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東南アジアにおけるインド独立運動と日本の対応

―1942年の『転換点』をめぐって―

Japanese Involvement in the Indian Independence Movement in 

Southeast Asia: A Study of the Turning Point of 1942

YAMAGUCHI Mao

山口　真央

Many important events occurred in the Indian independence movement in Southeast Asia in 
1942 before Subhas Chndra Bose came to Asia in 1943.

It is well-known that, in 1942, the Indian Independence League (IIL) was chosen as the political 
organization, and the Indian National Army (INA) decided to work under it. The Indians asked the 
Japanese government to help their movement.

Moreover, many researchers have noted that, after the first INA was dissolved, the movement 
was at a turning point. They have also pointed out that the failure of the movement in 1942 was 
mainly caused by Japanese actions.

However, only a few studies have revealed what the Japanese did for the movement and the 
responses of the Indians.

With this in mind, this study aims to examine the relationship between the movement and 
Japan, from the Bangkok Conference to the collapse of the first INA.

Before the Asia-Pacific War, India held an ambiguous position in the Greater East Asia Co-
Prosperity Sphere. When war broke out, Japan subverted Indian troops from the British Army in 
the Malay Peninsula, and the INA was born. However, Japan did not think seriously about helping 
the Indian independence movement.

The situation didn’t change until the machinations towards India were planned by the Japanese 
War Ministry. According to them, the Iwakuro Kikan and the IIL worked together on intelligence 
activities against India, but Japan denied the initiative of the IIL.

Then, Rash Behari Bose stepped down as leader of the movement. S. C. Bose also used a part 
of the Japanese plots, such as donations from Indians.

The result suggests that re-examining the Japanese involvement in the movement is essential 
for evaluating it after the arrival of S. C. Bose. The movement in late 1942 was not, in fact, a 
complete failure.

Abstract
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1．はじめに

　第二次世界大戦期にインド独立運動において主
流派とされた、インド国民会議派（Indian National 

Congress: 以下、会議派と略記。）の基本的な立場は反
ファシズムであり、日中戦争においても中国を支持
する立場であった1。しかし、第二次世界大戦へのイ
ンドの参戦が一方的にイギリス側によって決められ、
「自由を奪われた人々に自由を回復する」と謳ってい
た大西洋憲章がインドに適用されないことに憤慨した
会議派は、1939年 10月に州政府を総辞職し、1940年
10月には、会議派の領袖モーハンダース・カラムチャ
ンド・ガーンディー（Mohandas Karamchand Gandhi: 

1869-1948）が個人的不服従運動の開始を決定した2。
その後、この運動は大衆化しなかったため、武装闘争
の必要性を主張するスバーシュ・チャンドラ・ボース
（Subhas Chandra Bose: 1897-1945: 以下、S. C. ボースと
略記。）3は、1941年 1月にイギリスの目を逃れて国外
へと脱出し、ドイツから武装闘争によるインドの独立
を試みることになった。
　東南アジア4においても、アジア・太平洋戦争の勃
発を契機にインド系住民や反英運動組織の中からイン
ドの独立を模索する動きが見られた。その東南アジア
のインド独立運動の中で運動の展開に貢献したとみな
されているのが、1941年末に結成されたインド国民
軍（Indian National Army, INA）5と 1943年 5月にドイ
ツからアジアに到来した S. C. ボースである6。インド
国民軍や S. C. ボースをめぐっては、彼らの存在がイ
ンドの独立にどれほどの影響を与えたのか、あるいは、

日本軍の傀儡であったのか否かといった議論がインド
独立運動史上に起こっている7。しかしながら、その
ような議論は東南アジアでどのように運動が展開され
たのか、とりわけ、インド国民軍や S. C. ボースの活
動を支えていたインド独立連盟（Indian Independence 

League, IIL）が運動の組織化などをどのように行って
いたのか、という運動の「実態」が十分に解明されな
いままになされてきたものであった。
　従って、東南アジアにおけるインド独立運動の「実
態」を解明することは、在外のインド人の独立運動が
インド本国の独立運動とどのような関係を持つのか、
という問いに関わるのであるが、東南アジアのインド
独立運動の展開に影響を与えた S. C. ボースがアジア
に到来する契機の一つが下記のような流れの中で生ま
れた、1942年末の「ターニングポイント」であった8。
　1942年 3月の東京会議を経て、同年 6月のバンコ
ク会議ではインド独立運動を推進する政治組織として
インド独立連盟が正式に選ばれ、インド国民軍が同組
織に従属することが決定され、インド独立運動への協
力を公言していた日本政府に対し、具体的な運動への
支援が求められた。しかし、枢軸国を取り巻く戦況が
悪化する中で日本政府は、明確なインド独立運動への
支援を打ち出さなかった。そして 9月にインド国民
軍が正式に編成されたものの、12月には、日本側と
インド人側の対立やインド独立連盟内部の対立によ
り、インド独立連盟の総裁ラース・ビハーリー・ボー
ス（Rash Behari Bose: 1886-1944: 以下、R. B. ボースと
略記。）9は運動をまとめられず、モーハン・スィング
（Mohan Singh: 1909-1989）指揮下の第一次インド国民
軍（First INA）10も崩壊し、S. C. ボースのアジア到来
を前に、運動は一つの大きな「転換点」を迎えた11。
　このような 1942年の第一次インド国民軍崩壊に至
る運動の過程は、ゴーシュ、レブラ、長崎らが既に分
析を行っている。ゴーシュの研究は、日印の運動の関
係者にインタヴューを行って分析を試みている先駆的
研究の一つであるが、彼の研究では運動の展開よりも、
なぜ 1942年の末に運動が崩壊したのかが分析の中心
に置かれている。レブラの研究はゴーシュと比べると、
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日本軍によるインド工作がどのように行われたのかを
インタヴューを基に、詳細に記述しているが、他の一
次史料などとの検証が十分になされていない12。また、
長崎の研究もゴーシュらの研究を引き継ぐ形で、日本
人側の証言や一次史料を取り入れながら、インド国民
軍結成の過程と運動が崩壊した理由をまとめている。
これら代表的な先行研究は、運動の崩壊した主な要

因が日本側の対応にあると指摘しており、特にその責
任は、インド工作を主導した参謀本部や岩畔機関の「無
為無策」にあるとしている13。運動が崩壊に至った理
由の一つには、日本側のインド独立運動に対する姿勢
が挙げられるのであろうが、日本側とインド人側との
運動はどのように連関したのかという問題が十分に検
証されていない。例えば、長崎は「モーハン・シン逮
捕事件や第一次インド国民軍の最終段階における危
機は、S. C. ボースのインド国民軍への道を掃き清め
た」14として、S. C. ボース到来後の運動との関係を論
じているが、バンコク会議で決議された運動の方針に
基づいて、実際に何が行われ、どのように評価された
のかなどを検討することなく、評価を下している。
従って、本稿では、アジア・太平洋戦争勃発前後の

状況を踏まえつつ、バンコク会議から第一次インド国
民軍の崩壊に至るまでの運動の展開にどのように日本
側が関与し、また、それはインド人側が示した運動の
方針や活動とどのように関係したのかを日本とイギリ
スの一次史料を手掛かりに整理し、論じる。日本側の
動きに焦点を当てる理由は、先行研究で指摘されてき
たように、日本は東南アジアにおけるインド独立運動
と不可分に関わっているためであり、日本が具体的に
どのような関与をし、それがインド人やイギリス側か
らどのように評価されたのかという問題が検討されな
い限りは、運動の「実態」を検証することも困難であ
ると考えられるからである。そして、東南アジアのイ
ンド独立運動といった場合には、関係した地域や組織
が多様であり、全てを一律に論じることは不可能なた
めである15。さらに、筆者が修士論文でバンコクと東
南アジアのインド独立運動の関係を分析する中で、日
本のインド施策とインド独立運動との関連を十分検討

できず、日本側の運動への関与についての考察が至ら
なかったためでもある16。
先行研究では主にインタヴューや回顧録17を依拠史

料としていたために、他の一次史料との突合せが十分
に行われてこなかった18が、近年、様々な史料の閲覧
が容易になったため、本稿では先行研究で用いられて
いなかった未公刊文書一次史料も利用した。日本側の
史料では、国立公文書館アジア・歴史資料センター
（Japan Center for Asian Historical Records, JACAR）の一
部の史料19がそれにあたる。その他、防衛省防衛研究
所の未公刊史料や公刊史料として、外務省の外交文書
を利用した20。また、イギリス側の史料として用いた
旧インド省の公安文書一次史料21は、先行研究で見落
とされていた一次史料22を中心としているが、東南ア
ジアのインド独立運動に関わるイギリス側の史料はそ
れらに留まらず、大英図書館、イギリス国立公文書館
が保有する膨大なものであり、本稿で対象とした史料
はその一部にすぎないことを断っておきたい。さら
に、東南アジア各地のアーカイヴスにも関連の史料が
存在している23とされているが、東南アジアではシン
ガポールを除いて、インド独立運動はそれほど認知さ
れておらず、史料の発掘が十分に進んでいないようで
ある24。
　日本占領下の東南アジアで展開されたにもかかわら
ず、インド独立運動が注目されていなかった理由は、
インドの独立を掲げて日本軍に協力するインド系住民
やインド国民軍の姿が「対日協力者」として現地の人々
の目に映ったためであるとされてきた25。しかしなが
ら、東南アジアの政治家たちが S. C. ボースやその他
のインド人活動家と関わっていた26ことなどを考慮す
れば、日本占領期の東南アジアとインド独立運動は決
して無関係とは言えない。従って、本稿の分析を通じ
て、東南アジアのインド独立運動が南アジア研究のみ
ならず、日本占領期の東南アジア研究にも関わる問題
であることを示し、新たな史料の発掘を促していきた
い。
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2．インド人工作からインド工作へ 
　  ―アジア・太平洋戦争開戦から東京会議―

　インド独立運動におけるバンコク会議の重要性は、
インド人の活動が日本軍の「謀略」の範囲を越えて大
衆運動へと変貌を遂げる契機を与えたことだ27とされ
ているが、バンコク会議以前の東南アジアにおけるイ
ンド独立運動と日本との関係はどのような状況にあっ
たのであろうか。
アジア・太平洋戦争開始以前に、日本にとって「大

東亜共栄圏」28の中でのインドの位置づけは曖昧で、
東南アジアのように直接の資源供給地として想定され
てはいなかった29。従って、インドはイギリスの重要
な兵站基地として認識されていても、東南アジアのよ
うに直接的な武力行使の対象とみなされていなかっ
た30。
　日本は南方への武力行使を決定する31前から東南ア
ジアで諜報活動を進めていたが、それは 1940年夏頃
から参謀本部によって、さかんになった32。参謀本部
は南方各地に陸軍の将校たちを派遣して情報収集に
努めていたが、その中には後にインド人工作33を担っ
た、参謀本部第二部第八課の部員、藤原少佐も含まれ
ていた34。彼らの情報収集により、1940年後半には、
日本軍がマレー半島に侵攻した場合に、インド人兵士
と最初に戦うことになると理解されていた35。参謀本
部は、マレー半島のイギリス軍兵士の約半数がインド
人兵士であることを調べ上げ、イギリス軍切り崩しの
際にインド人兵士を寝返らせる必要性に気付き、開
戦 3か月前にインド人工作などを行う諜報機関として
藤原を長とする、F機関（藤原機関）をバンコクに成
立させた36。F機関はマレー半島を進軍する第 25軍に
同行し、その活動には駐タイ陸軍武官であった田村浩
（1894-1962: 以下、田村と略記。）大佐やプリータム・
スィング（Pritam Singh: 1910-1942）のタイのインド
独立連盟37という武力闘争を掲げる反英組織が協力し
た38。F機関の主な役割は、マレー半島でインド兵を
投降させることやインド系住民の宣撫工作などにあっ
たが、1941年 12月末、投降したインド人大尉、モー

ハン・スィングとの合意の上で、日本軍に投降したイ
ンド人兵士を中心にインド国民軍が結成された39。そ
して、インド国民軍はタイのインド独立連盟と差当り
協力関係に置かれ、F機関のインド人工作活動に同行
した40。開戦当初、インドは軍事作戦の対象地域にも
含まれていなかったため、インドの独立達成やインド
の解放に対して日本が協力するということは、藤原や
田村が容認していただけであって、インド人工作を主
導する参謀本部には明確な方針がなく、真剣に捉えら
れていなかった41。
　こうした状況が変化するのは、日独伊間で軍事目標
が定められ、日本の軍事作戦の射程圏内にインドが含
まれた 1942年 1月以降である42。例えば、1月 10日
の連絡会議で決定された ｢情勢ノ進展ニ伴フ當面ノ施
策ニ関スル件｣ の中で、インドについては、英米との
交通遮断と対英協力の拒否、反英運動の積極化を目標
として作戦の進展に伴い、逐次施策を強化するとし
た43。そして、その施策は大本営に一任され、関係各
機関が協力するとした44。さらに、インド独立運動へ
の協力あるいは具体的な関与やインド本土をも諜報活
動などの対象とする、インド工作の計画が打ち出され
ていくのが 2月のシンガポール陥落前後であった。
　2月 7日、藤原の献策を受けて陸軍省で「對印度
謀略案」（以下、「謀略案」と略記。）が策定された45。
この計画は改訂されて「印度施策計画」が作成された
とされている46が、原史料の存在は不明であるため、
本稿では「謀略案」の内容を簡潔にまとめる。
「謀略案」では、日本のインド施策は謀略工作とし
て位置づけられ、政治施策と軍事施策によって進めら
れることになった。この工作の一般要領では、帰順イ
ンド兵を適切な時期にビルマ方面からインドに潜入さ
せ、インドを擾乱状態に陥れるとしており、インド自
体が軍事作戦の対象地域に含まれていることが分か
る。また、長崎が指摘するように、「謀略案」にはイ
ンド国民軍という名称ではなく、「帰順インド兵」と
記されており、インド国民軍が正式に認められていな
かったことが暗示されている47。さらに、インド人に
インド独立運動に対する日本の誠意を感得させるよう
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努めるが、将来を拘束されるような保障ないし約諾を
与えないようにすると明記され、プロパガンダとして
インド独立運動を利用するだけでなく、イギリス軍の
兵站基地としてのインドに打撃を与える、という政治
目的と軍事目的双方の達成を日本が目指すことが明示
されている。そして、日本の対インド施策は陸軍（参
謀本部）が担当し、関係官庁はこれに協力するとし、
大本営は全般の統括指導や関係国との協調を担当する
ことが決定され、1月 10日の決定よりも踏み込んだ
かたちになっている。また、このインド施策の準備と
実施のため、南方総軍に一機関を配属し、その一部を
第 25軍と第 15軍に派遣し、各軍司令官の区処を受け
させ、連絡を担当させるとしているところから、新た
な対インド工作機関を設置することも計画されていた
ことが分かる。
　さらに、この謀略工作は、日本側の好意ある援助の
下に、あくまでインド人が自主的に遂行する運動、つ
まり、インド独立運動であると規定された。従って、
独立運動はインド人の自主的な運動であるという建前
があるために、運動の諸経費等はインド人に負担させ
ることが原則となった。そして、東アジア在住のイン
ド人をインド独立連盟48の思想に基づく独立運動に統
合させ、ドイツの対インド施策と緊密な連携をとるこ
とが政治施策の方針とされた。開戦直後から、ドイツ
側と対インド施策のすり合わせが大島浩（1886-1975）
駐独大使と東郷茂徳（1882-1950）外務大臣の間で行
われてきた事もこの方針が定められた理由の一つで
あったと考えられる49。
　また、インド独立連盟の本部はバンコクとし、マラ
ヤ、ビルマ、タイを独立運動の「最も有力なる原動地
盤」と位置づけ、東アジアの重要都市に支部を置くと
している。その上で、この施策とドイツ側との協調を
容易にするため、ベルリンに亡命中の S. C. ボースと
の連絡を密にし、必要となれば彼を独立運動の総帥と
して登場させるとしている。そして、インド独立連盟
の運動要領の方針は以下のように定められた。①イン
ド独立の実現を貫徹するため、あらゆる手段をつくし
て対英闘争に邁進する。②インド独立闘争及び東亜新

秩序の建設への協力のため、枢軸諸国特に日本と緊密
な協力をする。③全インド人は対英闘争のため一致団
結する。
　従って、東アジアに在住するインド系住民への具体
的な運動推進の手段は、東アジア各要域にインド独立
連盟の支部を結成し、大会の開催、放送、新聞の発行
などを実施し、前述の運動要領を鼓吹するというもの
であった。このように、インド系住民の大衆動員をは
かることで、インド独立連盟の進めるインド独立運動
がインド人の運動であるというイメージを内外に発信
するだけでなく、そのプロパガンダに必要な資金も運
動への支援として「徴収」することも計画されていた
のではないかと考えられる。一方、軍事施策の方針で
は、第 25軍と第 15軍が投降したインド兵たちに工作
活動員としての教育を行い、インドに送り込むことを
計画していた。しかし、この活動もインド独立連盟の
運動、すなわち、インド独立運動とされたため、イン
ド独立連盟の工作費と投降インド兵の経費（兵器、糧
秣、被服を除く）はインド人側が負担することを原則
としていた。
　シンガポールが陥落した翌日、東条英機（1884-1948: 

以下、東条と略記。）首相の演説の中でインドが言及
された50。そして、翌 17日には陸軍省で「對印度情
報収集要領」（以下、「情報収集要領」と略記。）と「對
印度宣傳計畫」（以下、「宣傳計画」と略記。）が決定
された51。前者は「謀略案」の一般要領を達成するため、
インド向けの諜報と宣伝に必要な情報収集の方法を計
画したものである。
「情報収集要領」では、ラジオ傍受による情報収集
のほか、東からの対インド諜報を担当させるために、
一機関を南方総軍に配属し、そのうち所要のものを第
15軍に派遣して、司令官の区処を受けさせることや、
特に無線を携行させたスパイをインド国内に配置する
ことが計画されている。南方総軍に新たな機関を設け
ることは、「謀略案」でも触れられていたが、ここで
は各軍の連絡役だけでなく、実際の諜報活動を行うこ
とまで記されている。こうした情報収集の重点は、日
本やドイツの対インド謀略、宣伝の成果、インドの軍
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事情報、民心の動向、インド東部におけるインド人の
反英意識の程度などに置かれた。そして、ラングーン
を拠点に、インド人、中立国人（インド国内の仏領植
民地のフランス人）を利用して謀略宣伝に必要な資料
を集めることやインド国内にできる限り多くの諜者を
配置することを計画している。一方、「宣傳計畫」は、
「謀略案」に対応して、インドで反英独立の騒乱を醸成、
激化させることを目的に、インド独立連盟が「自主的
に」行うラジオ放送や伝単の散布を日本が指導し、補
助することが記されている52。
　徐々に日本のインド施策が形を帯びてきたのは、シ
ンガポールの陥落に因るところが大きいと考えられ
る。シンガポール陥落により、F機関はイギリス軍の
インド人兵士を切り崩すという目的を達成し、日本軍
の捕虜となったインド人兵士の数は、マレー半島全
域で約 5万 5千 871人にのぼった53。そして、インド
兵捕虜の管理はモーハン・スィングに一任され、イン
ド国民軍に参加する者は捕虜として扱わないとされ
た54。その後、モーハン・スィングは将校と下士官た
ちにインド国民軍を正式に編成するにあたって、彼ら
に考える時間を与えることにした55。
一方、タイのインド独立連盟や各地のインド独立連

盟は運動を一本化するために、3月末、東アジアのイ
ンド人たちを集めて東京で会議を行うことを決めた。
それは、アジア・太平洋戦争勃発後から東アジア各地
に多くの ｢独立連盟｣ の名を持つ組織が存在していた
にもかかわらず、インド人たちには全く交流がなく、
彼らのつくった組織がまとまっていなかったためで
あった56。
　この東京会議にはインド人の他に藤原と彼の後任と
してインド工作を担うことになった、岩畔豪雄（1897-

1970: 以下、岩畔と略記。）大佐が同行することになり、
F機関を拡大、発展させた岩畔機関を南方総軍に直属
する組織として成立させることが決まった57。岩畔機
関成立の背景には、「謀略案」と「情報収集要領」の
対インド工作機関設立計画が大きく影響していると考
えられる。
東京で会議が行われる前に、プリータム・スィング

の呼びかけにより、シンガポールで事前会議が開催さ
れ、タイとマラヤのインド人代表者、インド国民軍の
代表者たちは独立運動の進め方と東京会議の代表者を
決めた58。この事前会議で東南アジアのインド人代表
者たちが決議したことは主に以下の二点だった。
　一点目は、東アジア在住のインド人がインド独立の
ために一致団結すべきであり、インド内外の兵士や住
民の双方にプロパガンダ活動を行って、ドイツにいる
S. C. ボースを東京会議に招き、運動の指導を委ねる
べきだ、ということだった59。二点目は、インド独立
運動の進め方に関するものであった。会議の出席者た
ちは、運動を推進するにあたって、日本の全面的な支
援と協力を受け入れることで合意したが、自分たちの
独立運動は、非暴力を掲げる会議派の賛同を得て、そ
の方針に沿うものでなくてはならないと考える者もい
た60。
　この事前会議の結果、マラヤのインド独立連盟から
4名、タイからは 2名、インド国民軍代表者 3名が東
京会議に赴くことなり、二手に分かれて空路で東京を
目指すことになった61。しかし、そのうちサイゴンか
ら東京に向かった飛行機は焼岳に衝突して、タイ代表
のプリータム・スィング、スワーミー・サッティヤー
ナンダ・プリー（Swami Satyanada Puri: 1902-1942）、
インド国民軍代表のアクラム（M. Akram）大尉、日
本人通訳の大田黒又男は死亡した62。東京会議を前に
して、彼らが死去したことはインドでクリップス使節
団の交渉が失敗に終わったという政治情勢63と日本軍
がマラヤ、ビルマ方面に進出しているという軍事的な
背景を考えれば、日本軍がインド工作を本格的に進め
る上で痛手となると考えられていた64。
　3月 28日から 30日にかけて開催された東京会議で
は、東京のインド独立連盟総裁、R. B. ボースが議長
を務め、18名の代表者たち（モーハン・スィングら 5名、
香港、上海からそれぞれ 2名、R. B. ボースを含む日
本の代表者 9名）が出席したが、会議の始まる前から
日本からの代表者たちと東南アジアからの代表者たち
は、お互いに不信感を抱いていたとされている65。
　この会議で決議されたのは、次のようなことであっ
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た66。①シンガポール陥落の折に、東条が宣言した日
本の方針を支持し、日本と協力する。②インド独立運
動を東アジアとインドに広めるために、ラジオ放送、
リーフレットなどを配布し、インドの指導者や組織と
接触する。 ③インド独立連盟の地方支部組織をつく
り、中央では、各地方支部の総裁とインド国民軍代表
者が執行委員会（Council of Action）を構成する67。執
行委員会は、行政を行うための各部局の役員を任命す
る68。④会議派の意志に反して、インド（セイロンを
含む）に軍事行動をとる場合には、執行委員会は、代
表者委員会の賛成を得て、その指示通り行動する。⑤
インドへの軍事行動はインド国民軍のみが行い、それ
はインド人の命令に基づくものである。⑥インドの完
全独立を日本政府に保障させる。⑦日本政府は、執行
委員会が求めるプロパガンダ、輸送、通信のための便
宜をはかる。⑧日本政府が行う財政的な支援はローン
として扱い、独立インド政府がその費用を返還する。
⑨インド人コミュニティーに影響を及ぼすような行政
上の問題は、各地のインド独立連盟と協議する。
　以上の決議は、執行委員会のメンバー決定を含めて
バンコクでの会議で承認される事になった。暫定的な
執行委員会の議長をR. B. ボースが務めることになり、
会議開催は 6月 1日以前にするという方針が示され
た69。そして、バンコク会議には、日本 8名、香港 8名、
上海 9名、タイ 9名、マカオとマニラで 2名、仏印 5

名、マラヤ 20名、ビルマ 20名、ジャワ、スマトラ、
ボルネオ、セレベスから合わせて 8名、ポートブレア
から 2名の計 90名がインド独立連盟の代表者として
参加する事になり、90名以下のインド国民軍の代表
者たちも参加する事が決まった70。
　ここで、日本の対インド施策と東京会議でインド人
側の要望として決議された事項を検討してみたい。
　まず、「謀略案」、「情報収集要領」、「宣傳計畫」が
陸軍省で決定された頃と異なり、マニラやシンガポー
ルに加えて、日本は 3月中旬までにラングーンを陥落
させ、ジャワを占領して勢力圏を広げたことから、東
京会議の決議では、日本軍の勢力圏内に居住していた
インド人代表者たちもバンコク会議の参加予定者に含

まれている。つまり、これは「東アジア全域に居住す
る全インド人による」インド独立運動を普及させるこ
とを念頭に置いていた、日本側の意図と重なっている。
　そして、後の運動の展開を考える上で重要なのは、
「謀略案」に見られたように、早い段階でインド人側
だけでなく、日本側でも S. C. ボース待望論が出てい
たということである。それは、日本側が中心となって
担ぎ上げた R. B. ボースへの不信感が両者の間で認識
されていたということである。また、インド独立運動
が会議派と対立する可能性までが東京会議の決議に
加えられており、会議派と十分なパイプを持ってい
なかった日本の意図を十分反映したものと考えられ
る71。
　しかし、インド工作の中にインド独立運動を嵌め込
んでいた日本側の意図は、インド独立のための具体的
な支援を要求するインド人側の意図と決定的に異なっ
ていた。つまり、「謀略案」では、将来を拘束される
ような約束を日本側が一切しないという姿勢を取って
いるのに対し、東京会議の決議では、インドの完全独
立の保障、インド国民軍の指揮権などをインド人側が
具体的に要求したのである。
　さらに、バンコク会議に出席するインド独立連盟代
表者の内訳を見ると、東南アジアの中で規模が大きい
のは、マラヤ、ビルマそしてタイである。マラヤやビ
ルマはインド系住民の人口が多い72とはいえ、単純に
人口比に応じて参加者を決めたとも考え難い。それは、
「謀略案」と「情報収集要領」で示されたインド工作
の要地とこれらの国が合致しているからである。マラ
ヤとビルマは、インド独立運動の「最も有力なる原動
地盤」であると「謀略案」の中で示され、投降インド
人兵士をスパイとして教育、養成するのは現地で展開
する日本軍（それぞれ第 25軍、第 15軍）とされ、そ
こからインドへの潜入が企図されている。また、「情
報収集要領」では、南方総軍に配属された一機関（岩
畔機関）がビルマの第 15軍に機関員を派遣して、軍
司令官の区処を受けさせることも示されており、東京
会議で決議されたインド独立運動の拡大が日本軍のイ
ンド工作計画と密接に関わっていることが明らかであ
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る。そして、マラヤやビルマとは違った役割がタイに
は期待されていたと考えられる。インド人工作の発端
となった国、タイは東南アジア唯一の独立国であるだ
けでなく、日本軍の進駐以降はタイ政府もインド向け
ラジオ放送に協力する73などして、インド独立運動を
内外に喧伝する役割を果たすという、政治的にインド
へ揺さぶりをかけるための重要な場所として日本から
もイギリスからも認識されていた74。そのため、バン
コクがインド独立連盟の本部として位置づけられたと
考えられる。
　このように、バンコク会議開催以前には、インド人
工作の進展に伴ってインド人側の「自発的な」運動も
日本の対インド施策の中に組み込まれ、インド工作を
開始するための足掛かりとして利用され、インド独立
運動の過程もそれに大きな影響を受けたのである。
　

3．インド工作の「実態化」
     ―バンコク会議とインド国民軍の編成―
東京会議の後、モーハン・スィングはインド国民軍

の正式な編成に向けて、参加を希望しない者を隔離す
る75ことなどに着手し、岩畔機関の本部も 5月にバン
コクに移動した76。その頃、イギリス側はインドの防
衛に役立てようと、日本側の「第五列活動」を詳細に
分析している77。例えば、4月中旬にインド政庁は各
地での「第五列活動」の実例から対策をまとめている。
この「第五列活動」にインド人が加わったと記されて
いるわけではないが、日本が 2月にまとめた「謀略案」、
「情報収集要領」、「宣傳計畫」のインド工作の要点と
重なっている点も見受けられる。例えば、日本軍がシ
ンガポールの重要な軍事拠点を爆撃できたのは、秘密
裡に無線通信ができる場所があったためだとされ、ス
パイが無線を使えるような、人里と離れた場所にある
アッサムの空港などは注意が必要だとされており、対
策の必要性が求められている78。また、ビルマでは住
民の士気を下げるようなリーフレットが撒かれ、スパ
イが托鉢僧に変装して流言を広げるような動きも見ら
れた。イギリス側は、こうした類の活動は対処が難し
い問題で、プロパガンダや諜報員の逮捕と訴追による

防諜活動以外にできることはほとんどないとしてい
た79。従って、日本軍が重要だとしていた、諜報員の
無線通信、リーフレットなどによるプロパガンダ活動
はイギリスにとっても憂慮すべき工作だと考えられて
いたことが分かる。
　一方、インド工作を新たに担うことになった岩畔が
構想していたインド独立運動は次のようなものであっ
た80。①東京会議の結論を尊重して、インド独立連盟
の傘下に東アジア在住の 200万人のインド人を置く。
②インド独立連盟に日本軍の占領地域にいるインド人
を保護する権限を与える。③インドと東アジア各地の
インド人に強力なプロパガンダ活動を展開する。④イ
ンド人工作員を養成し、インド国内に潜入させ、イン
ド国内の独立運動と密接に連携する。⑤インド独立連
盟の下にインド国民軍を置き、所要の戦闘任務に従事
させる。
さらに、インド人工作を主眼としていた F機関と

比べて、岩畔機関は規模と工作費の面でも大きく凌駕
していた81。組織面ではバンコクの本部以外に、ラン
グーン、サイゴン、シンガポール、ペナン、香港に機
関の支部が設けられた82。本部には、企画や庶務、人
事を担う総務班、インド独立連盟の支援を担う政務班、
インド人工作員の養成などを行う特務班、対敵宣伝と
東アジア各地のインド人への宣伝を行う宣伝班、イン
ド国民軍の指導を行う軍事班の五班が設けられた83。
本部では現地の日本大使館と協調してインド向け宣伝
放送を行うだけでなく、インド工作をめぐるドイツ公
使館との折衝も行われた84。
　そして、バンコク会議が開かれたのは、6月中旬か
ら下旬にかけてであった85。出席したインド独立連盟
のメンバーの内訳は、日本から R. B. ボース以下 10名、
満州国から 1名、タイから 1名、マラヤから 21名、
ビルマから 19名、ボルネオ、セレベスから 6名、香
港、マカオ、広東から 4名、上海などから 3名、ジャ
ワ、スマトラから 2名、アンダマン諸島から 1名であっ
た86。一方、インド国民軍からはモーハン・スイング
以下 30名が参加した87。また、タイのピブーンソンク
ラーム（Phibunsongkhram: 1897-1964）首相、駐タイ
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大使の坪上貞二（1884-1979: 以下、坪上と略記。）、イ
タリア公使、ドイツ公使も参加した88。この会議では
東京会議の決議が承認されただけでなく、インド独立
運動を推進する組織としてインド独立連盟が選ばれ、
インド国民軍がそれに従属することが決まった。イン
ド独立連盟の執行委員会は、総裁 1人とインド独立連
盟のメンバー 2人、インド国民軍 2人となり、総裁を R. 

B. ボースとし、ペナン支部総裁の N. ラーガヴァン（N. 

Raghavan: 以下、ラーガヴァンと略記。）、シンガポー
ル支部副総裁の K. P. K. メーノーン（K. P. K. Menon: 

1889-1978）、インド国民軍からはモーハン・スィン
グと G. Q. ギラーニー（G. Q. Gilani）中佐が選出され
た89。執行委員会の下には代表者委員会が設けられ、
インド独立運動の全体方針と行動計画に責任を負うも
のと規定された。そして、代表者委員会のメンバーを
選出するための地域委員会（Territorial Committee）を
つくり、地域委員会の下に地方支部（Local Branch）
を設けることになった。
　会議の開催中、6月 20日には日本側でも宣伝活動
に関する新たな計画書が南方軍で作成された90。この
計画では、南方軍による占領地住民の教化と対敵宣伝
が重点に置かれ、特に日本軍の必勝、敵軍の敗北を宣
伝、確信させ、戦争の完遂に寄与することが目的とさ
れた。特に、対敵宣伝の重点はインドに置かれ、イン
ドへの宣伝は日本のインド施策を容易にするために行
うとされた。この中でラジオによる対インド宣伝を担
当するのは、南方軍総司令部（シンガポール局）、第
15軍（ラングーン局）、仏印渉外部（サイゴン局）と
岩畔機関、泰国武官（バンコク局）であり、短波放送
局を新設することも計画されていた。また、ラジオ放
送だけでなく、占領地住民の教化などを目的に、既刊
紙の整理や改廃をした上で、新聞（雑誌も含む）の発
行が軍指導の下に委託経営する形で認められた。中国
系住民とインド系住民が多く居住する地域では、差当
り「華字印度語新聞」の発行も許可された。こうした
外字紙の経営は、努めて現地人適任者を簡抜するとし
ていたが、内容は日本語の中央紙を基準として、現地
人の新聞関係者の適任者に編集と指導をさせることと

した。従って、このような文化政策を通じて、インド
向け宣伝放送だけでなく、インド独立連盟を中心とす
るインド系住民の組織化も日本軍が後押ししていたこ
とが分かる。
　しかし、インド人側が望んでいたのは、こうした内
外へのプロパガンダ政策だけでなく、インド独立運動
への具体的な支援であった。そして、インド人側と日
本政府との交渉・調整役を担ったのが岩畔機関であっ
た。岩畔から参謀次長に宛てられた電報によれば、23

日にバンコク会議の総会が終了し、決議が要望書とし
て岩畔機関に提出された91。提出された要望書は岩畔
機関で日本語に翻訳され、日本政府に伝えられること
になっていた。当初、岩畔は 29日に「日印会談」を
延期し、日本政府からの決議に対する回答を 28日ま
でに示すよう、参謀次長に求めていた92。しかし、29

日には、岩畔機関本部にインド独立連盟の執行委員会
の幹部たちが日本政府からの回答を求めてやって来
た、と坪上大使が本省に報告している93ことから、期
日までに回答がなかったということが分かる。
　日本政府が正式な回答を寄せなかった理由を、イン
ド人側が要望の一か条ごとに正式な回答を寄せること
を求めたのに対し、参謀本部や直接の当事者たちが困
惑し、東条ら上層部には不快感を表す者がいたため、
「為し得る限りの協力を吝まぬと云う程度の抽象的の
辞令を以て酬ゆるに止まった」と日本側は説明してい
る94。しかし、バンコク会議開催までに日本は「イン
ド独立運動への協力は惜しまない」と内外に宣言して
おり、その上でインド人側が日本政府に要望への正式
かつ具体的な回答を求めるのは、当然であったと考え
られる。
では、インド独立連盟が日本政府に何を求めたのか

を検討してみたい。インド独立連盟が日本政府に求め
た要望は、60数箇条に上るとされている95が、ここ
では一部を取り上げる。
　東京会議から強調されていたのは、日本政府のイン
ドに対する立場の明確化であり、以下の要望に見られ
るように、日本とインド独立運動との関係を問い質す
ものでもあった96。例えば、インド国民軍が正式に編
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成された際には、日本及び友好国の軍隊と平等の立場
で、独立インドの自由な国民軍としての権能と地位を
与えるようにとの要求が出された。それは、確固とし
た権能と地位がなければインド国民軍は劣等感に苛ま
れ、インド側から見れば、自由インドの軍隊ではなく
他の目的のための創造物とみなされる、とインド独立
連盟が懸念していたからである97。さらに、日本政府
に対し、「大東亜共栄圏」とその意義について、イン
ド独立運動にとって満足する正式な定義が求められ
た。この要望には、「アジア人のためのアジア」を日
本が謳いながらも、インド独立運動は日本の軍事支配
と侵略に利用されるのでないかという日本への不信感
が見て取れる98。また、インド人コミュニティーに関
わる行政事項をインド独立連盟に委ねるように再び要
請している99。
従って、このような要望からインド独立連盟は日本

政府と対等な立場であり、日本の指導を受ける立場に
甘んじるつもりはなかったことが分かる。インドの独
立を達成するためには、「日本の同情、協力、支持は
貴重である」と決議された100ことからも、あくまで
運動を主導するのはインド人側だという意志が明確に
示されている。
　一方、インド人側の要望に対する反応は、岩畔機関
から参謀次長への電報に次のように伝えられた101。す
なわち、この要望はインド側からの一方的要請で独善
的、自画自賛の点が甚だ多いものの、日本の示す同情
と援助を基調とし、その指導を絶対の条件として決議
したものである、とされた。また、インド独立連盟の
回答要請に対する岩畔機関の見解は以下の通りだっ
た。つまり、インド人側の要望は、日本側から見れば、
捕らぬ狸の皮算用で苦笑を禁じ得ないものの、彼らを
駆り立てて反英独立の大旗の下に邁進させる気勢をま
すます、宣揚、推進させる大乗的見地から、この際は
個々の條章、特に事が将来に関わるものなどに捕らわ
れることなく、包括的にこれを容認する態度に出る方
が適当である、としていた。
従って、岩畔機関は、日本がインド独立運動を指

導する立場にあり、それがインド人側にも受け入れら

れていると考えていた。さらに、「謀略案」策定以来、
インド独立運動をインド工作の一部とみなしてきた日
本にとって、インド人側の要求は「一方的、独善的」
で「捕らぬ狸の皮算用」にすぎず、将来、日本政府を
縛る様な約束や具体的な支援をするつもりはなかった
ことが分かる。結局、日本政府は岩畔機関の提言を受
け入れ、インドの完全独立を保障するといった、明確
な回答をすることはなかったが、執行委員会のメン
バーたちに、岩畔は必ず回答が来ると前置きをして、
返事を待たずに各地域に帰り、バンコク決議に基づい
た行動をとるようにと述べた102。
　執行委員会のメンバーの一人、ラーガヴァンは回答
の遅れを残念に思いながら、他のインド人代表者に決
議の実践を行うように説得した103。他方、6月 26日
にサイゴンの岡部隊（第 7方面軍）参謀副長から参謀
次長に宛てられた電報では、インド国民軍の正式な編
成は「代表全インド人の関心事」であるとして、イン
ド兵捕虜（2万以内）を解放してインド国民軍の編成
を行い、友好国の軍隊として日本の占領地内にその存
在を許容するか否かについて、岩畔機関が中央に検討
を求めている104。ただし、インド国民軍が正式に編成
されたとしても、同軍に編成されないインド兵捕虜を
依然解放することはない、とされていた105。
　7月、イギリス側はバンコク会議開催の効果につい
て、「フリーインディア」運動の威信は会議の開催に
よって高められたものの、プロパガンダ的要素が強い
会議だとしていた106。同時にイギリス側の興味を引き
付けたのは、インド国民軍の正式な編成が決議の中に
含まれていたことだった。イギリスは日本軍がそのよ
うな反乱軍（traitor force）を組織する計画をバンコク
会議開催前から進めている、と考えていた。また、脱
走して来た捕虜たちの証言から、日本軍がインド人ら
をベンガルに送り込んで反英・親日プロパガンダを行
わせるだけでなく、インド国民軍への志願兵の獲得も
試みさせているようだ、と分析している。この事から、
インド国民軍の存在はインドの安全上の脅威になりう
る、とイギリス側は判断していたのではないかと考え
られる。それに対し、枢軸国側のインド向け宣伝放送
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はインドの大衆にそれほど影響を与えていない、とイ
ギリス側は見ていた。
一方、同月末頃から日本では、インド東北部への

進攻が計画された107。しかし、岩畔機関員による 7月
9日の林集団司令部（第 15軍司令部）の報告書では、
インド人の動向は反英だが、親日と解釈するのは早計
であり、日本軍に協力しているインド人の対日意識は、
日本軍の威武に服している「恐日」の状態で、心服し
ているとは言い難いとされていた108。
　8月になると、インド国民軍とインド独立連盟支部
の状況がイギリス側に伝えられた。脱走した捕虜の証
言によれば、ビルマで捕虜となったインド人兵士たち
の中からインド国民軍への募兵を日本軍が試みている
とされていた109。インド国民軍への参加を働きかける
のは、インド国民軍のウダエ・スィング（Udai Singh）
ら二人の将校だった。将校は、義勇兵として参加しな
い者は捕虜扱いのままであると述べた後、インド国民
軍への参加を望まない者は挙手するように求めたが、
捕虜たちの中で挙手するものはいなかった。先行研究
でも 8月以降、インド国民軍への募兵が活発になっ
た110としており、イギリス側の史料と符合する。こ
のインド国民軍への募兵について、モーハン・スィン
グはバンコク会議の前におよそ、2万 5千人の志願者
を集め、8月末には 4万 5千人のインド兵捕虜が「モー
ハン・スィング指揮下のインド国民軍に参加する」と
いう誓約書に署名したとされている111。しかし、厳し
い体罰の末に参加を決めた志願者も存在し、こうした
強制的な募兵活動をモーハン・スィングは無視してい
たとされている112。この結果、同月にインド国民軍の
編成が認められたが、それは一師団規模のみの編成で、
日本側が 6月末に示した見解通りの回答であった113。
　また、インド独立連盟の香港支部では、インド人兵
士の銃剣と行進の訓練が日本人によって行われる中、
貧しい階層のインド人はインド独立連盟に参加も寄付
もせず、食料が減らされることを恐れていた114とされ、
インド系住民の組織化が上手くいっていなかったこと
が読み取れる。
　日本もインド独立連盟もインド人からの信頼を集め

ていたとは言えない状況の中で、9月 1日にインド国
民軍の第一師団は１万 6300人の規模で編成された115。
インド国民軍が正式に編成されたことは、日本のイン
ドに対する軍事作戦計画が変化した結果であるとゴー
シュは論じている116が、それはインドを防衛するイ
ギリスにとっても新たな脅威が生まれたことを示し
ていた。インド国民軍が正式に編成されてまもなく、
ニューデリーのインド総司令部（GHQ India）の参謀
部（General Staff Branch）は、目下、インド国民軍は
最も差し迫った問題の一つであり、こうした転覆活動
について何かしら知っていると思われる逃亡者の尋問
を情報局長（Director of the Intelligence Bureau）などと
協力して行う、としている117。そして、9月 12日には、
インド国民軍に関する情報は不十分であるとしながら
も、インド国民軍はインドの防衛に危険をもたらすこ
とに疑いの余地はない、とされているだけでなく、お
よそ 50人のインド国民軍の「第五列」の一団がシン
ガポールから、50人以下の一団がビルマから派遣さ
れ、インドへの侵入を試みていることも報告されてい
る118。
　従って、イギリス側はインド国民軍を軍隊というよ
り、諜報活動に利用されているスパイ集団として認識
していたようである。この頃、岩畔機関とモーハン・
スィングが執行委員会に無断で第一師団の一部をビル
マに展開させたことが、執行委員会との軋轢を生ん
だとされている119ことから、インド国民軍の一部を
スパイ活動に利用していた120ことは考えられる。ま
た、9月末には、ビルマからインドに侵入する日本側
諜報員の数が数週間で急激に増える中、マドラースの
西海岸とカーティヤーワールの最西端の海岸でもそれ
ぞれ 5人一組のスパイたちが逮捕された、とイギリス
側は指摘している。マドラースで逮捕された 5人はマ
レー人の民間人で、ペナンから 8日間かけて潜水艦で
マラバール県に上陸し、インドでプロパガンダ活動を
展開する計画だった。カーティヤーワールのグループ
もペナンから潜水艦でスパイ活動をするためにやって
来た。イギリス側は、地方当局者の迅速な対応でス
パイを摘発できたと結論づけている121。その後、イギ
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リス側は 10月にマラヤのインド独立連盟の地方支部
によって、教養のある 25名から 30名のインド人た
ちが選ばれ、ペナンのインド独立学院（Indian Swaraj 

Institute: スワラージは、自治、独立の意）に送られた、
と日本軍のインド工作をさらに分析している122。イン
ド独立学院では、執行委員会メンバーのラーガヴァン、
数名のインド人と日本人将校によって、一か月間イン
ドでの諜報活動のための訓練が行われ、訓練が終了す
ると、5人一組で陸路あるいは海路でインドに侵入さ
せた。侵入したスパイたちの任務は、インド内の軍隊
の配置に関する情報の収集などであった。さらに、運
動の連携を模索していた会議派の人々に、「東アジア
のインド独立連盟」が必要な時に援助すると伝えるこ
とも彼らの重要な任務であったとしている123。彼らが
日本軍の占領地内に戻る時には、「イワ　グル　キカ
ン」（岩畔機関）という合言葉を使って、ビルマとの
国境を越えることになっていた124。
　このように、バンコク決議に従って、政治的プロパ
ガンダだけでなく、インド独立連盟と日本軍が一致協
力して様々なインド工作を試みている、とイギリス側
は見ていた。しかし、ラジオ放送やスパイの取り調べ
でイギリス側にも知る由のないこともあった。それは、
1942年の 11月末に、日本軍がバンコク決議の要望を
呑まない限り、R. B. ボースを除く執行委員会の面々
は、日本軍に協力しないことを決めていたという事で
ある125。ここまで、日本軍と執行委員会のメンバーの
対立が深くなった原因には、バンコク会議に対する岩
畔機関の曖昧な対応だけでなく、運動の自主性を求め
たインド人に対して日本軍が度々干渉したことが挙げ
られている126。例えば、それはインド国民軍の活動だ
けでなく、ペナンの独立インド学院やインド独立連盟
による宣伝放送にも及び、インド人側の許可なくスパ
イをインドに派遣したり、宣伝放送の内容に日本軍が
干渉したりしたという出来事があった127。さらに、イ
ンド国民軍の編成とインド兵捕虜の扱いをめぐっても
日本軍とモーハン・スィングは対立していた。モーハ
ン・スィングは日本軍に捕虜全員の引き渡しとインド
国民軍の拡大を求めたが、認められることはなく、イ

ンド国民軍に「自発的に参加しない者」は、日本軍の
管理下に置かれて様々な労務に従事させられた128。
　つまり、バンコク会議での岩畔機関の対応に見られ
るように、インド独立連盟を支援するのはあくまでも
建前であって、インド独立運動を指導、容認するのは
日本軍であるという意識が貫かれていたという事であ
る。従って、日本軍の中ではインド独立運動はインド
工作の中に包含されるもので、インド独立連盟が要求
する対等な立場の運動ではなかった、ということがバ
ンコク会議以降の運動の展開を見る限りにおいて指摘
できる。そして、両者の目的の違いが 1942年 12月の
インド国民軍の武装解除、司令官モーハン・スィング
の罷免、執行委員会の解散、モーハン・スィングの逮
捕という一連の流れから生まれた、第一次インド国民
軍の崩壊という事態を招くのである。

4．おわりに―バンコク決議と運動の展開―

　先行研究で指摘されてきたように、バンコク決議か
ら第一次インド国民軍崩壊に至る大きな原因をつくっ
たのは、日本側であったことは本稿による分析を通じ
ても明らかである。
　しかし、日本側の対インド施策と実際の独立運動の
方針や展開の関連を考えると、日本が謀略工作として
進めるとしていた、インド独立運動の計画のいくつか
は実行に移されていたことが分かる。例えば、「謀略案」
の軍事施策の中で示されていた、インド独立連盟によ
るインド系住民への働きかけと投降インド人兵士によ
る諜報活動、諜報員の養成は、岩畔機関の設立以後に
目に見える形で実行されており、イギリスにも脅威を
感じさせていた。この限りにおいて、謀略工作とみな
されたインド独立運動の推進が「最も有力なる原動地
盤」を中心に日本軍によって、一貫して行われていた
といえるだろう。
　ただし、「謀略案」ではインド人の「自主的に遂行
する運動」を援助するとしていたにも関わらず、バン
コク会議での岩畔の見解に見るように、インド人の運
動を「包括的に容認する」とする本音が表れるように
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なった。すなわち、インド独立連盟によるインド独立
運動を容認しても、日本軍は彼らが運動を主導するこ
とは許さない、という立場がより明確になったのだと
考えられる。
　しかし、両者の歪な「協力関係」は、インド国民軍
の正式な編成やインド工作が盛んに行われる中で壊れ
ていくことになった。また、イギリス側が対策を講じ
ていたために、工作が際立った成果を挙げなかった129

ことや枢軸国の戦況が悪化しつつあったことも、この
ような状況に拍車をかけた。さらに、日本軍とインド
独立連盟がインド系住民を組織化するために、インド
独立連盟の支部130を東アジア各地に設置しても、イ
ンド独立運動に対するインド系住民の感情は様々で
あった131。
　従って、後に S. C. ボースが運動の指導者として課
せられたことは、日本軍とインド独立連盟との歪な「協
力関係」から生まれた問題に対処することだったとい
えるだろう。それは、インド国民軍の再編だけでなく、
プロパガンダとは裏腹に、まとまっていなかったイン
ド独立連盟を再建すること、インド独立連盟が再三求
めていた、日本政府との「対等な関係」を実現するこ
とであったと考えられる。一方、S. C. ボースは運動
を推進する上で、「謀略案」に計画されたシステムも
利用している。例えば、インド系住民からの献金もそ
の一つと考えられるだろう132。
　このように、日本の対インド施策とインド独立運動
の展開との関係を問い直すことは、S. C. ボース到来

後の運動を論じる上でも不可欠であり、1942年の東
南アジアのインド独立運動は、確かに最終的には「危
機」を迎えたのかもしれないが、単純に「失敗」とは
言い切れない。つまり、S. C. ボースの到来は、第一
次インド国民軍の崩壊で停滞していた運動の流れを変
え、分裂していた運動をインドの独立達成という共通
の目標の下に統合する「変化」をもたらした133とい
えるが、同時に S. C. ボースがインド系住民の献金シ
ステムだけでなく、それまで運動に携わってきた活動
家を利用することで、運動のノウハウを引き継ぐこ
と134や R. B. ボースと対立してインド独立連盟の幹部
を辞したラーガヴァンを再び運動に協力させたことな
ど135から分かるように、1942年までの運動の展開は
引き継がれており、「失敗」とは言えないのである。
　なお、本稿の分析は、インド独立運動の展開に主眼
を置いているため、日本軍の労務に従事したインド
兵特殊労務隊の問題を扱うことはできなかった136。ま
た、日本軍の諜報機関やインド独立連盟各支部の具体
的な活動を史料に基づいて、十分に論じることができ
なかった。例えば、藤原と岩畔をめぐっては、諜報機
関の活動だけでなく、独立運動やインド人に対する態
度の違いが日本軍との「協力関係」にも影響を与えた
と指摘されている137が、一次史料から厳密に裏付け
ることはできなかったため、不十分な分析に留まった。
この点についても、さらなる史料調査の上、別の機会
に論じたい。
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