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はじめに

1962年10月の中印国境紛争について、S.P.コーエンは次のように指摘

している。「メノンと多数の不適任な将軍たちに誘導されたネルーは、重

大な計算違いを犯してしまい、両軍を分かつ曖昧で係争中であった国境線

をこえる中国の攻撃を誘発した」（コーエン 2003:	203）。紛争原因をいわ

ばインドの前進政策に求めるこうした見方はN.マクスウェルの『中印国

境紛争』（原著1970,	日本語版1972）以来、オーソドキシーの位置にある

ものと言えよう【1】。中国側の一次資料が明らかではない現状では、この観

点は、当面の反証可能性を排除した合理的言説であると判断される。もっ

とも、中国側の政策決定過程がつまびらかではない以上、中国の軍事行動

を誘発した決定的な要素がなんであったかについてはなお一定の留保が必

要である。例えばA.S.ホワイティングは、70年代には早くも、中国がイ

ンドに対する友好政策を振り捨てて軍事行動に踏み切った理由として、前

進政策だけでは不十分だとし、チベット情勢や経済の崩壊、さらにそれが

もたらした政治危機を想定している（Whiting 1975:	11）。この問題につ

いては、以下で62年時点の中国の政策決定環境を検討する際に考察を試

みることとする。

この紛争をより大きなコンテクストのなかで考えるとすれば、劉学成

（Xuecheng	Liu）の言うように、「英国支配の歴史が遺した問題」と見る
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ことが可能である【2】。あるいは、チィェンポン・チュアン（Chien-Peng	

Chuan）のように、二国間問題だったものが、冷戦と中ソ対立に巻き込ま

れた（Chuan 2004:	106）と考えることも可能だろう。ただ、歴史が遺し

た問題であることは確かだとしても、それがどうして紛争に発展したかは

検討を要する。また、国際環境はあくまで外部要因である。中印関係はチ

ベット問題そのものである、というのが中国における支配的な言説である

が、中国国内に限らずとも、中印紛争を当時のチベットの混乱と関連づけ

る言説には事欠かない。中印紛争をチベット問題と切り離すことは不可能

だが、本稿ではしかしあくまで二国間の国境問題という角度から、1962

年の紛争を扱うこととする。国境問題としての性格については、マクス

ウェルが早くから次のように的確に指摘している。「20世紀の中頃にイン

ドが独立したときにも、ヒマラヤの両端では依然として無人地帯が中印両

国を分離していたのである。両者の争いは、境界地帯（zones）を境界線

（lines）に変える必要から、そして、その方法について合意に失敗したこ

とから発生した」（マクスウェル 1972:	6）。近代以前に存在したのはフロ

ンティア（境界地帯）にすぎず、境界が線としてのボーダー（国境）にな

るのは正しく近代の現象である【3】。ただ、どうして合意に失敗したのか、

合意の失敗がどのようにして紛争を導いたのか、は改めて見極められるべ

き問題である。本稿では紛争へ至る過程は分析対象としないが、それに先

立つ合意の失敗の背景を検討し、そのことをつうじて中印双方の国境意識

の違いに光を当ててみることとする。

以下では、「1」として1954年から62年の中印関係を概観したうえで、

「2」として62年当時の中国の政策決定環境と、この期間におこなわれた

中国と周辺諸国との一連の国境画定との関係を考察し、中国側の国境に対

する姿勢を検討する。さらに「3」として、時間的には遡及することとな

るが、54年の「中華人民共和国とインド共和国の中国チベット地方とイ

ンドとの間の通商と交通に関する協定」（以下、「チベットに関する中印協

定」もしくは「54年協定」と略記）の締結交渉の比較をつうじて、主に
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インド側の国境に対する姿勢を検討することとする。最後に、双方の国境

に対する姿勢の検討をつうじて、それぞれの国境意識について若干の考察

をおこなうこととしたい。

１．中印関係の構造：1954–62

中印国境紛争といえば、まずはマクマホン・ラインと1914年のシムラ

協定との関連で論じられてきた。マクマホン・ラインこそがインドが声高

に主張する国境線である一方、中国が絶対に容認できない帝国主義の遺物

だからでもあろう。事実、マクマホン・ラインの正当性問題こそは、双方

の対立の象徴でもあった。また、マクマホン・ラインの根拠であるシムラ

会議とシムラ協定は、その代表者の資格や権限、調印された文書や形式の

法的有効性、さらに附属地図の価値について、国際法上の効力をめぐって

さまざまな問題を投げかけてくれる格好の材料であったことも、議論の重

心を引き寄せる理由になったのかもしれない。それに加えて、62年の主

戦場がマクマホン・ラインの位置する東部国境であったこともその背景を

なしていよう。しかし、後にも言及するとおり中印間の実質的な争点は、

マクマホン・ラインではなかった。真の争点は、西部国境アクサイチン

だったのである。

ここで中印関係の変遷を整理するために、二つの問いを発してみる。大

まかな言い方をすると、中印国境紛争は1959年と62年に起きている（59

年の国境紛争は正確には、8月のロンジュ紛争と、10月のコンカ峠紛争と、

2回ある。前者は東部国境であり、後者は西部国境である）。もちろん62

年の紛争の規模は遙かに大きいのだが、第1の問いは、中印兄弟関係が唱

われた54年と両国関係が大規模国境紛争に向かって後戻りができなく

なっていく59年との間で、中印関係を規定する国際・国内環境に何か変

化があったのかである。第2の問いは、同じように59年と62年との間で
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何か違いはあったのかということである。

まず、両国が平和五原則の熱狂に酔いしれた1954年と59年8月以前と

を比べてみると、どのような問題が浮かび上がってくるだろうか。

第1は、中国が1957年9月に新蔵公路を完成させることであり、58年7

月にインドがそれを確認したことである。58年8月からは双方の抗議の応

酬が始まり、12月になるとネルーが周恩来に手紙を書き、両首相の間で

書簡の往復が始まる。ネルーが国境問題を含む両国間の重要な問題は、54

年のチベットに関する中印協定ですべて解決済みとの立場を採ったのに対

して、周恩来は中印国境は未だ正式に画定されたことがないとの見解を示

す。こうして、それまで曖昧だった西部国境アクサイチンをきっかけとし

て、国境全体に対する論争が加熱していく。

第2は、1959年3月のチベット反乱とダライ・ラマのインド亡命である。

このできごとの後、双方の軍隊は国境線まで展開するようになり、接触の

機会が増えた分だけ、摩擦の生じる可能性も高くなった。このできごと

で、インドの世論にはチベットとダライ・ラマへの同情が大きく広がっ

た。また、事件は国際化され、敵対的な空気が醸成されていった【4】。中国

では、この反乱にインドがコミットしており、反乱失敗の結果チベットの

中立化という目論見が潰えたがゆえに、チベット反乱の後になってインド

が対中国政策を変えたとする言説が根強く語られている。米国の関与の度

合いと併せて、その言説の妥当性はにわかには断定できない。しかし、こ

の事件が、中印関係に破壊的な影響をあたえたことは確かである。

第3は、西部国境をめぐる対立がインドのメディアに報道され、前項の

チベット反乱の結果ダライ・ラマが亡命して反中感情がインド国民の間に

広まったこととも相まって、ネルーの政策が議会と世論によって縛られて

いくことである。特に1959年9月、インドの議会では最初の白書が明らか

にされ、それまでの経緯が議会と国民の目にさらされることになった【5】。

もっとも、この要素は議会が西欧型の機能を持たない中国ではほとんど注

意が払われていない。
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第4として、この時期は中ソ間の矛盾が徐々に広がっていく時期に相当

した。1957年11月にモスクワで開催された社会主義諸国首脳会議のため

に訪ソした折に、毛沢東は「東風圧倒西風」演説をおこなう。翌58年7月

の訪中の折にフルシチョフは毛沢東を激怒させる2つの提案（中ソ共同艦

隊の創設と中国国内の無線基地建設）をおこない、8月には第2次台湾海

峡危機が生じる。59年6月にソ連は中ソ国防新技術に関する協定を破棄

し、9月から10月のフルシチョフ訪中の際には共同声明すら発表されな

かった。中ソ関係の悪化が中印関係にどのように作用したかを具体的に判

断することは難しいが、少なくとも修復的な要素ではなかった。

第5として、中国国内の混乱がある。1958年5月には大躍進運動が始ま

り8月には人民公社化が推し進められていく。59年4月に劉少奇が国家主

席に就任したことは、この時点では伏線でしかないが、7月から8月にか

けては盧山会議がおこなわれ、共産党の党風は大きく変化していく。57

年5月の反右派闘争を嚆矢とする一連の動きが中国の政策決定環境に与え

た影響は想像の域を越えるものではないが、少なくとも、大躍進政策と自

然災害にともなう中国国内の混乱が、インド側の強硬政策の採用にかなり

の影響をあたえたことは確かであろう【6】。

つぎに、1959年と62年の違いだが、それも幾点かに及ぶ。

第1は、インドが1961年12月から特に西部国境において大規模な前進

政策を実行したことである。59年にも前進政策は存在したが、61年末以

降ほどに明確に組織的で挑発的ではなかった。62年の武力紛争を惹起し

た原因のひとつは明らかにインドの前進政策である。

第2は、1960年4月の中印首相会談の失敗である。この会談以降、両者

の意見のすりあわせは不可能になっていく。中国が東部国境を放棄する事

実上の東西交換論を提起したのに対し、国境は画定済みであり、交渉の余

地はないとするインドの姿勢は妥協の余地を残さないものだった。

第3に首相会談の失敗後、1961年1月に中国がパキスタンによる国境交

渉提案を受け入れ62年2月から交渉が始まったこと。ここに中パ連携に対
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するインドの猜疑心が強まることとなった【7】。

第4に、1959年の紛争に際してソ連がインドを支持したこともあって中

ソ関係はいっそう悪化し、米国のインド接近策もあり、良好な印ソ関係や

米印関係が、中国の目にはインドと米ソの緊密な結びつきにみえたこ

と【8】、などが挙げられる。

なお、ネルーの対中姿勢の変化が言われるが、その時期と理由について

は各種の見解がある。しかし、概ねこの時期にネルーの対中姿勢に変化

（対中国友好政策の放棄）があったとみられている。これが第5である【9】。

第6に、1962年という年は中国政治にとって、極めてデリケートな年で

あった。つまり、62年には1月に七千人大会があり大躍進政策について毛

沢東の自己批判がおこなわれる一方、9月の8期10中全会で毛沢東の巻き

返しが始まる。ことの真実は現在でも十分に明らかではないのだが、中印

紛争が武力衝突へとエスカレートする時期は、中国の内政にとって決定的

な時期にあたっていた。

なお、1954年のチベットに関する中印協定そのものが、実際には大きな

問題を胎んでいた。この点については、「3」での考察に委ねることとする。

２．周辺諸国との国境協定と中国の政策決定環境

マクスウェルはその大著のまえがきで、中国側については極めて限られ

た情報しか使用していないことに言及し、将来の中国の情報公開に期待を

表明している【10】。中国でも情報公開は急速に進んでおり、外交部は2004

年1月に「公開公文書閲覧所」［開放档案借閲処］を新設し、「秘密保持の

必要のなくなった文書」の機密を解除し公開を開始した。もっとも、現時

点では1949年の建国から65年までの文書が対象とされており、中印国境

紛争の時期はまだ公開の対象外であるとされる【11】。中国・ネパール関係

資料については1965年まで公開されてはいるものの、中印紛争について
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中国側一次資料の公開状況に大きな変化はない（2021年3月現在）。

このような状況にもかかわらず、その後の中国における冷戦史研究、と

りわけ冷戦期外交史研究の進捗とその成果に依拠しながら、当時の中国の

政策決定環境にある程度迫ってみることは可能である。その際、次の2点

が直接的な論点となる。1962年の中国の軍事行動は、見まごう事なき軍

事的勝者であった中国が一方的停戦と撤兵を実行したことで、あまりネガ

ティブには語られない。中国がその目指した目的を十全に果たし得たかに

ついては議論があるとしても、軍事作戦としては成功であった【12】。この

軍事行動に対する評価はここでは擱くこととする。検討すべきことは、こ

の年の2月末には、王稼祥・対外連絡部長によって、後に「三和一少」と

して批判されることになる穏健な外交路線が提起されていることである。

この三和一少政策（王稼祥自身がこの言葉を用いたわけではないし、当時

はこの名称で呼ばれてもいないがここでは便宜的にこの名称を用いる）を

62年当時の政策決定環境のなかでどう位置づけるか、それが第1の論点で

ある。次に、60年代前半、中国は周辺諸国と一連の国境協定に調印し国

境の机上画定	delimitationを（その後、国境条約・議定書も取り交わすこ

とで地上画定	demarcationも）終えている。この一連の交渉の背後にあっ

た政策決定環境をどう捉えるか、そしてこれらの成功した交渉と、決裂し

た60年4月の中印首相会談をどう評価するのか、これが第2の論点である。

中国の外交政策には1962年秋以降、大きな変化が見られるようになる。

その転換点は同年9月に開かれた8期10中全会であった。この8期10中全

会について考察するに先立って、建国直前の49年3月以来の中国共産党の

外交政策を簡単に振り返っておくのが適切である。建国に先立って49年7

月共産党は「向ソ一辺倒」という戦略的立場を対外的に明らかにするが、

同年3月に明らかにされた「部屋をきれいに掃除してから改めて客人を招

く［打掃乾浄屋子再請客］」という政策は、この大きな外交戦略の一部を

なしていた。もっとも、社会主義圏以外との交流を後回しにするというこ

の政策は54年に修正される。すなわち、同年7月7日に開催された政治局
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拡大会議において、米国が反共を口実にして「中間地帯」を征圧しようと

している以上、「中間地帯」こそが中国外交が発展する空間であり、その

指導方針が「平和共存」であるとされたのである。毛沢東は、翌8日に政

協常務委員会で外交政策に関する講話をおこなっており、そこでは外交の

指導方針が「国際平和統一戦線」であるとも明言している。このように

54年7月初旬に、中国外交政策・方針には大きな調整があり、「平和共存」

が表にでてくる。その背景には、54年6月25日から29日にかけて周恩来

がインドとビルマを訪問し、それにもとづいて共産党中央でなされた報告

が決定的な役割を果たしていた。周恩来のこの外遊は中国の指導者が建国

後初めてソ連陣営以外のアジア国家を訪問したものでもあった。平和共存

については、平和共存五原則という言葉がより一般的であり、周知のとお

り、周恩来とインドのネルーは54年にこの原則で合意に達し、さらに55

年のバンドン会議で高らかに唱い上げられたものである。つまり、54年7

月以降、中国外交は平和共存と国際平和統一戦線を基礎とした極めて穏健

な姿勢を持っていたと言うことができる【13】。

この穏健路線は1956年においても維持されており、また指導部に限ら

れたものではなく、全党的なコンセンサスにもなっていた。当然のことな

がら、内政ともリンクしていたのである。56年9月に開催された中国共産

党第8回党大会の時点で、中国指導層の対外政策の方向は、「世界の長期

的な平和を努力して勝ち取る」というものであった。「世界情勢は緩和に

向かっており、世界の長期的な平和にはすでに実現の可能性があるように

なったのだ」と指導層は認識していたのである【14】。この認識はジュネー

ブ会議やバンドン会議の「平和共存」の理念にそったものであったと言う

ことができる【15】。

ところが、この穏健な認識と方向はあまり時をへずして、再調整される

ことになる。穏健路線を急進化させたのは、中ソ関係の悪化と大躍進運動

であった。

平和共存路線が急進化していく背景に、東欧情勢の変化と、中ソ関係の
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悪化があった。1956年2月にスターリン批判があり、国際共産主義の路線

に一体性が失われることになった。さらに、同年の6月と10月にスターリ

ン批判の影響を受けてポーランドとハンガリーで反政府的な動きが生じ

た。特にハンガリー動乱は社会主義の団結に傷をあたえることになった。

その修復のために57年11月にモスクワ各国共産党会議が開かれ、ここで

意見の統一が図られた。そして、その最終宣言には「平和共存」が盛られ

たのだった。もっとも、平和共存は、ソ連と中国との間での妥協の結果で

あった。中国共産党の立場は、国際共産主義運動の戦略的問題は「世界革

命」であり、平和共存は対外関係を処理するための原則のひとつにすぎな

いというものであった。毛沢東は、ここでいったん妥協はしたのだが、モ

スクワ宣言の内容に不満をもち、その後中国国内の最高意思決定機関にお

いて、この点を何度も強調している。今回は平和共存で妥協したけれど

も、これを世界革命の原則であると認めることはできない。戦略的な問題

はあくまで世界革命なのだというのである。こうして、平和共存と世界革

命をめぐって、中ソの溝は拡大していく。毛沢東の中では、平和共存はソ

連に対する不信感と結びついていくのである【16】。

大躍進運動の視点からみると以下のような整理が可能である。1956年

のポーランド・ハンガリー事件のあと、中国は少なくとも、ソ連と東欧と

の間で調停者としてふるまうことができるようになった。そして、ソ連と

他の社会主義国との関係は、以前のような「指導・被指導の関係」であっ

てはならないと考えるようになり、少なくともソ連と中国との間には、こ

うした関係はすでに存在しないと認識するようになっていたのであった。

57年11月のモスクワ会議の時点では、中国共産党リーダーたちは、社会

主義陣営における自らの地位が上昇したことを、非常に強く意識するよう

になっていた。もっとも、指導・被指導の関係ではないとすると、ではど

のような関係でありうるのか。この問いへの答えは用意されていなかっ

た。こうして、中ソ関係は不安定化していくことになるが、57年春に開

始された民主整風と59年の大躍進とは、中国なりのやり方でこのような
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状況に対処を試みたものであった。特に大躍進は、極めて短い期間のうち

に、ソ連を超えて、毛沢東の考える共産主義の実現を目指したものである。

それが58年にわきあがった大躍進運動の目的であった。もっとも、「整風」

にしても「大躍進運動」にしても、どちらも失敗に終わった。前者は反右

派闘争を招き、実際に社会矛盾を激化させた。また、58年7月にフルシ

チョフが7月にポーランドで人民公社に対して批判的ととれる講演をした

ことで、毛沢東はソ連に対する敵愾心を強く持つようになっていった【17】。

このように、1957年11月のモスクワ会議における平和共存路線に、毛

沢東は不満だった。そして、そのことは中ソ関係の悪化と結びついて、中

国自身の平和共存路線にいっそう深い影響を与えていくことになった。58

年の大躍進政策、59年の廬山会議をへて、中国の平和共存姿勢は後退し

ていった。後述するとおり、対外環境への配慮や農業調整政策の影響もあ

り、60年から62年にかけて若干の再穏健化はあるものの、大局的に言え

ば、57年のモスクワ会議は中国外交政策が急進化していく転換点であっ

たのである【18】。

こうした背景のもと1958年2月には周恩来が外交部長を辞し、59年8月

には張聞天外交部常務副部長が解任された。張聞天は当時の状況にあっ

て、周恩来の後継者と目されていた人物である。59年8月下旬の全国外事

工作会議で張聞天が批判された後、10月下旬になって外交部は、張聞天

と平和共存思想とを批判する運動をおこなった。10月24日には外交部動

員大会が開かれ、改めて張聞天批判がなされた。外交部においてでさえ、

「学習小組」が組織され、外交の領域でどう大躍進運動を実行するかが討

論された。当時、「外交にも大躍進が必要だ［外交也要大躍進］」という言

い方がされさえしたのだった。62年になると、これも後述するとおり、

「三和一少」を主張したとして対外連絡部長の王稼祥が解任されている。

1958年の周恩来の外相辞任【19】、59年の張聞天批判、62年の王稼祥批判

は、平和共存路線が中国外交から姿を消していく一つの流れの上にあった

とみなすことができるのかも知れない【20】。こうした流れの最後の場面で、
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62年10月に中印国境紛争が起こる。平和共存五原則は結果的に中印紛争

を防ぐことができなかった。その意味において、中印紛争は、事実上、平

和共存五原則の破綻を意味していたのだった【21】。

1962年2月から10月のできごとは、内政と外交とのこうしたリンケー

ジの経緯のうえで、検討する必要がある。

ホワイティングは1975年に、「対外的事態それ自身のなかと同じく、内

的発展と外的発展の間の観察されたリンケージへの評価なしに、中国の政

策決定者が直面していた完全な状況を理解することは不可能である」と主

張し、大躍進の結果であり、それに続くソ連の援助引き揚げと自然災害に

よった3年間の経済危機について言及する（Whiting 1975:	 Introduction	

XIV）。この経済危機がおそらく指導層内部の政策をめぐる対立を生み出

したというのが彼の推測である（Whiting 1975:	21）。ホワイティングが

これらの現象に早くから注目していた点には敬意を表すべきであろう。趙

全勝は、もっとはっきりと次のように指摘している。「中国は革命政権で

あり、他国の革命家たちを支持しなければならないという毛沢東の思想

は、北京の最高指導者たちの間で支配的であった。しかしそれでも何人か

は、毛のこのような考え方にはっきりと異議を唱えた。61年から62年に

かけて、中国共産党中央書記局書記兼中央対外連絡部部長の王稼祥は、国

内経済発展に集中するため、また中国が当時直面していた経済的困難を克

服するために、中国の外交政策はより穏健であるべきだと主張した。王は

さらに62年に党内部で回覧された手紙のなかで、中国は、米国、ソ連、

インドとの関係を改善すべきだと提案した。彼はまた、第三世界の民族解

放運動に対する物質的支援を減らすべきだとも感じていた。劉少奇や鄧小

平を含む何人かのトップリーダーは王への支持を表明した。しかし毛沢東

は王を厳しく批判し、王の提案は『三和一少』だと決めつけた。『三和一

少』とは『三つの和解と一つの削減』、すなわち、米国率いる帝国主義と

の和解、ソ連率いる修正主義との和解、インドに代表される反動派との和
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解、民族解放戦争と革命運動に対する支持の削減、を意味した。王稼祥自

身は、のちに『修正主義者』のレッテルを貼られ、その指導的地位を追わ

れた」【22】。三和一少の提起は、インドに対する軍事行動についても、中国

の政権内に抑制的な力が存在し、その力が作用する可能性もまた存在した

ことを最低限意味している。

三和一少は、当時の中国政府の権力アリーナにおいて、どのような位置

にあったのだろうか。その外交史的位置は、本節の前半で振り返ったとお

りだが、同時に、1962年には内政上も重要な意味があった。62年は二重

の意味で特別な環境を構成していたのである。それはポスト大躍進の問題

処理にかかわる。62年1月から2月にはいわゆる七千人大会（拡大中央工

作会議）が開かれ、大躍進の失敗について限定的ながら批判的な総括がな

された【23】。一般には、劉少奇による控えめな毛沢東批判がなされ、毛沢

東の形式的な自己批判がおこなわれたとされる。詳細については中国の言

説でもトーンに違いがみられる。その後、2月に政治局拡大会議、5月に

中央工作会議が開催されるが、この期間には大躍進とからめて中央批判が

登場する。王稼祥対外連絡部長の外交問題に関する提言はこの期間の2月

末におこなわれた。この時期から考えれば、王稼祥の提言は同じ中央批判

の文脈に属するものである。

これらの批判は夏までのある時点で党中央、正確に言えば毛沢東の許容

する範囲を超えた。こうして8月6日から（8月下旬まで）中共中央工作

会議が北戴河で開かれると、毛沢東による反撃と巻き返しが始まる。それ

についだ9月14日からの8期10中全会も、この延長線上で考えられる。毛

沢東は8期10中全会の準備会議である北戴河会議で「三風批判」をおこな

う【24】。8期10中全会になると、毛沢東は修正主義批判と、外国と連携し

た国内の修正主義への批判を開始する。毛沢東は三風批判と三和一少批判

を結びつけてゆくのである。三風とは、一面的に大躍進の負の数値をとり

あげる黒暗風、人民公社に批判的で請負制に好意的な単干風、そして、名

誉復活にばかり熱心な翻案風であり、前二者は劉少奇を、後一者は鄧小平
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を批判したものだと解釈される。これにあわせて王稼祥の外交政策も批判

される【25】。8期10中全会では三風と三和一少は結びつけられ、批判され

ていった。ここでは批判される側に劉少奇や、鄧小平さえ含まれており、

文革の前哨戦とも呼べる色彩がないでもない。また、翻案の対象に彭徳懐

が含まれていると考えれば、それは盧山会議とも結びつく可能性を持って

いる。まさに、ホワイティングの指摘のとおり政策決定グループの分裂を

意味していたかもしれない。

章百家は、米国の強硬な封じ込め政策、スターリン批判後の中国の独自

路線、エジプトによるスエズ運河国有化以降の民族主義への評価等をその

背景として指摘する（章百家 1998:	421–433）。牛軍は、基本的にはこの流

れを否定しないが、彼は1960年1月の上海での政治局常務委員会拡大会議

に注目する【26】。すなわち、彼はここで対外関係に対する穏健路線が一度

復活したと考えるのである。それは、ビルマ、ネパール、北朝鮮などとの

国境協定の締結に結びつく。その理由は牛軍によれば、第1に、この時点

で大躍進の問題点は認識されてはいたものの、それは根本的な問題とは認

識されておらず、大躍進は将来も継続されるべき政策で、中国はそのため

にこそ平和な国際環境を必要とすると認識されたこと、また、第2に、当

時の反華浪潮に対して平和的に対処する必要があったためだとされる【27】。

このような視点に立つ牛軍にとって、62年の8期10中全会は、穏健化し

た外交政策の再度の揺り戻しであった。王稼祥批判がおこなわれているこ

とからも、その点は理解不可能ではない。もっとも、その理由は外交では

なく、大躍進に対する立場の違いに求められる。毛沢東の王稼祥批判も、

その具体的な外交政策よりも、むしろそれが提示した外交理念にあるとす

るのが牛軍の見解である（牛軍 2003:	27–32）。60年1月に穏健な外交路線

の復活があったことを認めるか否かにかかわらず、8期10中全会が中国外

交に大きな変質を迫るものであったことは首肯されよう。外交理念の変更

を規定したのは、外交的考慮や国際情勢であるよりは、反修正主義という

国内政治のロジックであり、国内修正主義と外国との連携に対する懐疑で
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あった。このような意味において、彼は62年の8期10中全会を、中国外

交政策の再度の「左旋回」のプレリュード（牛軍 2003:	23–24,	32–40）と

理解する。そして、翌63年には急進外交の三つの理念が出そろい、中国

外交は本格的に急進化していくのである。

第8期10中全会の開会が、中印国境紛争の1カ月前であるため、牛軍の

観点を認めるとすれば、われわれは8期10中全会以降の左旋回を、1962

年10月の対印軍事行動に結びつけたい誘惑にかられる。しかし、その立

証は現状では不可能である。牛軍自身も、その関連については否定的であ

る。それはあくまで外交理念の変更であり、その変更の具体的な政策への

影響は個別に検討を要する（牛軍 2003:	40）。実際、中印紛争についてみ

れば、外交方針全般の見直しとの関連なしでも、その展開は説明できよう。

中国の軍事行動は、まず何よりも前進政策に対して、それを制御すること

を目的とし、場合によっては、インドを交渉のテーブルにつけることを望

んでおり、当初より限定行動を意図したものだったからである【28】。

国境交渉に対する中国の姿勢は、強硬で過度なほどに歴史的根拠を持ち

出したものに思われがちである。しかし、この当時に限って言えば、それ

は係争点が戦略上（軍事的意味でも、エネルギー確保という意味でも）重

要な地域である場合に限られる。重要でない場合には、相手が友好国であ

る限りにおいては、対ビルマ国境や、対インド東部国境で見せたように、

面積の多寡にかかわりなく、中国には柔軟な対応を期待できる【29】。しか

し同時に、新蔵公路が横たわる西部国境アクサイチンについては、その戦

略的意義から中国の姿勢は強いものとなる。この地域と新蔵公路の確保

は、中国のチベット統治にとって不可欠の重要性をもっていた【30】。国境

に対する中国の姿勢には、戦略的判断が優先する。歴史的正統性の強調は

実際には状況に応じて、強くも弱くもありうるフレキシブルなものであっ

た。1960年1月の政治局常務委員会拡大会議以降の政策決定環境とその他

の周辺国との国境画定の状況から考えて、この年の中印首相会談におい

て、中国が妥協を求める意志は明確だった。実際に60年4月の中印首相会
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談に先だって、中国はネパールとも、ビルマとも国境協定に調印している。

もっとも、この中国の動きをインドは圧力と受け取った、とS.A.ホフマン

は指摘している（Hoffmann 1990:	85–87）【31】。中印間の国境はすべてが今

後の交渉によるというのが中国の立場であったが、国境はすべて画定済み

であるとするインド政府は交渉を拒んだ。62年においても、交渉を求め

る中国政府の姿勢はなお存続していたと思われる【32】。それは三和一少と

いう主張があったことからも見て取れる。しかし、中国は結局は軍事行動

を採用した。それが中国指導部の一致した見解にもとづいていたか、ある

いは対立を乗り越えての結果であったかについては、現状では判断するこ

とができない。

その後であるが、1963年から65年の期間、中国のアジア外交はいっそ

う急進化していった。そこでは平和共存に代えて世界革命が前面に出てく

る。世界革命について、中国側には3つの考え方があった。第1の考え方

は、「東風が西風を圧倒する［東風圧倒西風］」である。言い方を換えれば、

革命が反革命に勝つ、社会主義が帝国主義に打ち勝つ、社会主義陣営が米

国を凌駕し、このときに人民が反革命に勝利する、という考え方である。

そしてそれは、平和共存を唱える修正主義とは相容れないのであった。こ

の考え方は容易にソ連との対立を導くことになる【33】。このように、ソ連

が平和共存を打ち出していたことを強く意識して、中国は平和共存に対抗

する目的もあって、いっそう世界革命を強調するようになったのだった。

第2の考え方は、「二つの中間地帯」である。1963年9月に毛沢東はこ

の概念を用いて当時の国際政治情勢を構造的に説明している。もともと中

間地帯という考え方自体は40年代から中国共産党のなかに地政学的な観

点にもとづいて存在していた。けれども63年9月になると、第二中間地帯

を含めた二つの中間地帯ということで、アジア、アフリカ、ラテン・アメ

リカに加えて、欧州や日本といった資本主義の地域が中間地帯の概念のな

かに入ってくる。このことによって伝統的な中間地帯であるアジア、アフ

リカ、ラテン・アメリカといった地域における民族解放闘争がいっそう課
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題としての重要性を増し、世界革命の震源地として位置づけられていた。

これらの地域の人々はしたがって、中国が自陣営のなかに引き込む重要な

パートナーであるということになる（他方、第二中間地帯である欧州や日

本は資本主義国なので、統一戦線政策の対象ということになる）。

さらに、第3の考え方は、中国がこうした運動の中心にあるというもの

であった。中国の道［中国的道路］であり、中国流の社会主義の道を歩む

ことになるということであった。中国としてはこの中国型の道が理想的在

り方であり、それが理念化されていった。世界革命の中心は、もはやソ連

ではなく中国であるというのである。これは中ソの考え方が分裂してゆく

大きな原因でもあった。

この時期、これらの中国側の考え方はいくつかの形で理論化され、ある

いは文書化されていった。その形成点は1963年9月に求められる。63年

が転換点だったということの意味は、こうした理論的な面での結晶化が完

成し、一定の理念が形成されたということを意味する。こうした理論的な

準備が整ったうえで、具体的な行動がおこなわれていったのだった。

３．チベットに関する中印協定における国境問題

1954年の時点では双方は「中印兄弟関係／Hindi-Chini	Bhai-Bhai」と形

容される友好関係を演出した。インドの非同盟主義と中国の反帝国主義は

「平和共存五原則」によって結びつけられた。また、中国にとっては米国

による封じ込めに抗し、具体的には台湾海峡や朝鮮半島での圧力に対抗す

る上で、インドにとっては中国を友好的に封じ込め、またパキスタンの脅

威に対抗するために、さらに建国直後の双方はなにより国内建設のために

平和的国際環境を必要としていた。54年協定の時点では、中国はすでに

インドを友好国として処遇しているが、中国がいつの時点で対インドの基

本的態度を決定したかについては別途検討が必要とされよう。
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平和五原則の正式の提案については、1954年協定の中国側交渉担当者

だった楊公素の回顧録に記載がある。53年12月31日、周恩来首相が中南

海の西花庁で中印両国政府代表団を接見し、これによって54年協定の交

渉が正式に開始された。両国は53年中に交渉を開始することになってい

たのである。楊はつぎのように記録している。「会見が始まると、周恩来

総理はつぎのように述べた。中印両国人民はかねてより友好的であり、か

つて英領インド政府がチベットで享有していた特権は英帝国主義が中国を

侵略した不平等条約が造りだしたものであり、現在は適用できない。現在

両国は独立し、主権と領土完全の相互尊重、相互不可侵、内政の相互不干

渉、平等互恵、平和共存の原則のもとで両国の友好関係を発展させなけれ

ばならない。このたび両国の代表団がインドと中国のチベット地方との関

係の問題を交渉し、それらのすでに熟したあるいは未決懸案になっている

問題の解決に努めるにあたっても、これらの原則にそって進めなければな

らない。インド代表団の団長は周総理の提出した有名な2点、すなわち五

原則とすでに熟したあるいは未決懸案になっている問題を議論するという

ことに完全に同意した。後に中国の対外政策の基礎となる平和共存五原則

は、まさにこの度の接見の際に周恩来総理が最初に自分から提起したもの

である。その後協定の草稿を起草しているときに、われわれはこの五原則

を書き入れなかった。当時はこの原則は我が方が提出したものであること

を考慮し、協定のなかに書き込むことが無理矢理のようで気が進まなかっ

たのだ。けれどもインド側が協定の序文に正式にこの五原則を書き込むこ

とを提案したので、われわれは喜んでこれを受け入れた。このとき以来、

平和共存五原則は正式に国際条約のなかに書き入れられ、中印両国が遵守

すべき拘束力のある原則となったのである」（楊公素 1999:	215）。平和五

原則は周恩来が署名した50年2月の中ソ友好同盟相互援助条約の第5条に

すでに類似の表現があり、周恩来にその出発点を求めるのが中国では定説

である。その遠い起源は、社会主義と異なった体制間の共存を求めるロシ

ア革命後のレーニンの構想にまで遡るとされる【34】。
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平和五原則はこのように、中印間では1953年12月31日に周恩来によっ

て提唱された（もっともインドではネルーがその発案者とされてい

る）【35】。この交渉に参加した双方の外交官の回顧録等から、平和五原則

は、インド側が協定の条項にしようとしたのに対し、中国側が別のコミュ

ニケにしようとした結果、周恩来の意見で序文に入れられることになった

ことが知れる。平和五原則がこの協定に書き込まれたのが、インド側のイ

ニシアティブによることは明らかである。楊公素の回顧録から分かるとお

り中国側は最初、周恩来の提案によるものであるため遠慮がちに平和五原

則を54年協定の中に入れようとさえしなかった。このような理念性の高

い抽象的文言を、通商・交通協定の独立の条項にするのは不自然である。

インド側が独立の条項にしようとしたとすれば、それはそのことによって

抽象的文言に具体的な意味を持たせ、「領土主権の相互尊重」を強調する

ことによって国境問題を解決済みとする狙いがあったと推測することは可

能であろう【36】。協定の有効期間について、インド側が25年を提案し、中

国側が5年を提案した結果、最終的に8年で合意をみたが、このスパンの

短さがインド側の不審を招いたとされる（広瀬 1981:	58）。これに対し、

楊公素はもともと原案は10年で立案したところ（なお、筆者に対して、

楊公素氏は5年という提案はしていないと証言しており、この交渉のイン

ド代表団の副団長で後に駐米大使となるT.N.カウルの説明とは食い違っ

ている【37】）、周恩来が8年に変更したと説明している（Kaul 1979:	102;	楊

公素 1999:	215,	220）。周恩来は「我が国は経済回復に3年を要し、その後

さらにひとつ目の5カ年計画を実施し、8年後なら中央はチベット地方に

自主的な経済援助と建設を実施できる。したがって中印協定の有効期限は

8年とする」（楊公素 1999:	220）と述べたという。インド側が25年という

長期の有効期間を提案したことは、上述の領土問題での意図を勘案すると

説得力を持つようにみえる。

チベットに関する中印協定は1954年4月29日に調印された。この協定

交渉の際、双方は国境問題について話し合わなかった。国境問題は触れら
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れなかったばかりでなく、画定済みか否かは確認さえもされなかった【38】。

そして、インドは画定済みであると考え、中国は未画定であると認識し、

それぞれが一方的な解釈をしたことはその後の国境紛争の種を残すことに

なった。国境問題が将来持ち上がるかも知れないことには双方ともにある

いは気づいていた。しかし、ともかく双方はこの問題を争点としないこと

で協定の成立を確かなものとし、平和的な2国間関係を手に入れることを

望んだのだった（Liu 1994:	98:	松本 1962:	313）。インド側には、マクマホ

ン・ラインまで実効支配している以上、このまま現状が維持されれば国境

線は自己に有利という判断があったであろうし、チベットに英領インドが

持っていた特権を手放した以上、現状の支配線の国境化は当然の代償と考

えていたかも知れない（Liu 1994:	95:	松本 1962:	343）。なによりこの協定

によって、インドはともかく中国を友好的に封じ込めることに成功し、パ

キスタンを念頭に置いた軍事的脅威を大いに軽減させることに成功したの

であった【39】。半面、非同盟の旗手としてのインドは、中国との友好関係

を国際的な枠組みのなかに封じ込め拘束力を持たせるために、国連代表権

を含めて中国の国際的地位の向上のために尽力することになる。54年協

定は同時にチベットが中国の領土であることを確認しており、北京とラサ

の間で結ばれた51年の17条協約を国際的に承認したという意味を持つと

一般的には理解されている【40】。もっとも、インドには「チベットは中国

の自治的部分」という曖昧な理解があり、チベットとの直接的な関係を保

とうとする姿勢はその後も維持されることになり、その都度、中国の猜疑

心を煽ることになる。

この54年協定について、まず第1に確認しておくべきことは、この協定

をめぐる交渉では、国境問題は一切話し合われなかったということであ

る。にもかかわらず、インドは─後にネルーが主張するとおり─国境問題

を含む重要問題は、この協定ですべて解決したという立場に一方的に立っ

た。インドはこの協定の調印後に地図を改めるし、1954年秋のネルー訪

中時には中国の地図に対して抗議をしている。第2に、インドは少なくと



69法政理論第54巻第1号（2021年）

もこの協定の締結に際して、多大な譲歩をしたことである【41】。それがイ

ンドの一方的立場の根拠であったかも知れない。第3に、J.W.ガァー

ヴァーの言うとおり、この協定によって、インドはおそらく「チベットは

中国の自治的部分」という自己了解を持ったと考えられる（Garver 2001:	

52）。後述するとおり、この認識は多分に伝統的要素を残した国境観と関

連して、インドがチベットに対して直接的関係を求め続ける根拠となっ

た。第4に、序文に盛られ世界に喧伝された「平和五原則」の高い理念性

にもかかわらず、この協定はどこまでも通商・交通協定であって、何ら包

括的内容を持つ条約ではなかった。国境協定でなかったことはもちろんで

ある。

協定は結局、中印間の武力紛争の直前に満期を迎え、インドが再交渉を

拒否したため、1962年6月2日失効する（入江 1964:	242）。

むすびにかえて

中印関係は1960年4月の首相会談以降、後戻りのできないものになって

いった。東部国境については、中国にマクマホン・ラインをそのまま承認

する気はなかったが、実質的に妥協する用意があったことは、周恩来の訪

印直前に結ばれたビルマとの国境協定が証明している。もとより西部国境

アクサイチンで譲歩する余地はなかった【42】。中国の提示した妥協案は事

実上はアクサイチンとマクマホン・ライン以南の南斜面（当時のNEFA:	

The	North-East	Frontier	Agency［東北辺境特別区］）との交換である。

しかし国境は画定済みとするネルーの姿勢は堅かった。伊藤融はインド外

交はグローバルな場においては理想主義的な面をもつ修正主義の方向性を

もち、中国も含めた南アジア域内においては「現状維持」の立場をとって

きたとする（伊藤 2004:	67–68）。もっとも中国との関係においては、イン

ドの認識する現状は、中国には受け入れ難いものであった。54年の時点
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で双方はこの現状についての認識の相違をおそらくは意識的に明らかにせ

ず、国境問題を素通りした【43】。しかし、その素通りを一方は解決と理解

し、他方は先送りと理解した。この相違は西部国境の争点化によって素通

りしたままにしておくことが不可能になる。59年以降のチベット情勢の

急迫はこの情況をさらに抜き差しならないものとしていった。インドが本

格的な前進政策をとったのは、61年2月からである。そしてこの挑発的な

政策が、中国の全面的反撃を引き出すことになった【44】。

中印紛争には多くの謎がある。そのなかで最も重要な問題の一つは、

1960年の首相会談で、遡っては58年からの書簡交換の過程で、ネルーは

なぜ国境問題で妥協できなかったのか、という疑問である【45】。それは、

インドがなぜマクマホン・ラインの正当性に固執し、西部国境にいたって

はより強硬なラインにこだわったのか、と捉え直してもよい【46】。

インドは植民地の地位から独立を勝ち取ったが、独立してしまえば、新

生インドにとって英領インドの承継国地位は当然の前提であった。英領イ

ンドの遺した国境はなにより自らに有利なものであった。また1935年の

インド統治法以降相当の期間を通じてインド人は英領インドの地方政権を

組織し、ある程度英領インドにアィデンティティを持ちえた。さらに英領

インドの版図こそが自分たちが苦しい闘争によって勝ち取った国境であ

り、その意味ではこの版図は彼らにとって既得権としての意味を持ってい

たことが考えられる。期を同じくして成立したアジアの二大新興国、と

いった表現は人口に膾炙していると言えるが、「強い大英帝国を承継した

新生インド」と、「弱い中華民国を承継した新中国」にはその領土主張と、

そこから生じる外交姿勢について当然の違いがあった。しかも最終的な権

力の移譲に際して交渉による穏当な独立という経緯をたどったインドは

いっそう過去との承継の立場に立った。他方、内戦という極限的な形態を

とらざるをえなかった解放の結果、中国の承継意識は選択的な性格を帯び

ることになった。中印紛争の考察は、二つの国の歴史的背景の違いを大い

に際だたせてくれる。
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中国とインドそれぞれの持つ国境意識の差異は、こうした基本的条件の

違いに、さらに別の色合いを与えることになった。まず、清末以来、列強

による領土の割譲という痛みを経験してきた中国には国境問題処理につい

て現実的な認識があったのに対し、インドは植民地にはなったが─逆説的

な言い方だが─それゆえに版図の割譲という痛みは経験しようがなかっ

た。そもそも英領インド以前には、インドにナショナリズムはもとより、

統一した政治的実体があったかも疑わしい。他方、北洋軍閥の北京政府に

とっても、南京の国民政府にとっても、中華人民共和国政府にとっても、

中国を侵略する力は国境の外にあり、国境は観念の上においても、現実に

も、常に対外的な攻防の行われる場所であった。国境はつまり交渉の対象

であり、交渉可能なものであった。国民会議派は英帝国主義と熾烈な闘い

を展開したが、インドにとって独立闘争の相手は、同じ領土を共有してお

り、会議派の指導者に国境交渉の必要はなかった。彼らにとって国境と

は、受け継いだ（と認識する）ものをあるがままに受け入れたもの以外で

はありえなかったのである。その限りではインドの指導者に、国境に対す

る中国指導者のような現実的な認識と経験が欠けていたことは否めない

（パキスタンの分離独立は痛みではあっても国境の侵害ではなかった）。こ

の意識のありようと未経験はS.A.ホフマンの言うインド・ナショナリズム

の歴史主義と結びついて、非妥協的な強硬論を支えたのかも知れない【47】。

双方にとって相手の主張する国境線は受け入れ難いものであったが、交渉

もなしに国境線は画定済みとするインドの主張は、中国にとってはいっそ

う受け入れ難いものであり、未画定である両国間の国境は交渉によって画

定されなければならなかったのであった。

次に、国民国家としての性格について見てみると、中国の方がよりその

理念型に近かったと言える。確かに今日ではすでにともに10億を超す人

口を有する両国がもともとネイション・ステイツの標準サイズを遙かに超

えていることは言うまでもない。しかし、清末・辛亥革命以来、中国政府

は限定的ながらも常に国家主権を行使する立場にあり、国民革命以降は確
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実に均一な国民国家の建設を目指してきた。中国の前近代王朝が分権的封

建制ではなく集権的家産制をとっていたこともネイションの形成に有利に

作用したことだろう。辺境地域に対して中国が主張したのは宗主権ではな

く主権であり、册封体制はすでになく、付庸国は現実としても観念として

も払拭され、保護国という観念は希薄であり、辺境は領土であるか領土以

外のものであるかしかないという、ある意味では国民国家の苛烈な国境意

識が成立していた。これに対し、会議派のインド人指導者は1947年にやっ

と独立を手にし、それまで地方政権に参与したことはあっても、このとき

初めて主権を手にしたのであった【48】。独立インドは英領インドの正統な

承継国であった。しかし、この英領インド＝インド帝国は、帝国ではあっ

ても国民国家ではなかった。藩王国を併合しNEFAを設置したことに見

られるとおり、新生インドが国内統合を進め国民国家を目指したことは確

かである。しかし、昨日まで帝国だった英領インドを承継したことは、直

接・間接に国家の性格とリーダーの意識に影響を与えた。フロンティアに

おける英領インドの国境意識たるや、希望的ラインと実際支配ラインとが

必ずしも一致せず、主権と宗主権を自らの都合に合わせて使い分ける変則

的伝統を持っていた。インドの指導者は、この帝国の国境意識の伝統をも

不可避的に承継せざるを得なかった。対中国では、当事者の一方である中

国が承認していないシムラ協定とマクマホン・ラインの正当性へのこだわ

りには、大英帝国の立場の野心的継承（大英帝国が構想しながら実現でき

なかったラインの確保＝現状維持を装った拡張主義）と考えられる面が多

分に見え隠れする。西部国境では当初ネルーの姿勢は曖昧だったことが知

れるが、結局この立場は放棄され、より強硬な国境主張にシフトされてし

まった【49】。対ヒマラヤン・ステイツでは、ネパールやブータンに対する

独自な保護者然とした立場の維持、さらに、シッキムに対する態度とその

最終的な併合という動きは、国民国家ではなく帝国のものである【50】。ま

た、中国の主権を認めながらチベットとの直接的な関係を志向し続けた姿

勢にもその意識がうかがえるように思われる【51】。冒頭紹介したように、
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中印国境の問題は無人地帯だったフロンティアがボーダーに変質するプロ

セスで生じた現象という一面を持った。しかし同時に、ボーダーに対峙す

るリーダーの意識と国家の性格も同じく変質するプロセスにあったのであ

る。その変質の程度とそこから生じる国境意識についても、中国とインド

にはなおかなりの質的な違いがあったと言うべきであろう。
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2003、J.ブラック『地図の政治学』青土社,	2001

【4】劉ははっきりとチベット反乱を破壊的要素と位置づけている（Liu 1994:	
25–26）し、例えばN.ジェトレーはいま少し穏当な表現ながら「1959年初め
のチベットでの反乱は、結果から見ると、中印友好の終わりの始まりを示
している」（Jetly 1979:	 79）と、やはりチベット反乱を転換点とみている。
もっとも、M.T.フレィヴェルは、1959年9月8日の政治局決定に見られるよ
うに、チベット反乱による不安定化が、中国のリーダーを妥協と交渉に向
かわせたことを、指摘している（Fravel 2004:	90–91,	117）。

【5】この白書が議会と世論に与えた影響、および議会での答弁については、以
下を参照のこと:	Jetly 1979:	85–127

【6】ホフマンは、大躍進の失敗、1959年から62年の干ばつ、チベットを服従
させようという継続的な努力のために、中国が近い将来取りうる選択肢は
限定されており、前進政策に対して反撃してこないだろうと、ネルー首相、
メノン国防相、マリク情報局長官は確信していたとしている（Hoffmann 1990:	
120–121）。

【7】中国とパキスタンの軍事的連携はインドにとっては安全保障上2つの正面
をつくる危険を持った（Garver 2001:	188）。

【8】J.W.ガァーヴァーは、1960年4月の包括提案が拒否された時点で、中国は
インドと米国が、対中国でソ連と共謀していると判断したとしている

（Garver 2001:	57）。
【9】たとえば、ホフマンはネルーの中国に対する態度の変化を、1959年10月

のコンカ峠事件以降と考えている（Hoffmann 1990:	59,	62,	83）。
【10】ホワイティングはマクスウェルの業績を高く評価しながらも、この点に

ついてその著作のアンバランスを指摘している（Whiting 1975:	 250,	
Introduction	Note9）。
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【11】中国外交部の開放檔案借閲処については次のURLを参照のことhttp://
www.fmprc.gov.cn/chn/wjb/zzjg/dag/xgxx/t58711.htm。中国外交部の檔
案は、中印関係については1952年までが公開の対象である。52年までの文
書については、雲南大学インド研究所所長戴超武教授が詳細な資料集『中
国周辺国家対華関係檔案系列　印度巻』を作成している。同資料集は現在、
その目録のみが華東師範大学冷戦国際史研究所のHPにて閲覧が可能であ
る。以下を参照されたい：http://ccwihs.ecnu.edu.cn/_upload/article/
files/74/c1/d5a1870b46c38cc43b30f5eb00d2/cc4bbbbb-aafa-47c4-a158-
31fd46b1e5ca.pdf

【12】ガァーヴァーは、インドと対比して次のように指摘している。「1962年
の衝突によって実際に起こったことは、一方的に中国に好ましい優越性の
結果ではない。それは、むしろ、インドが軍事活動の現実を無視する極め
て無責任なリーダーを有していたのに対し、中国が自国の有するすべての
優越性を把握していた政治的・軍事的リーダーを持っていたという事実の
結果なのである」（Garver 2002:	 127）。もちろん、政策としての評価はスタ
ンダードをどこに置くか、また、どの程度のタイムスパンで考えるかによっ
て異なる。このできごとは、今日にいたるまで60年近くにわたって中印関
係改善の棘となっているし、インドが核開発を決断した出発点とも見られ
ている。

【13】この部分の論述は牛軍の分析に依拠している：牛軍／真水康樹訳『中国
外交政策決定研究』（千倉書房，2021）230–232頁

【14】「中国共産党第八次全国代表大会関於政治報告的決議」1956年9月27日，	
中共中央弁公庁編『中国共産党第八次全国代表大会文献』（人民出版社，
1957）810頁

【15】この部分の論述は牛軍の分析に依拠している：牛軍，前掲，357頁
【16】牛軍，同上，346頁
【17】牛軍，同上，357頁。また以下を参照されたい：沈志華主編『中蘇関係

史綱』（中国社会科学出版社，2012）164–166頁，196–205頁；毛沢東「同蘇
駐華大使尤金的談話」1958年7月22日，中華人民共和国外交部，中共中央
文献研究室『毛沢東外交文選』（中央文献出版社，世界知識出版社，1994）
251–262頁および324頁

【18】牛軍，同上，343頁
【19】周恩来の外相辞任の直接の理由は、1955–57年のジュネーブでの大使級

会談で目に見える成果を出せなかったことによると推測される。
【20】王稼祥は、建国後すぐに外交部副部長に就任する（1959年まで）。副部

長兼任のまま病気で帰国する50年夏までは、初代駐ソ連大使であり、51年
から62年まで中央対外連絡部長の職位にあった。56年には中央書記処書記
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に選出されてもいる。文革直前の66年3月に一度中央外事小組副組長に任
命されるが文革で失脚し、73年に第10回党大会で中央委員に再選されてい
る。

【21】この部分の論述は牛軍の分析に依拠している：牛軍，前掲，357–358頁
【22】趙全勝／真水康樹，黒田俊郎訳『中国外交政策の研究』（法政大学出版会，

2007）45–46頁。なお、趙全勝はこの論述にあたって、以下の著作を参考文
献にあげている：王力『現場歴史』牛津大学出版社、1993。王稼祥の提案
については、以下も参照されたい：張沱生 1993；叢進 1996:	 481–510（第
13章）；李捷 1998:	509–510；章百家 1998:	438；牛軍 2003:	37

【23】七千人大会については以下を参照；張天栄 1986；叢進 1996:	403–433（第
10章）；李捷 1998:	502–503；牛軍 2003:	38–39

【24】三風批判については以下を参照；叢進 1996:	 511–530（第14章）；李
捷 1998:	503–504；牛軍 2003:	39

【25】ただしこの時点では「三面和一面少」という表現が使われていたようで
ある。毛沢東は、後に1964年にこれに「三闘一多」を対置したとされる（李
捷 1998:	 512）。また、三和一少批判は文革中さらに「三降一滅」批判へと
エスカレートする（張沱生 1993:	181）。

【26】1960年1月、上海での政治局常務委員会拡大会議について、牛軍が依拠
する資料は呉冷西『十年論戦─1956–1966中蘇関係回憶録（上・下）』（中央
文献出版社,	 1999）である。該当個所は236–248頁。呉冷西は当時人民日報
の編集責任者であり、社説を書く必要から党中央の最高レヴェルの政策決
定会議に常時列席し、この会議で唯一メモを取ることを許されていた。そ
のため呉の回顧録は非常に正確なものであるとされる。

【27】1960年代前半の中国と周辺諸国との間で締結された一連の国境協定・条
約・議定書と反華浪潮との関係については、日本の論者も指摘している。
坂本	1980:	222–223；村井	1992:	32；アジア・アフリカ国際関係研究会,	1967:	
137–138,	 196（坂本，大畑）を見よ。なお、対モンゴル国境での中国の大幅
な譲歩（アジア・アフリカ国際関係研究会	1967:	137,	167（坂本））には中印
紛争が影響している（筆者が2004年秋に北京で行われた国際シンポジウム
に出席した際、モンゴルの複数の専門家からはそれを肯定するコメントが
あった）。

【28】楊公素氏は、最終的な真実は高いレヴェルに眠っていると指摘しながら
も、「われわれはまず押しとどめる［防止］必要があったのだ」と筆者に証
言している（2004.11.10）。同氏は中共中央駐チベット外事処の初代処長であ
り、その後外交部アジア局副局長、駐ネパール大使、駐ヴェトナム大使な
どを歴任した。同氏は1951年11月のラサ着任から63年3月の離任まで、中
共中央の駐チベット外事機構（その具体的な名称は何度か変更されている）
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の責任者の地位にあり、周恩来・ネルーの「平和五原則」発表に連なるチ
ベットに関する中印協定の交渉や、59年・62年の国境紛争にともなう外交
交渉などに参加した。同氏『当代中国外交理論与実践（1949–2001）』第8章

「中印関係与西蔵問題」については次の邦訳を参照されたい：楊公素／真水
康樹，諸橋邦彦訳「中印関係とチベット問題」『環日本海研究年報』第12号,	
2005年3月

【29】フレィヴェルは、1949年以来23件の領土問題のうち、中国は18件を平
和的に解決しており、たいていの場合、論争となった領土のうち、50％以
下しか獲得していないとし、「中国は領土紛争において、一般に信じられて
いる以上に、協調的で、平和的である」と指摘している（Fravel	 2004:	
2–4）。もっとも、この秀逸な研究があくまで2004年時点のものであること
には留意しなければならない。

【30】「1950年代と60年代には、アクサイチンを経由する道路は、中国のチベッ
トに対するコントロールにとって極端に重要だった」（Garver 2001:	86）。

【31】インドの外務次官を長く務めたJ.N.ディクシットは、中国とネパール、
ビルマの関係強化を、ネルーは戦略的なインド封じ込めのきざしと理解し
たとしている（Dexit 1998:	62）。

【32】ラオス中立宣言が採択されたジュネーブ国際会議（1962年7月）の際に、
陳毅外交部長兼副総理、章漢夫外交部副部長、喬冠華外交部長補佐等中国
代表団とインド側K.メノン国防相とA.ラルの間で3回の意見交換があった
ことを、インドの国連代表だったラルが明らかにしている。この際、陳毅
は新蔵公路を中国側に残す条件で、アクサイチンの分割を打診したという。
この打診に対して本国に照会したところネルーがニューデリーに居なかっ
たために回答が遅れ、結局はそれ以上の会談にならなかった。また、この
接触がメディアに漏れ、議会で追及されたところ、ネルーは接触の事実を
否定した。ラルはネルーのこの答弁は中国側から交渉の拒否と理解された
だろうとしている（Lall 1981:	 156–157）。もしこの提案が事実だったとすれ
ば、それは中国の交渉への意思を証拠づけるものだろうが、確認は困難で
ある。もっとも、K.ナヤールが伝聞情報としながらも、同様の提案をメノ
ン国防相がジュネーブへ赴く前におこない、中国側が受け入れたことに言
及しており、ジュネーブ会議と前後して、このような案が存在したことは
推測される。ナヤールはインド側が結局、提案を撤回したとしている

（Nayar 1969:	 136）。なお、前提条件なしに閣僚級のインド代表団を北京に
派遣する─それは、インドの地図が規定する国境線から中国が撤退しない
限り交渉はありえない、という立場の変更を意味した─ことを、インド側
が提案し、陳毅外相によって拒否されたとされる（Banerjee 1990:	 51–52）
が、それは8月6日から8月下旬にかけて開かれた北戴河での中央工作会議
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の直前にあたる。
【33】ソ連との立場の違いはまずは、いわゆる「九評」のなかの第1回論文に

見ることができる。1963年9月から64年7月にかけて、ソ連を批判する、あ
るいはソ連に対抗する全部で9篇の論文を中共中央は発表するのだが、これ
らを総称して「九評」とよぶ。その第1回論文として書かれたのが「ソ連共
産党指導部とわれわれとの意見の相違の由来と発展」である。これはまさ
に世界革命を唱えた文書で、平和共存路線にきわめて批判的な立場をとっ
ていた。帝国主義に反対することこそわれわれのやり方で、ソ連の修正主
義は現実を正しく認識していないという指摘からこの論文は始まっていた。

【34】蘇岩 1989:	157–158を参照。
【35】たとえば、T.N.カウルは平和五原則をネルーの発案によるとしている

（Kaul 1979:	 96）。平和共存五原則は、周恩来とインドのネルーが1954年に
合意をし、そして55年のバンドン会議で高らかに唱い上げられたものであ
る。本文にみられるように、平和共存五原則はもともと周恩来の発案によ
るはずなのだが、今日でも多くのインド人、特にインドの外交官や海外を
含むインド外交の研究者の間では、ネルーの発案によるという誤解がある。

【36】平和五原則は、他方で、中国にとってはチベットに対する内政不干渉を
意味したとガァーヴァーは指摘する（Garver 2001:	51）。

【37】楊公素氏に対する筆者のインタヴューによる（2004.11.10）。
【38】中国は1954年4月23日の章漢夫・ラガバン会談で未画定の旨を確認済み

との立場だが、インド側はそうは理解していない。「中華人民共和国外交部
の中国駐在インド大使館への照会：1959年12月26日」『中印国境問題文献集』
1960:	 45。インドは話し合われなかったことをもって、画定済み（＝話し合
う必要がなかった）の根拠としている。

【39】この意味において、インド側にとって「五原則が協定の中でうたわれた
ことは、インド外交の一大勝利であった」（広瀬	 1981:	 59）とされる。しか
しその成功は、国境問題を素通りしたことの意味を双方が正反対に理解す
るという致命的な問題を胎んでいたし、中国に対する平和共存政策として
の面は、やがて西部国境の争点化にともなって動揺し、インドの前進政策
によって自壊していく。友好による中国封じ込め政策は、S.ゴパールによれ
ば、ネルーの構想による（広瀬 1981:	 57–58；Gopal 1980:	 43–44、またマク
スウェル 1972:	154）。

【40】この協定では「中国のチベット地方	Tibet	Region	of	China」という表現
が繰り返し使われており、中国は自らの主張を国際協定のなかに明文化す
ることに成功した。後にネルーは、国境さえ確定しないままに、緩衝国チ
ベットを中国に譲り渡したことを議会で批判されることになる（Jetly 1979:	
90–91）。
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【41】外務省アジア局第二課『西蔵に関する中印協定（仮訳）』のはしがきには、
つぎのようにある。「外国電報もほとんどすべて『この協定は印度の一方的
譲歩によって成立したものであり、印度は何ゆえ、かくも中共に譲歩しな
ければならないのであろうか』と述べている」。

【42】もっとも中国がさらに譲歩しようとした可能性については本稿註27で指
摘したとおりである。

【43】カウルは後年、「問題は双方によって慎重に曖昧なまま残された」と述懐
している（Kaul	2000:	63）。

【44】もちろん前進政策だけを規定的な要因と断定することはできない。中国
の政策決定環境の変化もあわせて考察する必要がある。

【45】1960年4月になぜ、インドは中国の東西交換論を受け入れなかったのだ
ろうか。この点について、ガァーヴァーは二つの理由をあげる。まず第1に
中国のアクサイチン領有は不当だと考えられたこと、また、譲歩は国境が
確定されていないという中国の主張を正当化しかねず、結果的に中国の要
求をエスカレートさせかねないと考えられたことである（Garver 2001:	
102）。また、第2にインド領としてすでに決着済みであると自らが認識する
マクマホン・ライン以南の南斜面地域を交換対象に持ち出されたことも不
当と理解されたことだろう（マクスウェル 1972:	 174–175）。これは不幸な
すれ違いだった。なぜなら、ホフマンも指摘しているとおり、ネルーは59
年の8月から10月まではアクサイチンについて、国境の未画定を主張し続
けており、この時期であれば相互の領土的譲歩を求める中国の提案は受け
入れられていたかも知れないからである（Hoffmann 1990：73–74）。

【46】ジョンソン・アーダウ・ライン（1865／1887）は、ほぼインドの主張に
沿ったものであり、アクサイチン一帯をインド領とし、両国の国境をクン
ルン山脈に求める。マカートニー・マクドナルド・ライン（1899）は中国
の主張線に近いものであり、このラインでは国境は基本的にカラコルム山
脈であり、アクサイチン（クンルン山脈とカラコルム山脈の間の領域）の
大部分が中国側に入り、新蔵公路は中国領となる。1947年にはインドはカ
ラコルム山脈をインドの北限と認めていたようだが、インドの公式地図は
47年から54年の期間、アクサイチン一帯を未確定としていた。ホフマンは
53年にはマーカートニー・マクドナルド・ライン案が放棄され、主にネルー
のイニシアティブで、アクサイチンがインド領とされた（つまり、ジョン
ソン・アーダウ・ラインが採用された）としている（Hoffmann 1990:.	25）。

【47】ホフマンは、当時のネルー政府における「インド・ナショナリズム」の
存在を指摘する。それは英領インドの範囲すら超えるものであった。ホフ
マンは中国が戦略的な国境を想定したのに対し、インドはこの強力なナショ
ナリズムにもとづいて歴史的国境を対置したという見方を示している
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（Hoffmann 1990:	 30）。なお、双方のナショナリズムの性格の違いについて
は以下を参照されたい：真水 2006:	159–168

【48】たとえばM.S.バッタチャルジーの次の見解を参照；「1947年にはフロン
ティア／ボーダー問題を熟知し経験をもったインド人をみつけるのは困難
だった。なぜなら、意思決定と政策決定に携わったことのあるインド人な
どいなかったからである。中国は反対に、その主権を完全に失ったことは
なかったし、フロンティアとボーダー問題を扱うのに長い経験を持ってい
た」（Bhattacharjea 2002:	432）。

【49】本稿註40を参照されたい。
【50】1949年8月のインド・ブータン条約、50年12月のインド・シッキム条約

によって、両国はインドの保護国とされ、インドは英国の権限を引き継ぎ、
両国の外交権を代表することになった。インド・ネパール平和友好条約（こ
の条約には安全保障や武器輸入についての秘密交換公文があった）は59年7
月に締結されている。ガァーヴァーは、インドはチベットに代えてネパー
ルを対中国の緩衝地帯とみなすようなったとしている（Garver 2001:	140）。

【51】インドの主張する現状維持は英領インドの承継にともなう自らに一方的
に有利な、そして自らの認識する現状である。他方で、「中国の拡張主義」
という言説は一見説得力がある。ネルーにも同様の認識があったとされる
が（広瀬 1981:	 56,	 57）、チベット領タワンに対して一方的な現状変更すな
わち、拡張主義を行ったのはむしろインドである、という見解も成り立ち
うる。
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