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バングラデシュの独立に寄り添う（1971 年 8 月）特集号：人道主義と国際政治 

目次 

 

はじめに 

 

１．日本ベンガル友の会（奈良毅） 

・手記：鈴木孝昌『私が遭遇したバングラデッシュの夜明け（その１）』 

・復刻：奈良毅『東パキスタン問題についての訴え』（サルボダヤ 1971 年 6 月号） 

・復刻：日本ベンガル友の会編『東パキスタン問題資料集その一』(1971 年 7 月) 

・アッピール 

・中村平治『東パキスタン問題の歴史的背景について』 

・奈良毅『バングラ・デシュ国際会議（1971 年 9 月、ニューデリー）』に参加して』 

（日本ベンガル友の会会誌 No.2） 

 

２．日印サルボダヤ交友会（岡本光司） 

・寄稿：上田恵介『岡本光司先生ご夫妻－日印サルボダヤ交友会青年部での思い出』 

・寄稿：渡辺 博『「融和」と「友和」による平和を願う』 

・記事：『秘密使節が東京で語る』（1971 年 8 月 23 日 毎日新聞夕刊） 

・写真： 秘密使節の来日（於ホテルニューオータニ） 

・復刻：ナラヤン『世界はパキスタンの残虐をなぜ黙過するのか』（『サルボダヤ』8 月号） 

・復刻：松谷被鐙『パキスタンの難民キャンプを訪ねて』（サルボダヤ 8 月号） 

・復刻：松戸行雄『力』を越えて『力』の連鎖を断て』（サルボダヤ 9 月号） 

・復刻：バングラ・デシュ仏教会『パキスタン軍の仏教徒弾圧を告発する』（サルボダヤ 10 月号） 

 

３．アジア経済研究所（桐生稔） 

・寄稿：桐生稔『独立前後のバングラデシュ －歓喜と懸念－（その２）』 

・復刻：桐生稔『世界の孤児 東パキスタンの悲劇』（毎日グラフ 1971 年 8 月 15 号） 

 

４．論考 

・太田『ニクソン・キッシンジャーのパキスタン傾斜政策（前編）』 

  

５．グラビア・新聞記事選集 

・1971 年 6 月 1 日号  『フォト』 

・1971 年 8 月 15 日号 毎日グラフ特集『生きる！ 『―死のパキスタンをのがれて－』 

・1971 年 8 月 10 日 読売『ソ連・インドが”不可侵条約” 三極アジア急進展』 

・1971 年 8 月 10 日 日経『ソ連の対角線外交 米中ラインに対応』 

・1971 年 8 月 12 日 読売『ウズ巻く三極外交 インド亜大陸の宿命』 

・1971 年 8 月 17 日 毎日『なぞ多いラーマン裁判』 
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■２）岡本光司先生ご夫妻－日印サルボダヤ交友会青年部での思い出 

当時の日印サルボダヤ交友会青年部員 上田惠介 

（現、循環器病科医師） 

 

５０年も前の話になります。東大紛争に端を発した学生運動が終わり、現実との妥協の仕方を探していたころで、そのこ

ろ知り合っていた古屋君につれられて神田の岡本先生„ご本人は先生と呼ばれることを嫌がり、私達はおじさんと呼んで

いました‟を訪ねたことに始まります。日本山妙法寺のことは、それ以前から大山上人や利根川上人を知っていたことから、

違和感はなかったように思います。 

 

岡本先生ご夫妻は、涙ぐましいほど日本山妙法寺の山主藤井日達師„私達は日本山の慣習で「猊下」とお呼びしてい

ました‟に帰依していました。国内外を問わず、いろいろな人達„インド人留学生はもとよりポーランドやアメリカインディアン

の若者などなど‟と文字通り親身に接し、面倒をみていました、が、ご夫妻自身のことは何も話しませんでした。というか、聞

く機会がなかったのかもしれません。一度お二人で経営していた塾„しのぶ塾‟の子供たちと一緒に映画を見に行ったこと

があります。特攻隊の戦闘機が兵士の実名と共に次々に飛び立つ場面で、その中に知った名前があったのでしょう、名前

を呼び、涙を流していました。岡本先生が感情をあらわにしたのは、その一回だけです。学徒出陣そして敗戦後の、文字通り

身の置き所のない状況で日達猊下に遭遇し、命を取り戻したのだろうと思います。奥様„私達は塾の慣習で、おばさん、と

呼んでいました‟は、若いころ顔面神経麻痺になり、軽い発語障害がありました。日本山との接点については聞きそびれま

したが、御病気と関係があったかもしれません。 

 

ご夫婦で近所の落ちこぼれの小学生を集めて勉強を教える塾„しのぶ塾‟を始めたのは、日達猊下の御示唆があったよ

うに記憶しています。岡本先生は授業中、そばで聞いていてもドキドキするくらい生徒達を本気で𠮟りつけ、平気で叩いた

りしていました。勉強„学校の授業の復習が主でした‟ができなくて叱るのではなく、授業態度を叱っていました。でも、子供

達のなかで塾をやめた子供はひとりもいませんでした。子供たちとその父母の信頼が厚かったためだろうと思っています。

一度、この２０人定員の塾のことが朝日新聞にのり、親からの入塾希望が殺到したことがありましたが、いわゆる学習塾で

はないからと一生懸命断っていました。 

 

もう一つ、先生ご夫妻のことで忘れられないことがあります。塾がそのままご夫妻の家で、教室はお二人の食堂、居間、

寝室でした。他に小さな仏間と台所がありました。教室はしばしばサルボダヤの事務所や集会場になり、塾の時間帯以外

は、日曜も含めて誰かが出入りしており、ご夫妻の私生活は全くなかったように思っています。人が来ると必ず、手作りのミ

ルクティーとカレーを出してもてなしていました。思えば、日本山妙法寺の道場そのものでした。そんなことから、私達青年

部の者は、岡本先生のその時々の方針や提案は日達猊下の思いをそのまま代弁しているものと思っており、意見は述べま

したが反対することはほとんどなかったように覚えています。 

 

一度だけ強く反対したことがあります。スリランカに岡本先生と有志の寄進で仏舎利塔が完成したとき、岡本先生は参

拝者を募ってツアーを組み„私の母も参加しました‟、後で思えば下見のつもりだったのでしょうか、ご夫妻でスリランカに出

掛けました。現地では行徳上人にお会いできたそうで、上人の元気な写真が私の手元に残っています。スリランカから帰っ

てしばらくして突然、しのぶ塾をたたんでスリランカに移住する、と宣言された時です。先生の宣言のおおもとが、日達猊下

の遷化にあったのか、バングラディッシュ支援以来の外部団体との接触が日本山の思惑をこえているという不協和音にあ

ったのか、記憶があいまいですが、私達にとって青天の霹靂でした。スリランカ移住には強く反対しましたが、駄目でした。

ご夫妻は１年後帰国しましたが、神田にはもどりませんでした。お二人で、奥様の実家がある沼津に引き籠ったまま、先生は

間もなく肺癌でお亡くなりになりました。その１年余後奥様も亡くなり、お二人は、好きだった日本山熱海道場の墓地に葬ら

れています。その間何度か沼津を訪れましたが、スリランカでなにがあったのかは聞き及んでいません。 

 

当時の真剣だった情景を思い浮かべて懐かしくなるのはなぜでしょうか。そういえば、熱海も 10 年近く訪れていません。

また出かけたくなりました。 
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■「融和」と「友和」による平和を願う 

渡辺 博 (元 日印サルボダヤ交友会青年部) 

 

 動物としての人間は暴力的であるが、精神としての人間は非暴力的である。だからこそ予言 

者や権化たちは、心理・調和・友愛・公正等の教えを授けたのだった。［『抵抗するな・屈服 

するな〈ガンディー語録〉』クリパラーニ編、古賀勝郎訳 朝日新聞社刊より］  

 

日本バングラデッシュ修好 50 周年にあたり、「日印サルボダヤ交友会」青年部が少しく関りがありました

ので、当時の機関誌「サルボダヤ」の関連記事をもとにしてお話をさせて頂きます。 

 

「サルボダヤ」とは「すべてのものが平等に興隆する」という意味ですが、インド独立の父といわれるマハ

トマ・ガンディーが慈悲と勇者の非暴力によって平和社会を建設する合言葉として使われました。神田にあ

ったサルボダヤ交友会の機関誌「サルボダヤ」の編集局には非暴力に関心を抱く若者達が出入りをしてい

ました。多くは大学生でしたが社会人もいました。当時、私は三鷹にあるアジア・アフリカ語学院でヒンディ

ー語を学んでいたのですが、講師の一人がインド・サルボダヤの留学生だったこともあり、彼に誘われて編

集局に足を向けるようになったのです。ここに集まってくる若者は、全学連や部落解放運動、そしてある学生

は身障者の福祉活動をしている学生もいました。中にはヨーロッパ・アジアを旅してインドで非暴力に惹か

れた学生もいました。立場を異にしながらも非暴力が自分たちの活動に活かせないか模索していたので

す。 

 

71 年 6 月号のサルボダヤ誌にガンディー研究所のスガタ・ダスグプタ氏が東西パキスタンの現状につ

いて寄稿されました。ヒンドゥー教徒、ムスリム教徒の双方から愛されたシェイク・ムジブル・ラーマン総裁率

いるアワミ連盟は、前年 12 月の総選挙で東パキスタン州民の 99％の投票を獲得しパキスタン議会の

55％の議席を占めたにも関わらず、27％の議席を獲得した人民党首のブットと軍部タカ派の抵抗によって

正当な民主主義の機会を奪われてしまった。ラーマン総裁は「非暴力・税金不払いの市民的不服従運動」

を全国に呼びかけ、すべての民衆より圧倒的支持を得たのだった。対してパキスタン大統領ヤヒア・ハーン

は東パキスタン民衆に無差別の攻撃をした。その凄惨さは壮絶を極めるものだった。一日に 2 万人の生命

が奪われ、婦女暴行が横行し子供や東パキスタンのエリート層たちが銃剣の餌食になり窮地に陥ったベン

ガル人たちは自国を《バングラデッシュ》と呼称して独立運動が始まったことを説明して、全世界は史上未

曾有の民族大虐殺を単なる内政問題として傍観せずに、この独立運動を支援してくれることを訴えた。 

この寄稿文を発端にして「サルボダヤ」誌は相次いでバングラデッシュ難民問題を取り上げることとなっ

たのです。1971 年 6 月 18 日、市ヶ谷・私学会館でガンディー平和連盟と日印サルボダヤ交友会との共

催で、インド・サルボダヤ運動の指導者 J・P ナラヤン氏の講演会が開かれ、私は収録のため出席しました。

そこでナラヤン氏は 3 月以来東パキスタン民衆に対して行われている西パキスタン軍部の弾圧・虐殺行為

の凶暴性とそれを黙過する大国のエゴイズムを告発したのです。そして現在インドに避難している 600 万

人余りの東パキスタン難民の窮状と彼らに対する人道的見地に立った援助を訴えられたのです。当日は日

印サルボダヤ交友会の藤井日達猊下、野々宮初枝副会長など交友会関係者のほか、元駐印大使那須晧

氏、ガンディー平和連盟中山理々氏、日印協会高岡大輔氏、立正大学教授久保田正文氏等 150 名が出

席された。 
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「日本ベンガル友の会」 世話人の奈良毅東京外大助教授も「サルボダヤ」誌に寄稿して、惨状を訴え

られています。昨年は 11 月の台風で約 50 万人の人命を失い、今年は 3 月以来西パキスタン軍による大

量虐殺で約 100 万人が犠牲になったというのです。続けて同氏は人道主義の立場から世界の人々に救援

活動を始めるよう訴えました。藤井日達猊下もその後、難民キャンプを視察して非暴力による平和社会の建

設を説いたのでした。 

 

これらの悲惨な訴えのもとに日印サルボダヤ交友会の青年会員達も何か行動を起こそうと当時東大生

だった古屋寛泰会員の呼びかけで同会に青年部を発足させることになったのです。15 名ほどが賛同し、後

に中・高生も含めて 30 名ほどになりました。8 月 21 日夜、岡本光司サルボダヤ編集長と東大生だった上

田恵介・千葉大生の松戸行雄両青年部員がホテル・ニューオータニに滞在中のバングラデッシュ秘密使

節団にインタビューを試みました。彼らは国会議員のアフマッド氏とベンガル仏教界のジョーテ・パーラー

長老でした。どのような経緯でインタビューの機会を得たのか、そして会話の内容についても今となっては

知る由もないのですが、二人の名前は彼らの要請で本来は隠さねばならぬのであるが 23 日付の毎日新

聞の夕刊に、彼らに関する記事が氏名と共に写真までもが掲載されていたので驚いたと松戸さんが機関

誌で語っている。彼らの目的は日本政府にバングラデッシュを承認してもらうことだったが、同時にインドに

逃れている難民問題に触れ、インドを通して効果的に援助してくれるように訴えたのです。上田さんが当時

の事をかすかな記憶を頼りにこう伝えてきました。二人の使節は「他国、特に欧州では左翼グループが多く

支援してくれているのに、なぜ日本では保守・右翼系が支援し、左翼系が無視しているのか？」と私たちに

尋ねました。彼らの話ぶりからは、おそらくインド大使館からの情報を基に、自民党、海外青年協力隊などの

団体要人と接触した後、私達に会ったのだろうと思った。私達は「利権が絡んでいるかもしれない」と答え、

まず「私達は街頭宣伝と募金を行い、インド大使館経由で支援するだろう、そして場合によっては 3 月中を

目処に非暴力義勇隊の派遣もありうる」と答えたように記憶している。実際はその後の内輪での話し合い

だったのかもしれない。会見の結果は岡本さんと松戸さんがインド大使館に報告に行ったようです。 

 

10月には、青年部の例会で東パキスタン難民救済募金活動の提案があり、全員の了承のもと都内の主

要駅や繁華街で募金活動が始まった。バングラデッシュ難民に愛の手を！1,000 万人もの人々が着の身着

のままでインドに逃れ、コレラと栄養失調に苦しめられている窮状を訴え、インド政府が一日に 10 数億円を

費やして彼らの救済にあたっていることを道行く人達に訴えました。この街頭募金活動は12月の印パ戦争

が勃発するまで続けられました。配ったアピール文は11月29日付の「読売新聞」朝刊に掲載され、この記

事を読んだ読者から 2 万円の寄付があったことを付け加えさせて頂く。また、この活動によって他の団体と

の接点が出来たことと、少なからず世論を喚起できたことは大きな収穫でした。 

 

1971年 12月 16日バングラデッシュは独立しました。私達サルボダヤ青年部は 12月 19日に中村平

治東京外大助教授を囲んで学習会を行ったのですが、そこに右翼民族派の学生も出席しました。彼らもま

たベンガル友の会の奈良先生や代議士の西村関一先生など実際に現地を訪れた方々を呼んで講演会を

開くなどバングラデッシュの独立支援と難民救済運動を行っていたのです。エスペラントグループの方も 2

名出席していました。72 年 4 月の定例会で交友会の理事でもある坂本徳松愛知大教授は今回の印パ戦

争は本当にバングラデッシュの解放闘争だったのかという質問に対して、背後に見え隠れする大国の思惑

が絡んでいることは否定できないと仰っていました。そしてガンディーだったらこういった大国に依存するや

り方はしなかったであろうと言われた言葉が耳に残りました。力の原理で成し遂げた独立はいつか再び同

じような争いが生じる。今またミャンマーで同じような事が起きています。民主主義を否定した武力弾圧です。  
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ガンディーは宗教の「融和」と民族の「融合」を説きインドを独立に導きましたが、日本が戦後の混乱期を経

て今日の繁栄を築き上げたのは、このことが大きく関係しているように思われてなりません。 

  

 私達、青年部を率いていたのが他ならぬ「サルボダヤ」編集長の岡本光司氏でした。神田神保町の住ま

いを兼ねた編集局でしたが夕方からは小中学生を相手に学習塾を開いていました。塾生や近所の人達か

ら『おじさん、おばさん』と親しく呼ばれていました。塾生は木製の脚立に長板を渡した机の前に座り、宮沢

賢治の「雨ニモマケズ」を全員で朗読してから授業が始まります。まさに現代の寺子屋といった風景です。

平成 2 年 7 月に「忍塾」の 40 周年を祝う会が麹町の東条会館でありました。朝日新聞が取材にきて 150

名の卒業生が集まったことに驚いていました。岡本おじさんは日本山妙法寺の熱心な信者でしたが、宗派

を越えた人間関係は多彩でした。キリスト教の平和運動家や学者、それにヒッピー、はたまた右翼民族派の

学生まで訪れるのです。ガンディー記念財団をつくった現代インド史の生き証人カカサーブ博士も 2 度に

渡り同氏の自宅を訪れていました。また、ガンディーの孫スミットラー家の子供 3 人を自費でインドから招く

など幅広く交流を深めていたのです。 

 晩年子供のいなかった夫妻は全財産と塾生有志の寄付でスリランカのモラッツワに仏舎利塔を建てら

れました。落慶式には大統領や教育相などの要人も祝福に訪れたそうです。余生を当地で終えるつもりで

したが、おじさんは病を得、94 年におばさんと二人で帰国したのですが間もなくおじさんは肺がんの為静岡

県沼津の病院で仲の良かった日本山の僧尼と青年部のメンバーだった行徳上人のお太鼓に送られて静

かに息をひきとったのでした。亡くなる 3 日前に奇しくもインド、ニューデリーのサルボダヤ運動の本部カカ

サーブトラストは第一回の「カカサーブ賞」に岡本おじさんを選んだのです。岡本さんの生涯は妻一枝さん

の口述で朝日新聞福田記者によって冊子にまとめられました。市井にあって平和を祈念し、且つ子供の教

育に捧げた一生でした。「忍塾」の謂れを直接は聞いたことはありませんが頂いた年賀状に法華経の忍辱

„にんにく‟という言葉が添えられていました。相手の間違いを非難すると同時に己の過ちをも厳しく諫める

言葉です。まさにガンディーが教えた言葉ともいえましょう。 
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■『独立前後のバングラデシュ －歓喜と懸念－（その２）』 

 ―ジャラールさんとの出会いと小さな運動― 

元大阪産業大学経済学部教授 

アジア経済研究所 名誉研究員                                                    

会員 桐生 稔 

 

［編集部註］桐生稔会員は、1968～70 年、アジア経済研究所の初代駐在員としてダッカ・コミラに研究留学した。1970

年 8 月に帰国後も、引続き東パキスタン情勢をフォローした。 

 

私は当時アジア経済研究所„通称アジ研‟にあって、動向分析部に所属し、主として現地からの新聞や日本・米・欧の主

要紙の関連記事を選択・整理して、担当国の政治経済状況を分析していた。当時のビルマ„現ミャンマー‟とパキスタン„主

として東パ‟が私の担当国であった。 

ビルマは 1962 年の軍事クーデターで樹立した軍政„革命評議会‟が、厳しい鎖国と国家統制政策を続けており、新聞

でさえ手に入れるのが難しかった。私の研究関心がバングラデシュに向かった一つの理由である。さらにバングラデシュ人

で、Pakistan Observer„後に Bangladesh Observer‟という日刊紙の特派員で日本に居られたジャラールさん„Jalal 

Ahmad‟の知己を得た。私がダッカ大学にアジ研 派遣員として赴任する際にベンガル語の個人教師をしていただいた。

帰国後も東パ情勢などについて意見交換したり、旧交を温めていた。 

バングラデシュの臨時政府ができた際、ジャラールさんは、電話で興奮した声で「独立が現実のものとなるよう日本で何

ができるか、一緒に考えてくれませんか」というお願いを受けた。彼は私以外にも、多くの日本の友人がいた。後に「バング

ラデシュ協会」へと発展する「日本ベンガル友の会」は、東京外大の奈良毅先生等が中心となって発足した。この会の発

足においてもジャラールさんは大きく関与していたようだ。 

しかし、彼は、「こうした文化交流や協力を主眼とする組織ではなく、実際に今、独立のために戦っているバングラデシュ

臨時政府のために日本でできることをやりたい」と述べていた。そこでジャラールさんと私は、バングラデシュの独立運動を

支援する組織を立ち上げ、日本の政治家やアジアに影響力持つ人士に“バングラ独立の意味”を説明する活動を進める

こととした„71 年 6 月頃‟。 同じような運動や組織は、日本でもいろいろ設立されていたが、当時活動していた他の組織

と連携する話や動きはなかったと記憶している。 

組織名を「Japan Bangladesh Solidarity Front:： 日本バングラデシュ連帯戦線」として、表向きの具体的活動は、広

報誌を出版„結局第 2 号で閉刊‟してバングラデシュ独立の理解を普及することおよび、協力者やスポンサー探しをするこ

ととした。その頃バングラデシュでは、軍隊の武力行動を恐れて数百万人の難民がインド領へ逃れていた。こうした難民救

済も重要であるが、ジャラールさんは、この組織の活動をしながら秘密裏に、カルカッタにあったバングラデシュ臨時政府

連絡事務所との連絡を頻繁に行っていたようだ。 

在京のパキスタン大使館の目を避けての連絡には、私が当時勤務していたアジ研の住所を使ったことは知っていた。秘

密裏の連絡であったからその内容については、ジャラールさんは詳細に説明しなかった。 

しかし、独立後、ジャラールさんが帰国して、外務省勤務になっていた頃、ダッカのご自宅で面談、その際「あの時の連絡

は、臨時政府大統領代行のノズルル・イスラムご自身とのやりとりだった」と説明して、一部を見せてくれたが、内容はそれ

ほど重要なものとは思えなかった。文章の裏に何か隠されていたのかは、知る由もない。私たちのこの活動は、1971年11

月からの印パ戦争によるインド軍の東パ進撃で、ジャラールさんとの意見が合わなかったりしたが、数か月後に独立が現

実のものとなって、私たちの小さな運動は終了した。 

彼と議論の対象となったのは、「インドの武力で独立することによる」弊害についてであった。私はインドの政治的影響力

が、独立後のバングラデシュにもたらす諸問題が発生することを懸念し、将来、負の遺産になることを心配した。しかしジャ

ラールさんは「多少の負の遺産が残されても、独立できたことは何にもまして価値あることであり、恥じる＾こともない」と主

張していた。彼の意見が正しかったことは、確かに後のバングラデシュ建設の過程で証明され、私の心配は杞憂に過ぎな

かった。こうして私が関与したバングラデシュ独立に関わる「小さな運動」は、短期間で幕を閉じ、再び隣国ビルマの研究に

専念することとなった。 
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■ニクソン・キッシンジャーのパキスタン傾斜政策（前編） 

理事 太田清和 

 

まえがき 

ニクソンとキッシンジャーは、東西関係と戦略論に造詣が深かったが、各地域情勢や各国事情への関心は薄かった。 

1971 年の米国の亜大陸政策は、亜大陸についての、①ニクソンの偏見と、②キッシンジャーの無理解、③両者の『China 

Initiative„中国イニシャチブ‟』の思い入れから織りなされた。ホワイトハウスが、国務省など行政府、議会とはほとんど調

整のないまま、独自に政策を進め、政府内から不満を招き、ベトナム戦争と同様に、プレスへの機密漏洩を招いた。 

   

１．ニクソンの偏見 

„１‟ニクソンの印パ観 

 ニクソンは『赤狩り』で共和党内の名を上げ、1953 年、40 歳にして副大統領に就任した。東西冷戦の色濃い同年、副

大統領として印パを初訪問した経験が、ニクソンの頭にこびりつき、生涯離れることがなかった。 

印のネルーは植民地主義と資本主義を批判し、西側陣営に加わらず、第三世界を唱道し、非同盟外交の道を歩んでいた。

国内政策は、社会主義、計画経済、公共企業育成、民間企業規制、国産化政策などの路線。ニクソンは、民主党の『印は

世界最大の民主主義国』との考え方に与しなかった。ニクソンの印嫌いは広く知られ、長年にわたるものであった。 

ニクソンにとり、印の雰囲気は息苦しかったが、パキスタンに来ると、自由の空気が吸えると感じた。 

パキスタンは、西側陣営にとって、SEATO(54年)とCENTO(55年)の結節する南アジアの戦略的要衝であった。例えば、

1960年5月1日、米空軍U-2型偵察機がスベルドロフスク州„当時‟で撃墜されたが、同機は、ペシャワール基地を離陸、

ソ連上空をノルウェーのボード基地まで約 5000km にわたり成層圏で偵察飛行中であった。なお同撃墜事件により、5 月

16 日パリでの米ソ英中首脳会談は不調に終わり、6 月のアイゼンハワー大統領の訪ソも流れた。このため、奇縁にもニク

ソンは 72 年 5 月、米大統領として初めてのソ連訪問を行うこととなった。 

 パキスタンは、経済がゼロスタートであり、外国から資本や技術の導入に熱心であり、国営企業を育成した後に民間に払

い下げをしていた。ニクソンには開放的に感じられた。 

„２‟ウマが合う・合わない 

53 年、ニクソンは、バラモン階級の出自で英国のケンブリッジ大学卒のネルーに苦手意識を覚えた。エリート意識が強く、

ツンとした風采で、説教調で語り続けるネルーが好きになれなかった。ネルーの娘インディラが会談に同席し、会談のやりと

りに熱心に耳を傾けていた。またインディラはホステス役を務め、ニクソン副大統領夫妻の滞在中、心を込めて上品にもて

なした 

 ニクソンが首相に就任したインディラ・ガンディーを相手にしてみると、父ネルーの資質をそのまま引き継いでいることが

分った。但し、父ほどの善良さはなく、冷徹な計算をする相手であった。会談の最中、ガンディーが、ヒンディー語で側近と

やりとりしたことがあった。ガンディーが「この男とあとどれ位、話の相手をしなくてはいけないのか？」と聞いていたのであ

る。会談後、これを知ったニクソンは激怒した。ガンディーの方はガンディーで、ニクソンはクセのある男だと不快なエピソー

ドを聞かされていたので、寛いで会話をすることが出来ず、時に黙り込んでしまうこともあった。ニクソンとガンディーは、ウ

マが合わなかったのである。以降、ニクソンはガンディーを『Bitch』と蔑称で呼んだ。 

 ニクソンは、ヤヒアとはウマが合った。ヤヒアは、軍人らしく、率直で飾らない人柄だった。表裏というものがない、陽気な

ナイスガイだった。ニクソンは、気を許すことが出来た。  

 

２．中国イニシャチブとヤヒア 

„１‟米ソ英は、亜大陸に死活的利害はなかった。米ソにとっては何よりも東西関係が重要であり、またソ連は中国がソ連主

導の東側社会主義体制に挑戦するので苛立っていた。亜大陸では、米ソ両国とも印パの宿命の対決に巻き込まれないよ

う、深入りを避け、注意深く対応していた。米国は 65 年の第二次印パ戦争以降、両国への軍事支援を停止した。ソ連は、

第二次印パ戦争を終結したタシケント合意後、印パ等視政策を取った。印は人口、経済力などパキスタンを遙かに凌駕し

ていたので、米国は経済援助、ソ連は軍事援助で印パの微妙なバランスに配慮した。旧宗主国英国に至っては、71 年末

までにスエズ以東より撤兵するとし、71 年 6 月に EC 加盟に実質的に合意し、亜大陸から立ち去っていくかのようであっ
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た。 

„２‟ニクソン・キッシンジャーは、『中国イニシャチブ„新たな超大国として中国の活用‟』を通じて、東西関係を優位に進め、

ベトナム戦争の泥沼からの脱却をめざした。各地域と各国にはそれなりの事情と論理があることには目を向けなかった。超

大国のパワーゲームで世界を仕切ることが出来る、各地域各国問題はリンキージ戦略で片付けることが出来ると考えた。 

„３‟ニクソンは、69年夏に世界一周の旅をした。南太平洋で、月から帰還したアポロ 11号の宇宙飛行士を迎え、グアム島

で『グアム・ドクトリン„ニクソン・ドクトリン‟』」を発表した。訪問先には印パが含まれていた。ニクソンはヤヒアに、対中関係

改善の希望を述べ、北京への取り次ぎを依頼した。これに対し、ヤヒアは武器供与を求めた。70年 10月、ヤヒアが訪米、ニ

クソンとの間で米中橋渡しに向けて具体的な形で協議した。ニクソンは、一回限りの特例として対パ武器供与„50 百万ド

ル:戦闘機・装甲車両‟を約束した。ヤヒアとしても、翌 11 月訪中で周恩来との間で米中パによる対印包囲網を築くことを

めざした。 

„４‟米中のやり取りは外交ルートを経ず、ヤヒアを通じて極秘裏に進められた。12 月初め、周恩来からヤヒアを通じて、「台

湾問題の討議のため大統領特使の北京訪問を歓迎する」とのメッセージが届いた。ニクソンとキッシンジャーは、直ちに北

京訪問の提案に応じるとの返書を出した。71 年 4 月末、周恩来からヤヒアを通じて「直接交渉のため、大統領訪問も視野

に入れ、大統領特使の北京訪問を歓迎する。訪問の手順などについては、ヤヒアの好意により手はずが整えられよう。」と

のメッセージが届いた。5 月、ニクソンより「北京の提案に応じキッシンジャーを特使として秘密訪問させる。北京訪問の手

はずは、ヤヒアの好意を煩わして行う」と返書が出され、キッシンジャーの関心は極秘訪中、そして対ソ SALT 交渉に向い

ていった。 

 

３．亜大陸情勢をめぐる米国政府内の意見対立 

„１‟71 年が明けると東パ危機が深刻な局面を迎えた。3 月 6 日 NSG/SRG„上級検討グループ‟会合で、「これはパキス

タンの内政問題ではあるも、米国としてヤヒアに対し、武力行使しないよう自制を求めるべきではないか」と意見がまとまり

かけたところで、議長のキッッシンジャーが、「大統領は、ヤヒアの気に障るようなことは、一切したくない」意向であると述べ、

議論を封じた。NSG/SRG 出席者一同は、このキッシンジャー発言に驚いた。 

„２‟3 月 26 日、武力弾圧直後、NSC/WASG(ワシントン特別行動グループ)会合が開催された。これだけの事態となれば、

米国政府として何らかの声明を出すのが通例である。同会合で、米国の政府声明を出す方向に議論が進むと、議長キッシ

ンジャーは、①「大統領は動きたくない。パキスタンを分裂させたと非難される立場に身を置きたくない。積極策を好まない」

と言い切った。②「これはヤヒアに警告を与えないことを意味しよう」と付言もした。この発言に一同は耳を疑った。結局、声

明は発出されなかった。 

„３‟案の上、ヤヒア/国軍が東パ住民を武力弾圧した残虐振りが報じられると、米国国民の間に激しい憤激の声があがっ

た。特に米国がパキスタンに供与した M-24 戦車と F-86 戦闘機が、東パ住民の虐殺に使用されたことが、米国国民の道

義的な呵責をかき立てた。4 月初め、国務省は対パ武器供与の輸出許可証の発給を停止した。 

4 月 6 日、ダッカ米総領事館よりは、パ政府が民主主義を否認し、住民虐殺を行っているのに、米国政府が静観しているこ

とに異議を申し立てるとの連名で署名の電報が接到した。 

„４‟4 月９日の NSC/C„委員会‟で、「ヤヒアと東パのムジブルとの政治対話が必要でないか」との指摘が出ると、キッシン

ジャーがこれを制止し、「大統領はパキスタンに特別な思いを持っており、この件は大統領に確かめて進めて欲しい意向で

ある」と述べた。キッシンジャーがニクソンとヤヒアの名を挙げ、NSC の議論を制すのは 3 度目となった。„５‟4 月 19 日の

NSG/SRG 会合は激しいやり取りとなった。キッシンジャーが国務省に対し、「対パ武器供与をホワイトハウスと協議を行う

ことなく停止した」と厳しく批判した。国務省が、「このまま対パ武器供与を続けていると、議会との間でやっかいなことにな

り、とても手に負えない」と反論したが、キッシンジャーは聞き入れず、「武器供与中止は、大統領の政策とは真逆である。

大統領はヤヒアとの対決を望んでおらず、武器供与を中止するのであれば、大統領と良く相談すべきである。」と続けた。    

以降、東パ問題をめぐりNSC会合は開催されず、ホワイトハウスと国務省など行政府との間で政策調整が行われることは

なかった。 

 

４．ニクソン・キッシンジャーのパキスタン傾斜政策„The Tilt toward Pakistan‟ 

„１‟ニクソン・キッシンジャーにとって、ヤヒアは米中をつなぐ大切なパイプである。NSC で東パ問題を取上げると、ヤヒアと

いうパイプを失いかねない議論が出るばかりであった。キッシンジャーは、NSC での亜大陸の政策協議に見切りをつけた
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ようであった。 

他方、NSC 関係者„国務省、国防総省、CIA など‟は、中国イニシャチブについては、一切承知していない。印パ両国への

武器禁輸の例外として、パキスタンに対する 50 百万ドル武器供与には違和感を覚えた。米国が、武力弾圧について何の

メッセージも発しないのは不自然である。パキスタン国軍が米国の武器で住民を虐殺しているのに、さらに武器を供与する

のは、国内政治的に到底説明出来なかった。 

„２‟ホワイトハウスは二重の政策を取っていく。 

第一に、人道的見地から、大量流入した東パ難民に対しては巨額の難民支援を行い、難民の悲惨な状況に同情を寄せる

議会、国内世論に応えていく。米国の難民支援学額は、全世界が拠出する難民支援額の過半を超えた。 

第二に、米中対話の実現に向けて、印に対し東パ問題を軍事的解決しないよう自制を求め、米中対話に向けて橋渡しをし

ているヤヒア政権を護り抜こうとした。 

5 月 28 日、ニクソンは印パ首脳に親書を発出した。 

ガンディーに対しては、①難民援助で巨額の支援をしている、②パキスタンには、東パ問題の政治的解決を図るよう働きか

けている、③戦争にならぬよう自制を求めるとの親書を送付した。 

ヤヒアに対しては、①東パ事態の平和的収拾に同意する、②東パ人の難民支援を進めている、③印には軍事行動への自

制を求めているとの親書を送付した。 

„３‟ニクソンはこの外にもヤヒアとの間で親書のやりとりを重ねている。ニクソンの親書には、ヤヒアの気分を損なうことの

ないよう、大変な気遣いが示されている。批判がましい言辞は一切無く、ヤヒアの立場に理解を示し、寄り添い、温かい言

葉で励ましている。例えば、 

・3月25日の武力弾圧に関しては、「困難な事態に直面し、難しい決断を下さなくてはならなかった苦悩を理解する」„5月

7 日付け‟ 

・「6 月 21 日のパリ援助国会合における誤解は遺憾であり、貴国が持たれた懸念は理解出来る。過日の会合は非公式の

ものであり、何の合意もされていない。正式な会合がパキスタンの出席の下開催されるのを期待している。」„7 月 1 日付

け‟ 

・6月 28日の民政移管演説に関しては「立憲政治への復帰と国民の代表者への民政移管に向けてのフレームワークを設

定したと重要な一歩である。」„7 月 1 日付け‟ 

親書を執筆したキッシンジャーの面目が躍如している。 

„４‟71 年初、東パキスタンが実質独立に向かうのは必至とみられた。どういう道筋をたどり、実質独立に行き着くかが分ら

なかった。ヤヒアは国軍/ブットーの意向を踏まえ、武力弾圧で独立の道を絶とうとしたが、大誤算だった。 

 東パの治安は不安定、経済活動は麻痺、税収/外貨収入も激減、外貨は払底し債務不履行、ドナー援助も停止、国際世

論の目は厳しく、完全に八方ふさがりである。ヤヒア/国軍には、この現実を直視させることが先決である。ヤヒア/国軍がこ

の現実を認識して、初めて東パ問題打開への方途の議論をテーブルの上に乗せることが出来る。ニクソン親書は適切なメ

ッセージを届けていたのであろうか？ 

 

☆あとがき パキスタンへの政策傾斜„Tilt toward Pakistan‟ 

7 月 15 日、ニクソン訪中が発表されると、NSC で亜大陸問題を議論していた国務省など関係者は、なぜニクソン・キッシ

ンジャーがヤヒア/パキスタンに傾斜したのか、賛同できないまでも理解はできた。ホワイトハウスは周恩来との直接対話の

チャネルを開いた。実際にもキッシンジャーの 10 月の訪中は直接アレンジすることとなる。亜大陸政策でヤヒアへ気兼ね

する必要はなくなり、『中国イニシャチブ』という人質から解放されたと考えた。 

7 月 30 日、NSC/SRG が開催された。 

キッシンジャーは言った。印が雨季明けに難民問題を口実に、パキスタンに対し戦争を仕掛けようとしている。戦争を防ぎ

パキスタンを護っていくために、東パ難民問題に取組む必要がある。大統領は『パキスタンへの政策傾斜„Tilt toward 

Pakistan‟』を追求している。Tilt という語が NSC で用いられたのは、この日が初めてである。『パキスタンへの政策傾斜

„The Tilt toward Pakistan‟』は終わったのではなくで、続編が続くこととなった。 

 

 

 




