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序
 先行する第二部では、ボースのインド脱出からドイツ入国を経てドイツにお
ける活動の拠点である自由インドセンターの設立までを辿った。自由インドセ
ンターの最重要な任務は、様々なメディアを通してインド独立のためのプロパ
ガンダ活動を行うことと、インド人部隊を育成することであった。後者につい
ては第一部ですでに述べておいた。第三部では、ラジオ放送と雑誌によるプロ
パガンダ活動を取り上げ、さらにボースがドイツを去り、インド国民軍(INA)
を指揮すべく東南アジアに向かうまでの歩みを追っていきたい。
1. アーザード・ヒンド・ラジオ
1.1 ラジオ放送開始の遅れ
 インドに向けてラジオによるプロパガンダを行う計画は、すでにボースの
1941 年 4 月初旬ベルリン到着直後から始まっており、英領インドにくすぶる社
会不安を公然たる反英決起へと転化するという目的を持っていた。ドイツは以
前からヒンドスターニー語による毎日 30 分の放送を流しており、インド人の大
きな関心を呼んでいた。しかしその内容は確かに反英的ではあったが、プロパ
ガンダよりも事実の客観的報道を重視していた。そこでドイツ外務省のラジオ
担当部門責任者は、これまでの公的放送を補完するため非公然放送も取り入れ
ようと考えた。というのも公的放送はインド国内の諸問題にあまり立ち入らな
いよう配慮すべきであるのに対し、非公然放送はそれら諸問題への見方を率直
に伝えることが出来、インドの若者に向けラディカルな民族主義の立場を示す
ことが出来るからだった。こうして自由インド・センターはこの計画に沿って、
これまでのドイツの、インド向け公的ラジオ放送とは別個に、毎日非公然のラ
ジオ放送を行うことが出来るようになった
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。この非公然放送の手本になった



のは、すでにイタリアでインドに向け宣伝プログラムを放送していたシェーダ
イの「ラジオ・ヒマーラヤ」だった。
 ボースはドイツに到着してから、到着を公表する時期をめぐってドイツ外務
省と折り合いをつけられなかったため、ラジオによるインド向けプロパガンダ
の実現は遅れに遅れた。すなわち、彼はドイツ側からプロパガンダ目的で、ラ
ジオ放送を通してドイツにいることを公表するようするよう求められていた
が、彼は、ドイツ政府がインド独立を保証する声明（以下｢インド声明｣と表記）
を出すまではドイツの対インド宣伝に加わらない、と明言しており、日本がシ
ンガポール攻略と全東南アジアを制圧した 42 年 2 月半ばまでは、カーブル出発
以来使用していたオルランド・マツォッタという変名で通し、自分の名前で書
いたり語ったりすることはなく、自分がドイツにいることを秘密にしておいた。
とはいえ、アーザード・ヒンド・ラジオ開始の時点でボースの所在については、
英インド政府がすでに前年 1941 年 11 月 10 日「ボースが敵陣営に身を投じた」
と発表しており、彼がベルリンにいる可能性が高いと考えられていた。英紙『ス
テーツマン』はこう伝えている。「ボース氏のものの見方はナチスと同じだ。
ボース氏はそのことを隠そうともしない。だから彼がナチスのところにいるの
なら、彼は自分の本来の居場所にいるというわけだ。彼は少なくとも、自分の
信念を隠し立てしようとする連中よりはまだ正直だといえる」(1941 年 11 月 19
日付) 2) 。
1.2 日本の真珠湾攻撃
こうして、ドイツ到着後半年以上の空白を経て、1941 年末になってボースは
外務省のインド特別局にラジオ放送開始を申し入れたが、ここには次のような
経緯があった。すなわち、ボースがドイツに到着したとき、ドイツはイギリス
と戦っていたが、今ではドイツの主敵はソヴィエトに移っていた。すでに見た
ように、ソヴィエトに好感を持っていたボースはこれに大いに落胆し、またド
イツのソヴィエト侵略が「ナチスドイツはインドの敵だ」というイギリスの対
印プロパガンダに説得力を与えてしまうことを、何よりも恐れていた。この時
点で、ドイツ軍にソヴィエトを経由してインドに進攻させるというボースの戦
略がドイツで成功するか否かは、ひとえに、1) ドイツがソヴィエトと戦争状態
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になったからには、ドイツが勝利すること、2) ドイツがインド声明を発令する
ことにかかっていたが、1) については、ソヴィエト侵略後のドイツ軍は 11 月
にモスクワ近郊まで迫ったが、例年になく早い冬の訪れのため作戦に停滞をき
たし、12 月にはソヴィエト軍の反撃を許して後退を余儀なくされて、初めての
挫折を経験していた。2) のインド声明に関しては、第二部ですでに見た通り、
｢時期尚早｣として引き延ばされ、近いうちに声明が実現する見込みはもうなく
なっていた。すなわち今では両方が疑わしくなっていたのである。この点から
して、ラジオ放送は開始の時点ですでにその効果の前提を欠いていた、と見る
見方もある。つまり、ボースのプロパガンダが効果を及ぼすためには「自由イ
ンド臨時政府」の主席としてインド国民に語りかけることが必要だったが、こ
れはヒトラーの反対で実現しなかったのである。ナチス政府がボースの戦争目
的を認めたのは、ようやくボースが東アジアに到達した後、彼が樹立した自由
インド臨時政府を承認することによってだった 3)。
この時点で東アジアに目を転じると、1941 年 12 月 8 日、日本は真珠湾攻撃
を行い米英に宣戦布告し、太平洋戦争が始まった。日本軍は同時に東南アジア
でも次々に西欧帝国主義の拠点を制圧していった。このためボースは、東南ア
ジアでインド独立のための重大な進展があると認識しはじめた。要するに、こ
の時点でのボースのラジオ放送開始の申し入れは、東南アジアでの日本の軍事
作戦の成功に鼓舞されてのことであった。
日本は米英に宣戦布告した同じ日に、インド独立を保証する三国共同声明を
発するよう独伊に働きかけた

4)

。その翌日、独伊は日本のこの提案に応えてベ

ルリンで緊急会議を招集した。ドイツ側からはインド特別局、最高司令部、情
報部代表とともにボースが出席し、イタリア側からは外交官らとともにシェー
ダイが出席した。ボースはこの席でインド独立に向けた即時三国共同声明を要
求したが、イタリア側がこれに前向きだったのに対し、ドイツ側は無関心を隠
せない様子だった

5)

。とはいえ、ヴェーアマンは、日本のインド声明はその内

容と声明を出す時期については、独伊と歩調を合わせてほしい、と在日ドイツ
大使館を通して日本側に通達した。
日米開戦と同時にタイに進駐した日本軍が一週間後インドの隣国ビルマ最南
端に到達したとのニュースを聞くと、ボースは再度ヴェーアマンに三国声明の
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緊急性を訴えた。ヴェーアマンの答えは「原則賛成だが、問題は時期だ」とい
うものだった。日本の東南アジアでの軍事的成功と、日本が独伊に比べインド
声明により前向きであったことから、ボースはこの頃から活動がより効果的な
東京に行きたいとの希望を表明するようになった。また日本もボース獲得によ
り積極的になっていった。すなわち 1941 年 10 月末にはボースはすでにベルリ
ンの日本大使館で大島浩大使とベルリン駐在武官山本敏大佐に会い、インド独
立と日本の援助について語り合っている 6)。また、12 月 18 日ドイツ外務省はバ
ンコク公使館から、日本の援助で結成された東南アジアのインド独立運動組織
すなわちインド国民軍がボースをアジアによこしてほしいと要求している、と
の報告を受け取っている 7)。
1.3 ラジオ放送の概要
以上のような状況下で、ドイツ外務省はインド向けラジオ放送について宣伝
省と協議し、ボースに毎日 30 分 8)の放送を許可した。1942 年 1 月 6 日「アーザ
ード・ヒンド・ラジオ」は最初の放送を行った。当初放送はヒンドスターニー
語のみで行われ、プログラムの内容はニュース、解説、インタビュー、政治や
文化を取り扱ったトーク番組などで、番組に興味を持たせるために英国放送
BBC から録音したインド音楽なども挿入した。当時ヨーロッパの中波放送はイ
ンドでは受信できなかったので、ラジオ放送は短波で、当時最大の 100kw の出
力を発していたオランダのアムステルダムの東のフイツェンから発信された。
放送はインド国内もしくはインドに近い国外の秘密基地で行われているとの印
象を与えようとしたが、それはその方がプロパガンダ効果があるとの思惑から
であった。
 放送開始時には 10 名のスタッフがおり、全員がインド人だったが、これに技
術部門のドイツ人の助手が加わった。スタッフは自由インドセンターの建物の
中で仕事をした。
 1942 年 1 月 19 日の放送はアーザード・ヒンド・ラジオの目的についてその
考えを次のように伝えている。「多くのインド聴衆にとって情報の唯一の道は
イギリスの放送であり、したがって彼らは気づかぬうちにイギリスの宣伝を受
け入れ、[. . .] 国際情勢について全く誤った想像をもつ。国際情勢を知るための
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正しい方法は信頼できる筋のニュースを聴くことであり、それは特にわれわれ
の放送の義務となろう」9)。つまり、アーザード・ヒンド・ラジオは真に「イン
ド人によるインド人のための放送」となることを目指したのだった。
この後ボースが日本のシンガポール制圧を受けてアーザード・ヒンド・ラジ
オで自ら名乗り出たことは大きな反響を呼び、彼の存在は再度国際社会とイン
ド国民に認識された。英情報機関もインド国民がこの放送を聞きたがっている
ことを認めざるを得なかった。当時インドに滞在していた BBC スタッフは、イ
ンド人が店でラジオを買うとき「これでドイツと日本の放送が聴けるか」と念
を押してから買うのが常だったと証言している 10)。こうしてドイツ側もアーザ
ード・ヒンド・ラジオの番組放送時間を 230 分間に延長し、インドの 8 つの言
語、すなわち英語、ヒンドスターニー語、ベンガル語、タミル語、テルグ語（イ
ンド南東部のアーンドラ・プラデーシュ州で話されているドラーヴィダ語族系
の言語）、パシュトー語（インド・ヨーロッパ語族のイラーン系に属する言語。
アフガーニスターンの公用語でアフガーン、アフガーニーとも言う。パーキス
ターンの北西部でも使用されている）、グジャラート語、マラータ語（インド
南西部のマハーラーシュトラ州で話される言語）で放送するようになった。
 その後 1942 年 8 月国民会議派が「インドを立ち去れ (Quit India)」運動を開
始し、インド全土の政情不安がさらに高まったとき、第二の秘密放送「国民会
議派ラジオ」が開設された。さらに同年末インド国内でヒンドゥーとムスリム
間の緊張が高まったとき、「アーザード・ムスリム・ラジオ」が開設された。
ベルリン空襲がひどくなった 1943 年からは、ラジオスタッフはヒルヴェルズム
に、さらに 1944 年連合軍が進攻してからはヘルムシュテットへ移動したが、放
送そのものはドイツ降伏直前の 1945 年春まで続いた。
 
1.4 放送原稿の検閲
 リッベントロップはアーザード・ヒンド・ラジオに対して事前検閲を行わな
いと約束していた。これはボースが前もって放送に際しての条件としていたも
のだった。事実また、センターでラジオ放送業務を指揮していたヴヤースは「ボ
ースはプログラム制作にその都度口出ししようとする役所の試みを退けること
が出来たし、放送が検閲されたことは一度もなかった」と述べている 11)。だが
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検閲が事実行われなかったと理解することは正しくない。事前の干渉というよ
うなことは一度もなかったが、巧みに検閲が行われていた。このことは 1967
年ウィーンで公開された以下の機密文書が明らかにしている。「放送の検閲は
ボース氏が決して気づくことのないよう、この上ない注意深さで行わなくては
ならなかった。唯一のやり方は、同じ日に外務省と宣伝省、国営放送協会の代
表者が共同で検閲できるよう、放送の録音を午前 10 時に行うことであった」12)。
さらに検閲による削除が事実あったことも、当時技術助手だったハンス・ク
ヴェリングが 1968 年、東ドイツにインド人特派員として派遣されていたクンハ
ーナンダン・ナーイルに証言している。「私は録音したものを事務所まで持っ
ていき、そこで我々の気に入らない数箇所を切除した」13)。切除箇所は大体独
立インドの将来に関するくだりであって、それ以外には問題となるような箇所
はほとんどなかった 14)。
1.5 雑誌「アーザード・ヒンド」
 1942 年 1 月から 1944 年末までセンターは雑誌「アーザード・ヒンド（自由
インド）」を発行した。「アーザード・ヒンド」はドイツ在住のインド人とド
イツ人の協力者や友人を読者として想定していたが、インド人捕虜のキャンプ
でも配布され、プロパガンダの手段としても利用された。雑誌はドイツ語と英
語で書かれ、大体は隔月の発行で、重要な演説や解説、そして、インド情勢や
インドの歴史についての啓発的な報告などが掲載された。執筆者はボースとナ
ームビアールの他に、「アーザード・ヒンド・ラジオ」の編集員らも加わって
いた。創刊号は 1942 年 1 月 26 日に発行されたが、この日は 1930 年会議派が独
立を宣言した日だったので、その内容はインド独立声明祝賀記念号となった。
第二号は同年 4 月 13 日に発行された。1919 年のこの日はパンジャーブ州の首
都アムリトサルのジャリヤーンワーラー・バーグで非武装の市民にイギリスの
軍司令官ダイアーが無差別に発砲して 1500 名以上の市民が死傷した日だった
ので、その犠牲者への追悼号となった。第三号は「1857 年から 1858 年にかけ
ての第一次インド独立戦争」という表題がついていた。この号以降は定期刊行
となり、二ヶ月おきに五千部ずつ発行された。
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1.6 独印協会設立
 以上のインドに向けたラジオ、雑誌によるプロパガンダ活動以外にも、セン
ターはインド独立への一般ドイツ人の理解を訴えるための宣伝活動を行った。
この関連で触れておくべきなのは、ボースが東アジアに旅立つ五ヶ月ほど前に
開催された 1942 年 9 月 11 日のハンブルクでの独印協会設立の祝典である。ホ
テル・アトランティックで行われたこの催しではハンブルクの著名人の他に、
外務省特命次官ヴィルヘルム・ケプラー、インド特別局局長アーダム・フォン・
トロット・ツー・ゾルツ、そして局長代理アレクサンダー・ヴェルトも外務省
の代表として参加していた。インド側の来賓としては、ボース、ナームビアー
ル、ガンプーレー、ヴヤースらが出席した。このとき、会場ではハーケンクロ
イツ旗と並んでインド独立運動のシンボルである橙・白・緑の三色旗が掲げら
れ、独立後インド共和国国歌となった「ジャナ・ガナ・マナ」が初めて演奏さ
れた。
インド側を代表してボースが祝辞を述べたが、この中で彼はハンブルク市長
に滞在と招待に対するお礼を述べた後、インドとドイツの歴史的関係について
触れ、過去にドイツがインド国内の混乱に乗じてインドを植民地化する勢力に
組しなかったことに注意を促して、流暢なドイツ語でこう述べた。「事実ドイ
ツのインドへのアプローチは、そもそものはじめから知的道徳的霊的なもので
ありました。イギリス人がわが国の支配に成功したとき、彼らはインドのもの
すべてに劣等のレッテルを貼ることに全力を尽くしたのです。インドが道義的
援助を必要としていたこのとき、ドイツの学者や思想家こそインドとその文化
を発見した人たちでした。これは私たちが決して忘れえない事実であり、この
ような利己的物的利益を度外視した文化的絆こそ今日に至るまで独印関係の基
礎となってきたものであります」15)。ボースはこの後に続く箇所で、インド精
神に大きな関心と理解を示したゲーテやショーペンハウアー、リュッケルト、
シュレーゲルといったドイツの詩人と思想家の名を挙げながら、ドイツがヨー
ロッパの中で最初にインド文化への理解を表明した国であることを讃えてい
る。ボースのこの発言は、独立運動家でありながら、いわば彼の文人的側面を
物語るものとして、これまでのドイツとインドのつながりが、イギリスとはま
ったく異なり経済的利害関係ではなく、純粋に知的文化的なものであったこと

－- 31
－
7 -



を認識している点で、きわめて興味深い。
2. 「インド人部隊」創設
 以上のラジオ放送を始めとするプロパガンダ活動に加えて、自由インドセン
ターのもう一つの重要な任務は、ドイツにおけるインド独立運動の軍事部門と
して「インド人部隊」を組織することであった。すなわち、ボースの狙いは、
イギリスと戦うために国外の武装勢力としてドイツでインド人兵士を訓練しイ
ンドに送り込むことによって、彼らを触媒としてインド国内で独立に至る大規
模な反英蜂起を引き起こすことであり、インドが独立を獲得した暁には彼らに
新生インド軍の訓練スタッフの役割を担ってもらうというものだった。第二部
の冒頭ですでに述べておいた通り、ドイツでインド独立のために闘う軍隊を組
織するという具体的計画は、ボースがドイツにやってきた当初は考えられてい
なかった。もちろんボースはインドが自由を得るため祖国の若者に軍事訓練を
施すという考えを、常に持ち続けていたが、ドイツ到着後ドイツに連れてこら
れた英インド軍のインド人捕虜を見たとき初めて、彼の構想はインド人部隊を
作るという具体的な形を取るに至った。すなわち、ボースは、インドの若く未
来ある人材が捕虜として収容所の中で心身ともに埋もれていくのを見過ごすこ
とが出来ず、彼らを何か祖国のためのよりよい目的のために活用したい、と心
から願ったのである。インド人部隊の詳細は本論文第一部を参照されたい。
3.東南アジアでの戦いに向けて
3.1 日本のインド独立支持表明
太平洋戦争開始から 1942 年 3 月までに日本は東南アジア諸国を完全制圧し、
その間インド人独立運動家によるインド国民軍の結成（1941 年 12 月 31 日）を
支援した。大英帝国の東南アジアにおける一大要衝であったシンガポールを陥
落させた翌日、1942 年 2 月 16 日に東条英機首相は帝国議会で演説し、その中
でインド国民に対し、「2 月 15 日のシンガポール陥落はインド人にとって反乱
へと立ち上がり自由を獲得するまたとない機会だ。日本は力の及ぶ限りあらゆ
る援助を惜しまない。イギリスの圧制から自由を勝ち取るため日本と協力し、
大東亜共栄圏の形成に協力してほしい」と訴え、日本のインド独立支持を公に
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表明した 16)。日本軍はインド東国境に達していたし、ドイツ軍はコーカサスに
近づいていたから、日本はインド独立支持を表明する機は熟したと見たのであ
る。
日本がインド独立支持を公表したので、ドイツ外務省は驚愕した。独伊にま
ず相談してから態度表明するよう日本に依頼していたからである。日本のイン
ド独立支持表明によりドイツ、イタリアはアジアでの日本の過大な影響力に歯
止めをかけるためインド声明への政策変更を余儀なくされた。つまりドイツ、
イタリアは、インド声明を出さなけなければ今後日本はインドで好きなように
行動してもよいという言質を両国が与えることになる、と懸念したのである。
当面の措置として、インド特別局は今後の対策として、東条首相のインド独立
支持表明を受けて三国共同声明の草案を作製し 17)、ついでボースにラジオで自ら
の名前でインド独立声明を出させて、さらにボースにヒトラーとの会見を行わ
せ、最後にドイツがインド声明を発することに向けて努力していくことを確認
した。
シンガポール陥落はインド独立の転換点だ、とする東条の見解はボースを揺
り動かした。日本がインドの北東で、ドイツがインドの北西で攻勢を強め、さ
らにこれと結合したフォワードブロック（ボースが結成した国民会議派内左派
グループ）がインド国内で反乱を組織するならば、英のインド支配は必ず終わ
る。今こそ公に発言する時だ。さもないと、ジャワーハルラール・ネールーが
東条の援助の申し出を拒絶するかもしれない 18)。そうなると日本はネールーの
考えをインド国民の総意と捉えるだろうから、是が非でもネールーの意見表明
より先に自分の考えを公表する必要がある。このように考えたボースは、用意し
た声明をラジオで公表する手はずを整えてほしいとヴェーアマンに依頼した 19)。
こうしてボースは 1942 年 2 月 28 日「アーザード・ヒンド・ラジオ」で初めて
自ら名乗り出て、インド独立のため決起するよう訴えるに至った。
3.2 ボースのアーザード・ヒンド・ラジオでの最初の訴え
「こちらはスバス・チャンドラ・ボースです。自由インド放送を通じて諸君に
語りかけています。一年にわたって私は沈黙と忍耐の中で情勢の推移を見守っ
てきましたが、今ついにその時が来たので、語りかけているのです。シンガポ
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ール陥落が意味するものは、大英帝国の崩壊、すなわち、それが体現していた不
義なる体制の終わりであり、インド史の新しい時代の幕開けに他なりません」20)。
このようにインド国民に語りかけたボースは、またイギリスと敵対する国家こ
そがインド独立に貢献しうること、すなわち「英帝国主義はインドにとり永遠
の敵である。両者の間には平和とか妥協などというものはあり得ない。英帝国
主義の味方が我々の不倶戴天の敵であると同じように、英帝国主義の敵は今日
インドの本当の味方なのです」21)。
さらに、戦争を「民主主義とファシズムとの戦い」と規定するネールーを始
めとする国民会議派執行部の意見がインド国民の総意を表しているわけではな
いことにボースは注意を促している。｢インド会議派やインド国民の名において
語っていると主張する声がインドから届いているが、これらの声は英のプロパ
ガンダチャンネルを通してやってきているので、間違ってもそれらを自由イン
ドを代表するものだと考えるような過ちを犯してはなりません｣22)。最後にボー
スは、インド独立の時が間近に迫っていることを強調して、アーザード・ヒン
ド・ラジオでの最初の訴えを以下のように結んでいる。「インドは今こそ立ち
上がって、インドをかくも長きにわたって縛りつけていた隷属の鎖を断ち切る
だろう。インドの独立を通じてこそ、アジアと世界は人類の解放というより大
きな目標に向かって進んでいくのです」23)。
ボースのアーザード・ヒンド・ラジオでの放送は彼の生存と政治的見解を再
度明らかにしたことで、国際的に大きな反響を呼び起こし、そのニュースは連
合国枢軸国の双方で繰り返し伝えられた。他方、ボースは、ラジオでの所信表
明には成功したものの、当局から三国共同声明への許可が下りないことと、ヒ
トラーとの会見が実現しないので、きわめて不満だった。彼は｢空約束の行き詰
まるような雰囲気｣から逃れて療養すべく、バートガスタインに向かったが、以
下で述べるように、国際情勢の激変のゆえにその地での療養滞在は長く続かな
かった。
3.3 クリップス・ミッション
 1941 年 12 月ハワイの米海軍基地を攻撃した日本は、1942 年春にシンガポー
ルとビルマを攻略し、5 月にはついにインドの東国境にまで達したので、もは
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や日本のインド進攻は時間の問題と思われた。このような状況下で、日本のラ
ングーン制圧の 3 日後 42 年 3 月 11 日、イギリスの戦時挙国一致内閣の首相ウィ
ンストン・チャーチルは議会で、スタッフォード・クリップスがインド独立へ
の和解案を携えて特別使節団団長としてインドを訪問する、と発表した。クリッ
プスは労働党左派に属する社会主義者で、ネールーの個人的友人でもあった。
クリップス・ミッションの狙いとその内容を吟味する前に、英領インドの第
二次世界大戦との関わりについてまず触れておきたい。大戦が勃発するとイン
ド総督リンリスゴーは、インドがイギリスとともにドイツに宣戦したと宣言し
た。だがその宣言について、インド側には事前にいっさい相談がなかった。開
戦当時大多数の州政権を掌握していた会議派の全閣僚はこれに抗議していっせ
いに州政府を辞任した。ガーンディーは非暴力の信念から戦争に反対したが、
会議派執行部のネールーは、第二次大戦における当事国の「一方の自由と民主
主義、他方のファシズムと侵略、その間で我々の共感は当然民主主義の側にな
ければならない」と認識していたので、｢ファシズムとの闘い｣という連合国の
戦争目的については賛成していた。こうして、インドは自由のための世界戦争
に参加すべきだが、そのためにはまずインド自体が自由を獲得しなければなら
ない、というネールーの主張が会議派執行部を最終的に制することとなった 24)。
チャーチルのクリップス・ミッション派遣への狙いは、日本の東南アジアで
の軍事作戦成功を目の当たりにして、彼がいみじくも「私は大英帝国解体を仕
切るために首相になったわけではない」と言ってのけたように、インド独立を
承認することではなく、インドの自治拡大をえさにインドを懐柔して対日戦へ
の支持を取り付けること、もう一つは、インドの自治を要求したアメリカにも
配慮するジェスチャーを演じることにあった。というのも、アメリカはイギリ
スにインド人の自治権を承認するよう圧力をかけていたからである。すなわち
英米は、第二次世界大戦における連合国側の戦争の大義を言い表すものとして、
1942 年 1 月「すべての国民は自分たちが生きる政治体制を選ぶ権利を有する」
と定めた大西洋憲章に調印した。これに基づいてアメリカはイギリスにインド
の自治政府要求に応じるよう圧力をかけた。しかしチャーチルは、民族自決権
を定めた大西洋憲章は「インドには適用されない」と、これをかたくなに拒否
した。クリップス・ミッション派遣の背景には、今やイギリスのインド支配が
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日本の東南アジアでの進撃により未曾有の危機に直面し、イギリスがこれを乗
り切るため何としてでもインド国民とアメリカ国民の支持を取り付けておかね
ばならない、という差し迫った事情があった。
 3 月 22 日空路でデリーに到着したクリップスは 3 月 25 日からインド側と会
談を開始したが 25)、彼が携えていった新たな提案とは次のようなものだった。
すなわち、インド自治政府をできるだけ早いうちに実現する。新たに生まれる
「インド連邦」は大英帝国の自治州(Dominion)を形成して、英王室に忠誠を誓
うことにより、英本国ならびに他の自治州と連携する。だが、新インドはそれ
らに従属するものではなく、すべての点で同等の権利を有する。世界大戦終結
後インドは自分たちの新しい憲法を制定することができる。この時まで中央執
行委員会が機能するが、これが事実上意味するのは、イギリス人が多数派を占
める現在の執行委員会がインド人だけの執行委員会にとってかわるということ
で、このことはつまり、インドは戦争終了前にもかなりの自治を認められると
いうことである。また少数派に配慮して統合を希望しない地域は将来新生イン
ドから離脱する権利を与えられる。以上のようなインド独立に至る譲歩の引き
換えとして、イギリスはインドが戦争に協力することを求めたのである 26)。
 クリップスのこのような提案に対し、会議派執行部、特にネールーと当時会
議派議長だったアブル・カラーム・アーザードは提案受諾に積極的だった。ネ
ールーは、直ちに独立を与えてくれれば連合国側に立って参戦する、という立
場だったが、他の会議派メンバーはクリップス提案を、インド政治に実質的変
革を導入するものではない、と見て拒絶した。ガーンディーも「イギリス人が
インドにいることが、日本のインド侵略を招く。彼らが撤退すれば日本を引き
つけるえさはなくなる。イギリスが今すぐインドを立ち去れば、インド国民は
自分の国の安全に目を向けるようになり、国民的一致が結果として生まれるだ
ろう」と述べ、イギリスはインドから即刻出て行くべきだと強く要求して、ク
リップス提案を「破産寸前の銀行の期限切れ手形」のようなものと言って皮肉っ
た 27)。
また提案が、初めに全インドが一つの自治州を構成するが、のちにはどの地
域も、その意志がある場合にはそれから抜け出すこともできると述べている点
についても、ムスリムが多数派を占める地域や藩王国など、ある地域の連邦か
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らの分離を許すことになり、「一つのインド」という理想に打撃を与えるもの
と捉えられたので、この点も会議派には受け入れ難かった。他方、ジンナーが
率いる「ムスリム連盟」も、提案のこの部分はパーキスターン建国の可能性を
示唆するのみで、直ちにこれを承認するものではなかったため、クリップス提
案を拒否した。クリップスが失意の中でインドを去ったのは会談開始から 18
日後のことだった。
 この後、会議派は受動的抵抗をやめ、即時独立を要求するようになる。ガー
ンディーも「英印が完全分離に向けて合意すべき時が来た」ことを確認し、「イ
ギリスのインドからの即時撤退」を意味する「インドを立ち去れ (Quit India)」
を要求していくことになる。クリップス・ミッションは失敗したとはいえ、チャ
ーチルはクリップスのおかげでアメリカ世論を和らげ味方につけておくとい
う、もう一つの目的はまんまと達成することができたのであった。
ボースは療養中のバートガスタインでクリップス・ミッションのインド派遣
の知らせを聞き、急遽ベルリンに戻り、クリップスがインドに到着する前の 3
月 13 日からラジオ放送で一連の反クリップス・キャンペーンを開始した。彼は
その中で「インドはもう自治州としての地位など望んでいない」28)、「イギリ
スのインド支配の歴史は約束反故と約束不履行の歴史に他ならない」29) ので、
「イギリスが約束したものが実現されると信じるインド人などいない」30)。ま
た、クリップスがすべての人種、カースト、宗教に受け入れられるような解決
を目指す必要を強調していることを挙げ、その真の狙いはインドをいくつもの
州に分断させることにあると指摘し 31)、「クリップスは英帝国主義の旧態依然
たる政策＜分割統治 (divide and rule)＞の後追いをしているだけだ」32)とクリッ
プス・ミッションの欺瞞的政策を徹底批判した。
 クリップスがインドを去った後、ボースはこれを振り返りながら今後のイン
ド独立運動の進むべき道筋についてこう述べる。「クリップスのインド行きで
頂点に達した英政府の偽善と欺瞞は、数週間前諸君に思い起こしてもらった通
りである。スタッフォード氏は一方で将来の独立を示しておきながら、他方で
はイギリスの戦争におけるインドの即時協力を要求している。スタッフォード
氏がインド国民にこれほどばかげた提案を受け入れるよう期待していたとは、
実におかしなことではないか。[. . .] 私が諸君に心の底からいえることは、枢軸
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国は、インドが自由で独立した国となり自らの運命の主人になることを望んで
いる、ということだ。枢軸国は必ず英帝国主義を打倒し殲滅するだろう」33)。
今や議論や受動的抵抗で独立を獲得する時ではない。不活動または中立のま
までいることは政治的自殺行為である。独立を一日も早く達成するため、反英
国家、つまり枢軸国と連携することは必ずしも彼らの支配を肯定することでも
イデオロギーを受け入れることでもない。「インド独立運動が外国から援助を
受けていけないわけがあろうか、それがどんなにうさんくさい政権であったと
しても？ 結局のところ、イギリスですらイデオロギー的にはまったく敵対する
というのにロシアと連携したではないか？ 我々が同じことをしていけないわ
けがあろうか？ 我々がナチスと共通する物は何もない。なるほど、それは確か
だ。だが、だからといって、もし彼らが我々の事業を邪魔せず、イデオロギー
を強制したりしないのならば、どうして彼らから援助を引き出してはいけない
のだ？ 我々はドイツ人の味方をしてあるいは敵対して何か言ったりするつも
りはない、彼らがヨーロッパでやっていることは厳密に我々が関知する問題で
はないのだ」34)。ボースは、自分がベルリンにいるのは変節したからではない
こと、彼自身の世界観はインドにいたときとまったく同じであることを強調し
た。すなわちそれは反帝国主義であり、社会主義であり、急進主義であった。
こうして、ボースはクリップス・ミッションの失敗と独立運動の転換を予言
してこう述べた。「クリップス・ミッションが挫折してからは、インド独立の
闘いは武力によるものへと転換するだろう」35)。
 さて、クリップス・ミッションの失敗に決定的役割を演じていたのはガーン
ディーであった。クリップス提案に対してガーンディーは突然イギリスの即時
インド撤退を要求したが、彼のこの変化を説明するものは、アーザードによる
と、ボースのベルリンからのラジオ放送によるガーンディーへの大きな影響力
である 36)。事実ボースも 1942 年 7 月 11 日付のラース・ビハーリー・ボースへ
の手紙で、「最近のガーンディーによるイギリスのインドからの撤退要求は我
々のプロパガンダ活動の成果だ」37)と認識している。なるほど、両者はイデオ
ロギー的に、もしくはインド独立をめぐる戦術面では大きく異なっていた。遡
れば、ボースは 1939 年ガーンディーに、インドを立ち去れとイギリスに最後通
告を突きつけるよう要求したが、ガーンディーはこれを拒否した。このためボ
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ースはインドを去ることになった。彼が拒否した理由は、それが時期尚早で道
義的に正当化できないと考えたからである。しかし、ボースがインドを去って
から、ガーンディーは徐々にボースの行動に理解を示すようになった。彼も現
状分析において、日本軍の東南アジア進撃を目の当たりにして、ボース同様に
イギリスが戦争に負けるかまたは壊滅的打撃を受けるだろうと予測していたの
で、たとえインド側がその将来についてクリップスと合意したところで所詮無
意味だと考えていた。加えて、ボースのベルリンへの逃避行や、対英持続的抵
抗、ラジオ放送によるプロパガンダ攻勢などがガーンディーに消し去ることの
出来ない印象を与え、ガーンディーはボースを共通の目標に向かって闘う同志
と考えるようになった。他方で、ボースもガーンディーの非暴力主義から枢軸
国支持を求めるような過大な期待はせず、ラジオ放送で、ガーンディーがイギ
リスのインド即時撤退を要求する決断を行ったことを賞賛し、彼を「マハート
マー（偉大な魂）」と呼ぶようになった 38)。
このような二人の信頼関係が築かれたきっかけとして考えられるのは、1940
年ボースがガーンディーに最後に会ったとき彼に誓った言葉、「私の任務が終
わりインドが解放されたとき、私は再度あなたの前に出よう」39)、つまり、「イ
ンド独立の暁には再度非暴力の兵士として祖国に尽くそう｣ 40)という言葉であ
る。ガーンディーは生涯この時のボースの誓いを忘れることはなく、1946 年 4
月 8 日ニューデリーで捕虜収容所に拘留されていた元インド国民軍の将兵を訪
問した時、彼らを前に再度このボースの誓いの言葉を説いている 41)。
3.4 ザルツブルク会談
 すでに見たように、日本政府は米英への宣戦布告と同時にドイツ、イタリア
に三国共同インド声明を発するよう働きかけていたが、クリップス・ミッショ
ンが失敗したので、今こそその好機であると、1942 年 4 月初旬にドイツに伝え
てきた。そこで、4 月 16 日リッベントロップは、ヒトラーに外務省が作成した
共同声明草案を送付して、これについてはイタリアもすでに同意しているし、
今やクリップス・ミッションは失敗したので、草案を受諾するようヒトラーに
要請した。するとヒトラーはこの件を 4 月末に予定されているムッソリーニと
の会談で話し合う予定だと回答した。ヒトラーはまたボースの東京行きについ
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ても、ボースが東京で活動した方が効果的だと思われるので、これに賛成した。
こうして 4 月 29 日オーストリアのザルツブルクでヒトラーとムッソリーニはこ
の日本の三国共同声明提案について話し合った。独伊両国の外務大臣リッベン
トロップとチアーノも同席した。ムッソリーニはこの時声明には前向きで、ヒ
トラーに考え方を変えるよう説得したが、ヒトラーはイギリスのインド支配終
結を望まず、結局独伊は、原則的には声明は必要だがすぐ行動に移すにはまだ
機が熟していない、と日本側に説明する結果となった。
 このような両国のやりとりの背後には、ヒトラー対ムッソリーニならびにリッ
ベントロップの間で激論があった。クールマンはこの間の経緯を詳しく説明し
ている 42)。すなわち、会談では独伊間での様々な問題が話し合われ、会談も終
わりに近づいた頃ムッソリーニが、インド・アラブ問題がまだ議題として残っ
ていると言ったので、ヒトラーとリッベントロップはムッソリーニの見ている
前でこの問題を議論し始めた。ヒトラーが、「第一次大戦の経験から推量する
と、現時点で日独伊三国共同のインド声明が発表されると、イギリスのさらな
る抵抗を強めるおそれがある」と言ったのに対し、リッベントロップは、「イ
ギリスは声明が発せられれば、これによって追い詰められて講和条約を結ばざ
るを得なくなる。だから声明は枢軸国の対英戦争をより容易にする」と反論し
た。するとヒトラーは、「軍事状況のせいでこの確約を武力で実現出来ないと
したら、声明など無益だ。軍事的裏付けのない声明など何の価値もないどころ
か、有害でさえある。ドイツ軍がコーカサスに達していたなら、この確約は実
行可能だろう」と言い張り、さらに、「日本は今インド国境に軍を進めており、
まもなくインドへ侵攻するかもしれない。日本にとってインド問題は危急のも
のかもしれないが、インドから遠く離れている独伊にとってはインド問題はど
のみち机上のものに過ぎない」と断じた。
リッベントロップは、これ以上引き延ばすと、日本が疑念を持ち始めるだろ
うし、日本は今後独伊を無視して対インド政策を進めることになるだろうと言っ
て、ヒトラーの考えを変えようとしたが、ヒトラーは、「声明だけならインド
国民の熱意を引きつけることにはならないだろうし、そうなると枢軸国は余計
面目をつぶすことになるだろう」となおも持論に固執した。ここでムッソリー
ニが両者の間に入って、日本は単独で声明を発表してもかまわない、独伊はそ
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の後でこれを承認すればよい、と言ったので、リッベントロップはこれを受け
て、日本はこの提案をだいぶ前からしてきているので、日本に対してはその回
答として、独伊は声明には前向きだが声明のタイミングはまだ未定だと伝える
ことにしようと提案し、ヒトラーもこれに同意した。
 ボースに対し常に好意的だったイタリアがこのとき声明承認を見送った理由
は、二つあると考えられる。一つは、ムッソリーニ政権は 1940 年 12 月北アフ
リカとギリシャの両戦線でヒトラーに支援を要請したように、軍事的にドイツ
に依存してきたので、この時もヒトラーの顔色を窺わざるをえなかった。だが、
すでに見たように、ヒトラーはインド声明に強力に反対していたのである。も
う一つは、イタリアではシェーダイがすでにインド独立運動を牽引していたこ
とである。日本は、独伊が声明を延期すると知らされ、これを受け入れた。
 さて、独伊両首脳のザルツブルク会談直後ボースは今回二度目のイタリア訪
問を果たした。5 月 4 日チアーノはボースに声明延期を伝達した。翌日ムッソ
リーニ、チアーノとボースの間で三者会談が行われた。ムッソリーニとボース
は再会を喜び合った。この時ムッソリーニはボースに説得され、ザルツブルク
での決定を翻して、これ以上遅滞することなく声明を発せよ、とベルリンに伝
えるようチアーノに指示した。これに加えて、ムッソリーニはボースにローマ
かベルリンで亡命政府を樹立するよう提案したが、これについてボースは、そ
れはヨーロッパではなくインド本国に近い東南アジアに置くべきだと考えたの
で、固辞した。またボースが東アジア行きに言及した時、ムッソリーニはボー
スにアジア行きの飛行機を提供しようと言明した。
ちなみに、インド亡命政府提案に対するドイツの反応は次のようなものだっ
た。ゲッベルスによると、「我々はこのような考えにあまり賛成でない。なぜ
かというと、このような政治的駆け引きを実行する時機がまだ熟していないと
考えるからだ。なるほど日本は確かにインド独立という方向で進もうとしてい
るようだが、亡命政府というものは実体のないまま長続きしてはならないもの
だ。日本が亡命政府を支援する何らかの具体性がない限り、亡命政府はただの
空論に過ぎなくなる」43)。いずれにせよ、ドイツはイタリアがインド声明の用
意があると知り、ヒトラーとムッソリーニの間の溝はますます深まっていった。
 ボースはベルリンに戻ると、5 月 9 日手紙でリッベントロップにイタリアの
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決定を受け入れるよう要請した。リッベントロップもこれに説得され、5 月 14
日ヒトラーにメモを送付したが、ヒトラーはこれを無視したので、リッベント
ロップは 5 月 25 日再度ヒトラーにイタリア提案受諾を要請した。こうして今や
インド声明に関しては、ボース、日本、イタリア、リッベントロップ、ドイツ
外務省が賛成しているのに対して、反対するのはヒトラーのみとなった。イン
ド特別局はこの間、ヒトラーがなぜ声明延期にこだわるのか彼自身に説明させ
るより他にもはや手だてがないと認識したので、ボースのヒトラーとの会見設
定準備を急いだ。ボースは日本がインドに進攻し、インドで革命が起こるのは
時間の問題だと確信していたので、5 月 22 日リッベントロップに宛て「インド
解放の機は熟したので、アジアに行くことが絶対に不可欠だ」44)と書いた。こ
のように書くことによって、ヒトラーとの会見をこれ以上遅らせることなく彼
の声明延期の真意を本人にただそうとする狙いもあった。いずれにせよ、ヒト
ラーとの会見が実現しようとしまいと、ドイツで声明が近いうちに発せられる
可能性がもはやほとんど見込めない以上、一日も早くドイツを発つことがボー
スの願いとなった。
3.5 ヒトラーとの会見
ヴェーアマンとケプラーは、ボースのベルリン到着以来ドイツがインド声明
を遅らせていることから、ボースがドイツの対応に満足していないことを早く
から察知しており、この解決にはボースがヒトラーと直接会って話しをする以
外にないと考えて、両者の会談をずっと提案してきた。ヒトラーとの会見は長
い間計画されていただけに、特にボースがラジオ宣伝を通してその後自らベル
リンにいることを宣言してからは、さらにはボースがムッソリーニを訪問して
からは、またすでに見たように、加えてボースが早急の東アジア行きを強く希
望しているからには、リッベントロップはタイミングとしてこのときが一番い
いとはとても思えなかったが、もうこれ以上引き延ばすわけにはいかなかった。
ボースとヒトラーの会見がいつどこで行われたかについては、証言が異なる 45)。
 さて、ボースは当日リッベントロップのところへ行くよう言われ、彼に会う
と、リッベントロップはこう言った。ドイツは当面インド声明を公表するつも
りはない。というのも枢軸国はそれを行う用意はあるのだが、その時機がまだ
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はっきりしていないのだ、自分としては声明発表を支持するけれども、ヒトラ
ーはインド声明が軍事的に実現可能でなければ意味がないと言っている。独伊
は現時点ではインド声明から何のメリットも期待できないが、ドイツ軍がコー
カサスの南斜面に達すれば、その時初めて声明は実際的な意味を持つことにな
るので、ボースはその時までインド声明を待つべきである、と。ボースはもち
ろんそんなことはまず無理だろうと思っていた。
 とはいえ、その日の午後ヒトラーが彼と会う予定だと告げられた。ベルリン
の帝国首相府に到着すると、ボースはまず先輩革命家としてのヒトラーに挨拶
し、自分を受け入れてくれた厚意とインド独立に対してこれまで彼が得た協力
に感謝を表明しつつ、彼からアドバイスをしてもらいたい、とヒトラーに語り
かけた。これは会見を成功させるためにヒトラーと自分に共通するものを考慮
してのことであった。ボースは誤解を避けるため、ヒトラーと英語で話したかっ
たが、ヒトラーは英語が出来なかったので、通訳のトロットを介して対話が続
けられた。
 このときボースがヒトラーに発した以下の三つの質問に対して、ヒトラーが
どのように回答したかを、二人の会見の概要を筆記したパウル・シュミットの
覚え書 46)に基づいて検証してみたい。すなわち、1) インド声明について、2) ボ
ースの東南アジアへの移動について、3) 『わが闘争』のインドについての侮辱
的記述について、である。
 1) の質問について、ヒトラーはエジプトを例にとってこう説明した。ドイツ
のエジプトの独立を保証する声明は、現在のドイツのエジプト攻撃が成功した
場合に限ってのみ発せられる。つまり、自分の行動能力を超えたことは約束し
ないのが私の主義だ、と。加えて、インドはドイツから途方もなく遠い。ドイ
ツ軍がインドに到達するには南ルートでペルシャ湾を経由するか、北ルートで
アフガーニスターンを経由するかどちらかだ。いずれにしても、そこへいくに
はソヴィエトの屍を乗り越えていかなくてはならない、と。ヒトラーはここで
インド声明に直接言及していないものの、明らかにインド声明を発することに
ついてエジプトの場合と同じ理由で、今はそれを発表する時期ではない、と意
思表示したものと受け取れる。
 2) については、ヒトラーは、ドイツ軍がインド国境にまで達してインドに直
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接影響力を及ぼせるようになるまでには、 もう一、二年はかかる。これに対し
日本軍がこれに要する時間はせいぜい数ヶ月だ。だからインド国内に達するに
は、東南アジアに戦線を移して日本の協力を仰ぐのが一番よい、と答えた。ボ
ースの側近のヴヤースによると、会見の間ヒトラーは、ドイツ軍が侵攻してい
るソヴィエト南部のインドに一番近い地点を指さし、それからインド東部国境
付近の日本軍がいる地点を指さし、この仕草でヒトラーはドイツの戦争政策全
体の要点を示した。つまり、ドイツ軍はインド国境から遠く離れているのに対
し日本軍はインド国境にいるので、ドイツがインドに対する枢軸国の政策決定
をする立場にないこと、インドが協力を求めるべき相手は日本であることを伝
えようとしたのだという 47)。ヒトラーが最後まで声明発表をいやがった理由は、
彼が人種差別主義者で、最後までイギリスとの和平を望んでいたから、とする
研究者はペリンカはじめ数多い 48)。ヒトラーはボースが東アジアに行くことに
同意し、イタリア機でビルマに行くのでなく、安全を配慮してドイツか日本の
潜水艦を使うよう助言し、その手はずを整えると約束し、これが会談での唯一
の成果となった。
 3) については、シュミットの議事録によると、ボースは、ヒトラーの『わが
闘争』の記述が英に歪められて伝えられ反印プロパガンダに利用されているの
で、ここでドイツのインドに対する態度を明らかにしてほしい、と要望した。
その記述とは以下を指すものと思われる。すなわち「イギリスは自己の支配機
構の中で人種的解体の運命を辿るか、あるいは強力な敵の剣に征服される場合
にのみ、インドを失うだろう。しかし、インドの扇動者連中にはこのことは成
功しないだろう。[. . .] 私はゲルマン人として、それでも依然としてインドが他
国に支配されるよりはイギリスの統治下にあるのをむしろ望ましく思ってい
る。[. . .] 人類の価値を人種的基礎でもって評価する民族主義信奉者として、私
はこれらのいわゆる＜非抑圧民族諸国民＞が人種的に劣等であることをすでに
認識しているので、自己の民族の運命をそれらの国民の運命と結合させること
は出来ないのである｣49)。この部分について、ヒトラーは、これは非抑圧諸国家
が抑圧者に対して統一戦線を形成すべきだという考えに対して反対したものだ
と答え、ドイツで同じような政策を支持している諸党派がインドの受動的抵抗
を支持しているので、その誤りを指摘したまでだ 50)、と説明した。

－- 20
44 －
-



 さて、この会見がどのような雰囲気の中で行われたかということは、シュミッ
トの議事録から推し量るのはなかなか難しいが、ここではヴェルトがトロット
の証言として紹介している会見の模様を紹介してみよう。

 形どおりの儀礼的挨拶がすむと、ボースは、
「閣下のお書きになった『我が闘争』にインド問題に触れているところがあり
ますが、閣下ご自身から正確な解釈をお教え願えたらと存じます」と述べると、
ヒットラーは肩をそびやかして何も言わなかった。ボースはあきらめて、
「実はかねがね外務省を通じ、インド独立問題に関するドイツ政府の見解をご
発表いただきたくお願いしておりましたが」というと、ヒットラーは、ニベも
なく、
「私個人の見解では、インドが自治政府を持つ状況に到達するには、少なくと
もあと百五十年はたたなければ無理だと思う」と答え、ボースを壁に掛けた世
界地図の前に呼んで、
 「ドイツ軍の先鋒は、インド国境から、まだこんなに離れている。この段階
でインド問題の声明を出しても、大して意味がないでしょう」と述べたのであ
る。
ボースはくじけず、一生懸命説得に努めたが、ヒットラーの気持ちは少しも変
わらなかった。
ついに、あきらめたボースが辞去しようとすると、ヒットラーは、
「現実はかくの如しだが、君の政治的信念はどうかね」
と聞いた。ボースはついに我慢できなくなって、フォン・トロットに向かって、
「私の政治的信念は変わらない。こういう質問を受けるのは心外だと閣下に申
し上げてください。」と述べたが、もちろんフォン・トロットは、差し障りの
ない翻訳をして、ヒットラーの室を二人で辞去した 51)。

 もちろん、以上のヴェルトの記述を読むに際しては、これがトロットの証言
に基づくものであり、トロットはこの時通訳を務めていながら、先に述べた通
り、徹底した反ナチス主義者であり、まもなくヒトラー暗殺未遂のかどで処刑
された人物だということはよく考慮しておかなければならない。
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 いずれにせよ、ヒトラーとの会見は実現したが、これについては研究者の間
では失敗もしくは無意味だったと見る見方が強い。サリーンは、ボースはもう
だいぶ前からすでに東アジア行きを決断していたので、ドイツからのインド声
明はもはや期待しておらず、ドイツにいることによって得られるものもほとん
どないので、ヒトラーとの会見をドイツへの別れの挨拶だと考えていた、と理
解している 52)。いずれにせよ、ボースはこの時の会見について後に語ることは
ほとんどなかった。後にボースはヒトラーについて、論理的な議論が数分も出
来ないような人間と話すことは苦痛以外の何ものでもなかった、と述べたとい
う

53)

。 枢軸国に引き続き回覧されたインド声明は、ボースのヨーロッパ滞在

中には調印され公表されることはなかった。ドイツがインド独立を承認したの
は 1943 年 11 月 2 日のことで、同年 10 月 21 日に成立した自由インド臨時政府
承認への日本政府の要請に応じてのことであった。
3.6 「インドを立ち去れ 4XLW,QGLD 」運動
 1942 年 8 月 8 日、全インド国民会議派委員会(All India Congress Committee,
AICC と略記)は「イギリスのインド支配は即時終結すべき」という決議、すな
わち「インドを立ち去れ」決議を可決して、イギリスのインド支配即時停止の
要求が受け入れられない場合は、「可能な限り大規模な形で非暴力の大衆闘争」
を行うと述べ、抵抗運動決行を宣言した。決議は土壇場でネールー、アーザー
ドと共産党が棄権に回ったほかは絶対多数で可決された。「インドを立ち去れ」
運動は、1857 年の「セポイ（ヒンドスターニー語で「シパーヒー」、兵士を意
味する）の大乱」（インドではこれを「第一次独立戦争」と呼ぶ）以来、大衆
による最も大規模で最も激しい反英闘争となり、インド国内での独立運動の頂
点を形作るものとなった。翌 8 月 9 日、すなわち運動開始直前、英当局はガー
ンディー、ネールーらを含む会議派指導部全員を有無を言わさず逮捕投獄した
ので、運動はわずかに残った地下指導部すなわち、会議派中堅幹部や、学生、
その他の活動家によって続けられた。このため今回の 8 月の運動はこれまでガ
ーンディーが指導したサティヤーグラハ（本来は「真理把握」の意）運動とは
根本的に異なり、個人レベルの規律ある市民の非暴力不服従運動ではなく、統
制を欠いた未曾有の大暴動となり、国内の雰囲気は一変し全インドが革命前夜
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のような大騒乱状態となった 54)。
反乱はまずボンベイ都市部の工場労働者のストライキから始まり、その後地
方に、とりわけ連合州東部のビハール、ベンガル西部などの農民組合に組織さ
れた貧農中下層農民の間に広がりを見せ、彼らに戦闘的な学生が合流した。イ
ギリスによる抑圧のシンボルだった公共施設や郵便局、交通、通信施設などが
攻撃され、焼き討ちにあった。工場は閉鎖され戦地への物資の供給も止まった。
抗議、デモ、ストライキなど様々な意思表示への無慈悲な弾圧が一層の騒乱を
生み、これが全インドに拡大した。二万人余の会議派党員は裁判なしに拘禁さ
れた。「インドを立ち去れ」運動は始まりから 6 週間を経てようやく沈静化し
ていった。そして、その後二年間は独立への目立った動きもなく推移した。
 以上の「インドを立ち去れ」運動の背後には、ベルリンでのボースの対英独
立運動から大きな影響を受けるに至ったガーンディーの存在があった。もっと
もガーンディー自身によると、その戦略は独自の、時と場所に応じて作られる
ものなので、ボースと同じ戦略を採っているとは認めたがらなかった。ガーン
ディーはこれまでのサティヤーグラハを限定的な、個人主体の不服従運動と捉
えていたが、これに対して今回は「ありとあらゆる種類の大衆運動がその中に
含まれる」と述べているように、それを大衆によるものと捉え、非暴力革命を
目指す対英非協力大衆運動を開始しようとしていた。彼は独立のための最後の
闘いを行うときが来たと認識し、ボンベイで全インド国民会議派委員会が「イ
ンドを立ち去れ」を決議した 8 月 8 日当夜イギリスとの対決を表明し、ヒンド
スターニー語でこう述べた。それは本格的な公然たる反乱であって、このため
には「臆せず敢然と闘い、身に銃弾を受けることもいとわぬ覚悟が必要」で、
「完全独立以外の何ものにも納得することはない。＜やり遂げるか死ぬか (“Do
or die”, ヒンドスターニー語で “Karenge ya marenge”) ＞のどちらかだ。インド
を独立させるか、さもなければその試みの中で死ぬかのどちらかだ」55)。すな
わち、ガーンディーは、この日の会議派決定がイギリス支配に対する「公然た
る反乱」であることを承認しつつ、イギリスに最後通牒を突きつけるという自
分が下した決定を、過去の自己の立場からの根本的決別と捉えた。彼はこの時
初めて「独立」を、「非暴力」と「ヒンドゥー・ムスリム融和」に優先させた
のである。こうして会議派もここに来てようやく「インドを立ち去れ運動」を
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通して、ボースがこれまで繰り返し主張してきたことを口にするようになった。
 ボースのドイツにおけるインドに向けた反英プロパガンダ活動とこれに対す
るガーンディーの対応に注目すると、ボースの活動とインド国内での「インド
を立ち去れ運動」はインド独立史の中で、互いにイデオロギー的にも戦術的に
も異なるきわめて対照的なものであったにもかかわらず、独立を唯一の目標と
して掲げた相互補完的な運動であったことがわかる。長崎暢子氏も指摘するよ
うに、ボースがここに至ってインド独立運動を大きく転換させた一方、「イン
ドを立ち去れ運動」は、ボースがドイツを去り東南アジアに戦線を移してから
「国民軍の運動にこの上ない励ましとなった。その意味でこれはガーンディー
からボースへの手の込んだ密かなメッセ－ジだった。かくしてガーンディーと
ボースの運動は従来言われてきたように対立的ではなく補完的にインドの独立
を支えたのである｣56)。いずれにせよ、ボースとガーンディーの違いはこれで解
消し、両者は今や一致して、イギリスにインドを立ち去るよう最後通告を発し
た。この意味では「インドを立ち去れ」運動は、ボースが従来主張してきたこ
とが正しかったことを立証する形となった。
 「インドを立ち去れ運動」によりインド内外の二つの独立運動を一つにまと
めるときが来た。闘いの重点はアジアへ移った。これに遡りボースはすでに東
京の「インド独立連盟 (Indian Independence League)」議長のラース・ビハーリ
ー・ボースと連絡を取り合っており、彼からバンコク会議（1942 年 6 月 15～23
日）への招待状を受け取っていたが、もちろん出席は無理だったので支持メッ
セージを送った 57)。
3.7

東アジアに向けてドイツ出国

 東南アジアでの日本の軍事作戦成功を背景に、インド国内のクリップス提案
拒否から「インドを立ち去れ運動」への展開に至るインド独立運動のかつてな
い高揚に勇気づけられ、ボースはイタリア機を使って一刻も早く東アジアに乗
り込むつもりだった。リッベントロップ宛ての 7 月 23 日の書簡でボースはこう
述べる。「インドの国内情勢の進展に鑑み、出来れば 8 月第 1 週には極東に到
着したいと存じます」58)。すなわち、日本の対英戦争はインド史の転換点を意
味する。この戦いではベルリンからでは限定的影響しか発揮できないので、自
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分の戦うべき場所はインドに出来るだけ近いところでなければならない、と考
えたのであった。ヴェーアマンはボースが実際日本側から歓迎されるかどうか
わからなかったが、ボースは、在ベルリン日本大使の大島浩との話し合いから
彼の東アジア行きを日本が歓迎してくれるだろうという感触を得た、とヴェー
アマンに話した。最後に彼はヴェーアマンに、このことについてはすでにムッ
ソリーニとも話が付いており、ムッソリーニは飛行機でボースをラングーンに
送り届ける用意があると言っていることを伝えた。
 ボースの東アジア行きについてドイツ外務省内部の意見は様々に分かれた。
ヴェーアマンはボースの計画を前向きに評価したが、ケプラーはインド革命の
機はまだ熟しておらずボースの計画は時期尚早であるとした。リッベントロッ
プはボースの計画には同意したものの、イタリア機でボースを移送することに
は安全でないとして難色を示し、潜水艦を用意して直接ラングーンまで彼を送
り届けよう、と述べた。リッベントロップはまた、ヒトラーならびに彼自身も
いまやボースを、「傑出した、インドの唯一の真の指導者」と認識しており、
ガーンディーの非暴力もネールーのボルシェヴィキ的思想もインドに独立をも
たらすことは出来ないのだから、ボースがインド同胞の間近に行こうと希望し
ていることは十分評価できる、したがって、ドイツ、イタリアはボースが東ア
ジアに行けるよう、出来ることは何であれ行う用意がある、と伝えた。
とはいえ、ボースが実際に東アジア行きの決行に至るのはこの時からまたさ
らに半年後である。インド国民軍の生みの親である藤原岩市が「インド独立連
盟とインド国民軍の要請に応じてボースが東南アジアに来るのがもう 7 ヶ月早
かったら、モーハン・シンの事件（インド国民軍と日本軍の不和から前者の代
表モーハン・シンが後者によって解任された事件）も回避できたろうし、日本
のインド作戦もより広汎かつ迅速に進展していただろう」と指摘するように、
ボースのアジア行きのこの遅れが、インド国民軍とこれを支援した日本軍が推
し進めていた軍事作戦に及ぼした影響は少なくないので、この出発の遅れは一
体日独どちらの側に原因があるのかということを問わざるを得ないが、これを
特定するのは難しい。
 ジョイス・レブラによれば、日本にはすでにインド独立運動の指導者として
著名なラース・ビハーリー・ボース（通称「中村屋のボース」）がいたので、
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日本はボースが来ることには困惑していたという。だがラース・ビハーリーは
ボースが東京会議あるいはバンコク会議に参加することには反対しておらず、
日本のボース招請決定は当然ラース・ビハーリーの了解のもと行われたと考え
られる 59)。またある説によると、ボースの東南アジア行きが遅れたのは、日本
が、ボースがそこでインド独立運動の指揮を取ることになれば、今後はドイツ
に運動の主導権を握られるのではないかと恐れていたからだという。
 だがサリーンによると、ボースの出発が遅れた最終的な責任はドイツ側にあ
るという。その第一の理由は、ドイツ側は自分たちの戦争目的のために、ボー
スをドイツに引き留めておこうとした。つまりドイツがまだ対ソヴィエト戦に
希望を持っていたとき、ドイツはインドの北西国境における作戦でボースをプ
ロパガンダ目的に使おうと考えていたが、ドイツはスターリングラードでの決
定的敗北に至る一連の軍事作戦で停滞を余儀なくされたので、結局この計画は
実行されなかった 60)。第二の理由は、ボースを移送する安全な輸送手段が見つ
からなかったことである。すなわち、ドイツは、イタリアが提示したロードス
からラングーンまでの直行便に同意せず、代わりに潜水艦で行くことを勧めた。
天候や敵の攻撃を考慮した安全な輸送手段と時期をめぐって三国間の調整に時
間がかかったため、ボースの出発は遅れに遅れた。
 この間ドイツにいたインド人の仲間たちは、ボースの出発が遅れるたびに日
本が心変わりするのではないかと危惧したが、それは杞憂であった。というの
も、ボースを迎えるインド国民軍と日本の側にもそうする十分な理由があった
からである。山本敏大佐はボースを訪ね、日本は出来るだけ早くボースを迎え
たいと伝えたが、その事情は次のようなものだった。モーハン・シン大尉指揮
下のインド国民軍は最初のうち順調に勢力を拡大したが、その後、一方ではモ
ーハン・シンとラース・ビハーリー・ボースとの間で、もう一方ではモーハン・
シンと日本軍との間で対立が表面化し、1942 年 12 月の危機以降はボースに東
アジアに来てもらうこと以外に国民軍内部の事態沈静化は不可能と考えられた
からである。東アジアのインド人はラース・ビハーリー・ボースを日本の傀儡
と見て、独立運動の指導者として望んでおらず、加えて、1942 年 6 月のバンコ
ク会議以降は彼の健康上の問題も浮上していた。このような状況下で、ボース
は、東アジア行きが可能になれば日本の対インド戦略決定に大きな影響を与え
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ることが出来る、と確信した。
 かくして、ボースのアジアへの旅立ちの準備が始まった。リッベントロップ
はボースの東アジア行きの飛行機の準備を整えたが、情報が漏れたためキャン
セルされた。イタリアはラングーンへノンストップで飛行する飛行機を用意す
る手はずを整えていたので、同年 12 月ボースは再度ローマへ行ったが、飛行は
何度もキャンセルされ、最後に数ヶ月延期されることになったので、ボースは
最終的に飛行機をあきらめ、ベルリンへ戻った。その後ボースのアジア行き計
画は潜水艦移送に切り替えられた。それによると、ボースはアフリカの端のイ
ンド洋上でドイツの潜水艦から日本の潜水艦に乗り移るというものだった。
1943 年 1 月ボースの出発の詳細が決められ、日本側も 2 月初旬にボースを受け
入れる潜水艦提供に同意した。
 ボースが東への旅立ちを整えているとき、ドイツはスターリングラードで大
敗北を喫しており、ボースのドイツ勝利への確信は揺らいでいた。「ドイツは
戦争に勝てない。だが次はインドが、ドイツに勝ったイギリスを打ち負かす番
だ」と、彼は東アジア行きに臨んで自分を奮い立たせた。ボースはベルリン駐
在武官樋口季一郎に、自分にもしものことがあった場合、ドイツのインド作戦
の責任者に任命されたナームビアールと、日本在住のインド独立連盟議長ラー
ス・ビハーリー・ボースの二人が互いに協力し合うよう見守っていてほしい、
と依頼した。ちなみに、ボースはヨーロッパ最後のクリスマスをウィーンに戻っ
て妻と生まれたばかりの娘アニタのもとで過ごし、ベルリン最後の彼の誕生日
1943 年 1 月 23 日をインドの友人たちと一緒に祝った。彼の仲間はこの日、彼
のカルカッタ時代のグル（師）でありまた相談相手でもあったチットランジャ
ン・ダースの大きな肖像画をボースにプレゼントした。これはベルリン在住の
インド人画家がダースの写真をもとに描いたものであった。
 さて、ボースの出国は、ヴェルト、ケプラー、ナームビアール以外には極秘
とされていた。1943 年 2 月 7 日潜水艦内でただ一人秘書兼アシスタントとして
付き添いを許されたアービド・ハサンを伴い、汽車でベルリンを出発。翌日 2
月 8 日キール軍港で潜水艦 U－190 に乗船した。潜水艦には 4 人の士官と 50 人
の兵士が同乗していた。潜水艦はヨーロッパの海岸線に張られた連合国の哨戒
網、ことにイギリス海空軍の厳重な監視の目をかいくぐって、大西洋沖合に脱
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出することに成功し、遠くケープタウンを回ってインド洋に出た。この後ボー
スはマダガスカル沖の、波高く、敵にいつ攻撃されるかもわからない洋上で、
ドイツ潜水艦から日本の潜水艦へと文字通り決死の移動を行った。ヴェルトに
よると、その模様は次のようである。
 4 月 26 日午後、予定時刻より約十時間早く指定地点に到着した日本潜水艦は、
往復運動を繰り返しながら、ドイツ潜水艦の出現を待った。夜になってその艦
影らしいものをかすかに認めたが、未明になってそれを確認し、二隻の潜水艦
は互いに近づいた。
 しかしこの朝インド洋は荒天で、接近はしたものの、人と荷物を移す作業は
不可能だった。[. . .]ようやく午後になって多少波がおさまってきた。ドイツ潜
水艦からこちらに向かって泳いでくる二つの人影が波間に認められたのは、そ
の時であった。
 これはドイツ潜水艦の士官が、信号兵を従えて敢行した決死的冒険であった。
[. . .]二人のドイツ人は浮き沈みしながら次第に近づき、ついに日本潜水艦にた
どりついた。
 二人が日本側を呆れさせるほどの勇気で泳いできた目的は、連絡をつけるこ
とにあった。敵の制海権のある海域で、無電で話すわけにはいかない。といっ
て、方式が違う両海軍では手旗信号でもらちがあかない。[. . .]ドイツ側はやり
きれなくなって、泳ぎの抜群な二人に思い切った冒険をやらせたのであった。
 翌 4 月 28 日朝、波はやや静まった。二隻の潜水艦は可能なぎりぎりのところ
まで接近すると、かねて用意してあったゴムボートを浮かべ、両艦の間に麻綱
を張った。そして綱をたぐりながら、ゴムボートによる移しかえの作業が始まっ
た。
 南インド洋の逆巻く荒波の上で、ゴムボートは木の葉のように揺れた。海面
には大鱶の群れが泳ぎ回っていて、時折その不気味な姿を波の上に躍り上がら
せた。[. . .]
 しかしこの難作業も日本ドイツ両潜水艦乗員の努力によって、数時間を費や
して、無事に完了することが出来た。長時間敵に発見されなかったことは奇跡
というべきであろう。
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 こうして日本の潜水艦に収容されたチャンドラ・ボースは全身ずぶぬれであっ
た。[. . .]ドイツの潜水艦と日本の潜水艦は互いの健闘をたたえ合う短い信号を
交わして、再び東西に分かれていった 61)。

 この時イギリスはすでにドイツの暗号を解読しており、またアメリカも日本
の暗号を解読しそれをイギリスに渡していたので、ボースの航海の一部始終を
イギリスが知っていた可能性は高い。いずれにせよ、ボースは二ヶ月半の船旅
の間『インドの闘い』の新版への内容変更と東南アジアでの対英戦の戦略の練
り上げに取り組んだ。日本帝国海軍の客となったボースは 5 月 6 日無事にスマ
トラのセバン島に到着し、すでにベルリンで懇意になっていた山本敏大佐の出
迎えを受けた。5 月 16 日には東京に到着。6 月初旬よりインド国民軍の指揮を
開始した。

結び
 ボースの二年にも満たないドイツでの活動がインド独立にもたらしたものは

何だったのか？ 第二部の「四つの歴史的決定」ですでに見ておいたように、ボ
ースのベルリン時代のアイデアのうちでその後の独立インドの生活習慣に深く
根付いたものはいくつか挙げられる。すなわち、現在のインド国歌や、インド
亜大陸の共通語としてヒンドスターニー語をラテン文字で表記する試み、また
今でも、インドが一つであることを表すものとして使われている「ジャイ・ヒ
ンド」という挨拶などがそれである。けれどもアントン・ペリンカは、ボース
のドイツ到着後わずか三ヶ月もたたないうちにドイツがソヴィエト侵攻したと
き、ボースが思い描いたソヴィエトを経由してのインド侵攻は不可能となった
のであるから、すでにこの時点でボースのドイツ滞在の意義はなくなった、と
分析しており 62)、ボースは人種差別主義に基づくナチスドイツがインド独立の
同盟者たり得ないことを認識すべきだった 63)、としている。ペリンカのこの見
解について筆者の所見を簡単に述べてみたい。
 すでに見たように、ボースが独伊ファシズムと手を結んだのは、言うまでも
なく、両者がイギリスの敵だったからであり、「敵の敵は味方」というボース
の戦術上の現実的判断から来るものであった。この判断は無原則で、したがっ
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て政治上の現実への安易な妥協と見られがちだが、ボースの場合はそうではな
い。というのも、彼は英領インドで独立運動を闘う中で、民主主義を標榜する
イギリスとファシズムとの間にはイデオロギーの違いはあるにしても、その人
間の自由を抑圧するシステムにおいて何ら違いはないということを 12 回にも
わたる逮捕拘禁を通して身をもって認識していたたからである。つまり「敵の
敵は味方」という論理の背後には帝国主義国家は、民主主義形態を取っていよ
うとファシズムという形態を取っていようと結局は同じものだ、というボース
の冷徹な認識があった。この点でボースは民主主義の陥穽を明るみに出したと
いえる。
いずれにせよ、彼にとり選択肢は、独立運動家の生き方として、大戦終結ま
で独立に何ら寄与することなく刑務所暮らしに甘んじるか、さもなければ、イ
ンドを脱出して反英国家の協力に望みをつないで国外で独立のために闘うか、
また戦略面から言えば、宗主国との非暴力による妥協の道を選んで、植民地支
配が終わるのを何年かかろうとも根気よく待つか、さもなければ、たとえそれ
がどのような国であろうと「敵の敵」、すなわち反英国家と結んで武力による
一刻も早い独立を勝ち取るためそれらの国々に働きかけるか、そのどちらかし
かなかった。そしてボースは後者を選んだ。つまり、彼はナチズムの数々の問
題点を承知していながらも、後者との協力にインド独立を賭けたのである。
 ペリンカは、ボースのドイツでの活動で達成されたものは何一つなく、すべ
てが中途半端に終わった 64)、と結論づけており、ボースのベルリンからのイン
ド向けラジオ・プロパガンダに関しても、それが効果を及ぼすために必要な、
ボースが「自由インド政府主席として語るという前提が欠けていた」65)、と見
ている。しかし彼は、ボースの、ラジオプロパガンダを含むベルリンでの活動
が、ガーンディーと「インドを立ち去れ」運動に及ぼした影響には触れていな
い。「インドを立ち去れ」運動自体は数週間後に鎮圧されたが、この後インド
国内と国外の独立運動相互の間に初めて、同じ目標に向かって闘っているとい
う一体感が生まれ、この一体感こそ最終的にインド独立を達成した牽引力だっ
たことは否定できないであろう。1945 年 11 月のデリーのレッドフォートで本
来反逆者として裁かれるはずであったインド国民軍兵士の裁判が、「インド国
民軍将兵はインド独立のために闘った愛国者であり、即時釈放さるべき」とし
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た会議派の決議を通して、イギリスの植民地支配断罪の裁判に変質していった
ことは、このことを物語っていよう。この意味で、ボースのベルリンでの二年
間は、単にこの後の彼の「東南アジアで自由インド臨時政府主席として過ごし
た二年間のリハーサル」（ペリンカ）66)というだけにとどまらず、内外のイン
ド独立運動が大戦終了後最終的に一つにまとまり、その流れを大きく変えてい
くきっかけを作ったのである。

付録
ドイツ提案の自由インド声明草案（部分訳）
 ドイツ、イタリア、日本の三国はやむなく防衛を余儀なくされたこの戦いに
おいて、これまで他国民を征服し搾取することによってほしいまま世界支配を
続けてきた諸国家にたいし戦いを遂行しつつある。ドイツ、イタリア、日本の
三国のこの戦いは高い倫理的目標に寄与する。というのも、これら三国は英帝
国主義に蹂躙された全ての諸国民の自由のためにも戦いを押し進めているから
だ。これら諸国民が再びイギリスのくびきから解き放たれ、自由に自らの必要
に基づく政治経済的使命を担う状況に立ち戻るのを目撃することこそ、三国が
心から願うところである。
英支配の下かくも長く、かくも無慈悲に苦しめられた諸国民の中でもとりわ
けその名を挙げられるのは、その偉大な過去において人類にかくも実り豊かな
文化の恩恵を分かち与えたところの、古代文明を有するインド国民である。
 インド国民のために自由の扉を開けるべく尽力する中、ドイツ、イタリア、
日本の三国が加えた武力攻撃により大英帝国の土台がようやく揺らぎ始めたと
いうこの歴史的瞬間において、これら三国政府はここに厳かに次のように宣言
する。三国はインド国民の独立と民族自決の不可侵の権利を承認する。インド
人のためのインドを! と。
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ているからだ」またネールーは、同じ会議派内のインド独立運動の仲間であったボース
が目的達成のためファシズムと手を結んだことについても、こう批判している。「私は
ボース氏の誠意を疑うものではない。彼はある結論に達したが、私はそれが誤りだと思
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