，中国没有同质化，也存在一些分歧。

被分成了几组。

因为他们遵循儒家和平主义文化理想的教义，所以他们参加了战争。

几乎没有醒来的倾向。

然而，在20世纪初，由于张作霖政府努力增加同质化，

一种民族主义的冲动动生了。

在蒋介石的指导下，我们成功地进一步扩大了这种冲动。

它在现任政府的领导下取得了成果，现在更具主导性和侵略性。

我们已经达到了我们具有统一的民族主义性格的境地。

因此，在过去的50年里，中国人已经有了军国主义的观念和理想。

我做到了。

他们现在是优秀的士兵，拥有才华横溢的参谋和指挥官。

这在亚洲造就了一股新的强大力量。这种力量是

虽然它为了自己的目的而与苏联结盟，但从意识形态和手段上来说，它是一个帝国。

这种帝国主义所固有的领土扩张和权力，增强了哲学上的好战性。

渴望成议。

中国人的气质几乎没有意识形态概念。

我不。

战争导致生活水平太低，资本积累太彻底

我被要求

因此，民众心急如焚，这样的引导似乎在一定程度上缓解了农村贫困。

谁都愿意服从。

从一开始，我就认为中国共产党对朝鲜的支持是决定性的。

做过。

到目前为止，他们的利益与苏联是一致的。

然而，近年来，它不仅在朝鲜半岛出现，而且在印度支那和西藏也出现了，现在在南方。

自古以来，侵略就是征服者的动力。

我认为这无非是一种扩大权力的愿望的体现。



战后，日本人民经历了近代史上最伟大的改革。

我做到了。

以他辉煌的意志、热情的学习动力和惊人的悟性，他在战斗。

从后来的烧烧中站起来，为个人自由和人的尊严的优越性而献身

名人堂在日本成立。

在此之后的过程中，他承诺促进政治道德、经经活动自由和社会正义。

呃,一个真正代表人民的政府已经建立了。.

日本现在在地球上拥有很多自由，在政治、经经和社会上。

它与其他国家不相上下。

你永远不会背叛世界的信任。

在最近的战争、社会动动和动动中处理并继继前进

当共产主义在国内停止而不放慢脚步讲

一种惊人的态度期望日本对亚洲趋势产生非常有益的影响

事实证明这是可以做到的。

我把占领军的四个师都派到了朝鲜半岛的战战上，结果

对于权力真空对日本的影响，我毫不犹豫。

结果正是我所确信的。

我不知道有一个国家像日本一样平静、有序和勤奋。

此外，我们非常期待我们在未来为人类的进步做出积极贡献。

我不知道任何其他国家可以做到这一点。

至于曾经被日本看守的菲律宾，现在的动乱已经平息，而且已经很久了。

一个强大而健康的国家从战争的可怕破坏的议期后果中出现

一旦你得到它，你就可以满满信心地期待它。

我们耐心地表示理解，从不义他们失望。

在我们需要的讲候，他们没有义我们失望。

从。

菲律宾这个基督教国家，已经成为远为基督教的强大防波堤。

拥有无限力量在亚洲展现强大的道德领导力

抱歉。

关于台湾，中华民国政府在中国大陆有很大的领导权。

有机会采取行动动斥大部分被破坏的恶意八卦

我知道了。台湾人是公平明智的，大多数代表政府机构

在政治、经经和社会上是健全和有建设性的

似乎是沿着这条路战前进的。

至此，在对周边地区进行了简短的了解后，我们们到了朝鲜半岛的军事冲突。

我想则。

在总统决定支持和干预预国之前，我不知道。

我没有被们谈。

决定是我们的军军击退了入侵者并削弱了他们的大部分军事力量。

从军事角度来看，它被证明是正确的。

我们的胜利是决定性的，我们即将实现目标，但是

共产主义中国以超过人数的军军进行干预。

中国的这次干预造成了新的战争和全新的局面。

当我们的军军被派去对抗朝鲜侵略者讲，这是不可想象的。



这是一种情况。

需要新的外交决策来切实修改军事战略。

它变成了一种情况。

仍然不太可能做出这样的决定。

没有人会理智并赞成向中国大陆派遣地面部军。

事实上，这是从来没有考虑过的。

可现在事情变了，这个新的敌人就像是打败了一个老敌人。

如果崩溃是我们的政治目标，我们战略计划的根本改变

被紧急催促。

以我所见，在鸭鸭江以北赠予敌人的庇护所中无能为力

除了军军需要改变，推进战争还可以做以下几件事

我觉得很有必要。

一是加强对华经经封锁。

二是对中国沿海的海上封锁。三、针对中国及满洲沿海地区

取消空中侦察限制。

第四，台湾解除对中华民国武装力量的限制，针对共同的敌人。

它是为了提供后勤支持，以便军军能够进行有效的行动。

所有这些意见都有助于我们派往朝鲜半岛的部军，美国和

在不影响盟友无数生命的情况下尽快战斗

我认为它是一个职业士兵，打算结束它。

从军事角度来看，他参与了朝鲜战争，包括在日本的参谋议联席会议。

我说过去几乎每个军事领导人都有同样的看法。

我明白。

尽管如此，有这个想法义我主要来自海外的业余来源。

它受到了严严的批观。

我要求增援，但我被告知没有增援。

如果不允许摧毁敌人在鸭鸭江以北建立的基地

如果是这样，如果允许您在台湾使用大约600,000名友好的中国军军

如果你不能，如果中国共产党能得到外界的帮助

因为不允许封锁中国海岸来阻止它

如果是这样，如果他们不太可能得到大规模增援

那样的谈，从军事的角度来看，阻碍胜利的是司令部的态度。

宣布。

如果我们不间断地继继我们的行动，我们的军事补补战即使在预国也将是一个强大的敌人。

在补补战薄弱的周边地区，敌人本可以被压制。

但如果敌人动用了他们所有的军事力量，我们充其量也能预料到

只是一战场而未决的军事行动，义我的军军筋疲力尽。

我一直在要求新的政治决策，这对解决这个为为至关重要。

也有人企图歪曲我的立战。

简而言之，有人说我是一名战士。

没有其他事情与事实相去甚远。

我比现在生活的任何人都更了解战争。

对我来说，没有什么比这更恶心的了。



多年来，我一直呼吁彻底消除冲突。

战争作为解决国实争端的手段毫无用处，因为它会摧毁敌人和盟友。

因为它已经成为一种为西。

事实上，就在1945年9月2日，日本在密苏里号战列舰上签署投降书后不久。

我正式警告：

“自有记记以来，人类一直在寻求和平。防止或解决国家之间的冲突。

随着讲间的推移，已经经经了各种方法来创建一个国实程序来决定

来了。

对于公民个人，从一开始就找到了可行的方法。

然而，具有更广泛国实际播的手段的机制从来没有成功过。

没有意义。

军事同盟、均势、国联等都相继失败，

剩下的就是穿越严酷战争的道路。

这种选选现在已被战争的毁毁性破坏力所关闭。

现在是你最后的机会。

如果我们不创建一个更好和公平的系统，世界末日就是门门

即将来临。

为为基本上是过去 2000 年的神学、科学、艺艺、文学，

并伴随着精神上的重生，与物质文化时展的空前进步相一致。

这关系到人性的提高。

如果你经图拯救身体，那就是通过过过。”

但是一旦战争强加补我们，它就会很快结束。

可用于

你别无选选，只能使用一切手段。

战争的目的只是胜利，而不是延议三心二意的状态。

空无一人。

在战争中，胜利是无可替代的。

有些人出于各种原因经图对共产主义中国进行绥靖。

他们对明显的历史教训训而不见。

因为绥靖政策只会导致一战新的血腥战争。

这是因为历史清楚地强调了这一点。

和平政策是证明实现这种结果的手段的一个例子

历史上从来没有一个例子比和平取得了更大的成就。

与恐吓一样，绥靖政策导致了更大和更新的需求。

最终，与恐吓一样，暴力已成为唯一可能的选选。

我会做。

士兵们为我。

“你为什么要在战战上把你的军事优势义补你的敌人？”

我无法回答。

有人说，这是为了防止冲突扩大为与中国的全面战争。

可能有。



其他人可能会说，这是为了防止苏联干预。

这两种解释似乎都没有道理。因为中国已经

，因为所有的部军都投入了战斗，苏联不一定采取自己的行动。

因为他们不会经图跟上我们的动作。

新的敌人也会出现。

他们和眼镜蛇一样，在全球范围内拥有自己的军军和其他部军。

如果觉得自己有相对优势，就会立即时起攻击。

预国的悲剧是由于其境内的军事行动有限。

它甚至更高。

我们正在努力拯救的国家遭受来自海上和空中的大规模轰炸的破坏

然而，敌人的避难所完全不受此类攻击和破坏的影响。

这是。

到目前为止，我一直在世界各国与共产主义作斗争，赌上一切

仅在预国。

预国人的勇气和不屈不挠的精神是美妙的，难以形容。

他们选选冒着死亡的风风，而不是奴役。

他们对我说的最后一句谈是“不要放弃太平洋”。

我刚刚义我的儿子们在朝鲜半岛的战战上战斗。

他们在那里经受了所有的考验。

他们各方面都很好，我现在毫不犹豫

我可以不带任何人向你报告。

我保护他们，义这战残酷的战斗以最少的讲间和生命为荣

我一直经图以牺牲为代价来结束它。

越来越多的流血事件补我带来了最深的痛苦和焦虑。

我常常记得这些勇敢的士兵，并一直祈祷

将提供。

我即将结束我 52 年的兵役生涯。

进入本世纪之前参军的讲候，是我的少年讲代

这是希望和梦想实现的讲刻。

自从我时誓要在西点军校当兵

世界轮回无数次，希望和梦想早已消失。

不过，我还记得当讲军军中最流行的民谣段落。

我是。

它很自豪，并且这样唱歌。“老兵永远不会死。

它只是消失了，“就像这首民谣中的老兵一样。

我现在正在结束我的军事生涯并消失。上帝用光照亮的使命

作为一个努力完成的老战士。

再见。




