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はじはじはじはじめにめにめにめに        マハマハマハマハーーーートマ・ガンディーは
トマ・ガンディーは
トマ・ガンディーは
トマ・ガンディーは、、、、インドのインドのインドのインドの独立運動独立運動独立運動独立運動のののの中中中中にいなにいなにいなにいな

がらもがらもがらもがらも、、、、インドをインドをインドをインドを軸軸軸軸としてとしてとしてとして常常常常にアジアやにアジアやにアジアやにアジアや中東中東中東中東、、、、さらにはアフさらにはアフさらにはアフさらにはアフ

リカのリカのリカのリカの動動動動きをきをきをきを視野視野視野視野にににに入入入入れていたれていたれていたれていた。。。。１９３１１９３１１９３１１９３１年年年年のののの終終終終わりにスイわりにスイわりにスイわりにスイ

スでのスでのスでのスでの会合会合会合会合でででで、、、、エジプトはエジプトはエジプトはエジプトは独立独立独立独立することがすることがすることがすることができできできできるかとるかとるかとるかと聞聞聞聞かれかれかれかれ、、、、

「「「「インドがインドがインドがインドが独立独立独立独立すればエジプトは
すればエジプトは
すればエジプトは
すればエジプトは自動的自動的自動的自動的にににに独立独立独立独立するするするする。。。。インドインドインドインド

のののの独立独立独立独立とはそれほどとはそれほどとはそれほどとはそれほど巨大巨大巨大巨大でででで影響影響影響影響のののの大大大大きなきなきなきな出来事出来事出来事出来事なのでなのでなのでなので、、、、どのどのどのどの

国国国国もももも新新新新しいしいしいしい生命生命生命生命のののの力力力力をををを感感感感ずるだろうずるだろうずるだろうずるだろう」」」」とととと答答答答えたなどはえたなどはえたなどはえたなどは、、、、そのそのそのその

例例例例であるであるであるである。。。。第二次大戦第二次大戦第二次大戦第二次大戦のののの後半後半後半後半にはにはにはには、、、、アフリカのアフリカのアフリカのアフリカの黒人諸国黒人諸国黒人諸国黒人諸国をををを指指指指

してしてしてして、、、、インドのインドのインドのインドの独立独立独立独立はははは彼彼彼彼らをらをらをらを希望希望希望希望でででで満満満満たすだろうとたすだろうとたすだろうとたすだろうと言言言言っていっていっていってい

るるるる。。。。このこのこのこの時期時期時期時期にはにはにはには連合軍連合軍連合軍連合軍のののの一部一部一部一部としてとしてとしてとして多多多多くのくのくのくの西西西西アフリカアフリカアフリカアフリカ出身出身出身出身

のののの黒人兵黒人兵黒人兵黒人兵がインドにがインドにがインドにがインドに駐留駐留駐留駐留していたがしていたがしていたがしていたが、、、、マドラスマドラスマドラスマドラス（（（（チェンナチェンナチェンナチェンナ

イイイイ））））でガンディーにでガンディーにでガンディーにでガンディーに面会面会面会面会したしたしたした彼彼彼彼らはらはらはらは多多多多くのくのくのくの質問質問質問質問をををを彼彼彼彼にぶつけにぶつけにぶつけにぶつけ

たというたというたというたという。。。。いまいまいまいま中東中東中東中東がががが話題話題話題話題になっているので
になっているので
になっているので
になっているので、、、、ガンディーのガンディーのガンディーのガンディーの

中東認識中東認識中東認識中東認識とととと今今今今にいたるにいたるにいたるにいたる中東中東中東中東へのへのへのへの彼彼彼彼のののの影響影響影響影響をみておくことは
をみておくことは
をみておくことは
をみておくことは意意意意

味味味味があるとがあるとがあるとがあると思思思思われるわれるわれるわれる。。。。    

パレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ問題問題問題問題にににに関関関関するガンディーの
するガンディーの
するガンディーの
するガンディーの発言発言発言発言    

    インドではインドではインドではインドでは１９２０１９２０１９２０１９２０年前後年前後年前後年前後にキラーファトにキラーファトにキラーファトにキラーファト運動運動運動運動がががが起起起起こってこってこってこって、、、、

トルコのカリフトルコのカリフトルコのカリフトルコのカリフ制制制制のののの維持維持維持維持をををを要求要求要求要求したしたしたした。。。。ガンディーもヒンドゥ
ガンディーもヒンドゥ
ガンディーもヒンドゥ
ガンディーもヒンドゥ

ーとムスリムのーとムスリムのーとムスリムのーとムスリムの間間間間のののの融和融和融和融和をををを進進進進めるというめるというめるというめるという見地見地見地見地からからからから、、、、このこのこのこの運動運動運動運動

にににに熱心熱心熱心熱心だっただっただっただった。。。。しかししかししかししかし肝心肝心肝心肝心のトルのトルのトルのトルコがトルココがトルココがトルココがトルコ人人人人をををを主体主体主体主体とするとするとするとする

世俗的世俗的世俗的世俗的なななな共和国共和国共和国共和国というというというという道道道道をををを選択選択選択選択したためしたためしたためしたため、、、、このこのこのこの運動運動運動運動はははは下火下火下火下火にににに

なってなってなってなって、、、、ガンディーがガンディーがガンディーがガンディーが中東中東中東中東にににに関関関関してしてしてして発言発言発言発言するするするする機会機会機会機会もしばらくもしばらくもしばらくもしばらく

はははは消消消消えたえたえたえた。。。。それはそれはそれはそれは彼彼彼彼がががが１９３１１９３１１９３１１９３１年年年年のののの第第第第２２２２次円卓会議次円卓会議次円卓会議次円卓会議にににに出席出席出席出席すすすす

ることによってふたたび
ることによってふたたび
ることによってふたたび
ることによってふたたび訪訪訪訪れたれたれたれた。。。。そのそのそのその時時時時からインドからインドからインドからインド独立独立独立独立のののの前前前前

夜夜夜夜にかけてにかけてにかけてにかけて彼彼彼彼はパレスチナはパレスチナはパレスチナはパレスチナ問題問題問題問題にににに関関関関してしてしてして合計合計合計合計４４４４回回回回のののの発言発言発言発言をしをしをしをし

ているているているている。。。。当時当時当時当時のパレスチナはのパレスチナはのパレスチナはのパレスチナは、、、、トルコからトルコからトルコからトルコから切切切切りりりり離離離離されされされされ、、、、１９１９１９１９

４８４８４８４８年年年年にイスラエルとの
にイスラエルとの
にイスラエルとの
にイスラエルとの間間間間でででで分割分割分割分割されるまでされるまでされるまでされるまで国際連盟国際連盟国際連盟国際連盟によっによっによっによっ

てイギリスのてイギリスのてイギリスのてイギリスの委任統治領委任統治領委任統治領委任統治領とされていたとされていたとされていたとされていた。。。。    

    そのそのそのその最初最初最初最初はははは、、、、31313131年年年年のののの『『『『ジューイッシ・クロニクル
ジューイッシ・クロニクル
ジューイッシ・クロニクル
ジューイッシ・クロニクル』』』』紙紙紙紙へへへへ

のインタビューであ
のインタビューであ
のインタビューであ
のインタビューであるるるる（（（（英語版全集第英語版全集第英語版全集第英語版全集第48484848巻巻巻巻１０５１０５１０５１０５――――１０６１０６１０６１０６

ページページページページ））））。。。。彼彼彼彼はそこではそこではそこではそこで「「「「南南南南アフリカではアフリカではアフリカではアフリカでは私私私私はユダヤはユダヤはユダヤはユダヤ人人人人にににに囲囲囲囲まままま
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れていたれていたれていたれていた」」」」とととと読者読者読者読者のののの注意注意注意注意をををを引引引引いたいたいたいた後後後後、、、、ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人のパレスチナのパレスチナのパレスチナのパレスチナ

へのへのへのへの脱出脱出脱出脱出についてはについてはについてはについては「「「「私私私私はユダヤはユダヤはユダヤはユダヤ人人人人がパレスチナにがパレスチナにがパレスチナにがパレスチナに帰還帰還帰還帰還したしたしたした

いといういといういといういという願望願望願望願望はははは理解理解理解理解するするするする。。。。それをそれをそれをそれを自分自分自分自分のであろうとイギリス
のであろうとイギリス
のであろうとイギリス
のであろうとイギリス

軍軍軍軍のであろうとのであろうとのであろうとのであろうと銃剣銃剣銃剣銃剣のののの助助助助けなしにすればいいのだ
けなしにすればいいのだ
けなしにすればいいのだ
けなしにすればいいのだ。。。。そうすれそうすれそうすれそうすれ

ばばばば、、、、平平平平和的和的和的和的にににに、、、、またまたまたまた（（（（地地地地元元元元のののの））））アラアラアラアラブブブブのののの人人人人たたたたちちちちとのとのとのとの完完完完全全全全なななな友友友友

好好好好のうのうのうのうちちちちにパレスチナににパレスチナににパレスチナににパレスチナに行行行行くことができるくことができるくことができるくことができる」」」」とととと言言言言っているっているっているっている。。。。

委任統治国委任統治国委任統治国委任統治国であるイギリスは
であるイギリスは
であるイギリスは
であるイギリスはババババルフルフルフルフォォォォアアアア宣宣宣宣言言言言によってパレスによってパレスによってパレスによってパレス

チナにおけるユダヤ
チナにおけるユダヤ
チナにおけるユダヤ
チナにおけるユダヤ人人人人のののの民族民族民族民族的的的的なななな故郷故郷故郷故郷のののの建設建設建設建設をををを約約約約束束束束したしたしたした当当当当のののの

国国国国でありでありでありであり、、、、当当当当然然然然ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人へのへのへのへの肩肩肩肩入入入入れをれをれをれを行行行行っていたっていたっていたっていた。。。。    

    ガンディーのガンディーのガンディーのガンディーの二二二二番目番目番目番目のパレスチナのパレスチナのパレスチナのパレスチナ発言発言発言発言はははは38383838年年年年11111111月月月月にににに発発発発表表表表

されたされたされたされた「「「「ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人」」」」とととといいいいうううう題題題題のののの論文論文論文論文であるであるであるである（（（（第第第第68686868巻巻巻巻１３１３１３１３７７７７

――――１４１１４１１４１１４１ページページページページ））））。。。。ここでもここでもここでもここでも彼彼彼彼はユダヤはユダヤはユダヤはユダヤ人人人人のののの迫害迫害迫害迫害のののの歴史歴史歴史歴史をををを念念念念

頭頭頭頭にににに置置置置いていていていて「「「「私私私私はユダヤはユダヤはユダヤはユダヤ人人人人にににに完完完完全全全全にににに同情同情同情同情するするするする」」」」とととと言言言言っているっているっているっている。。。。

またまたまたまた「「「「彼彼彼彼らはキリストらはキリストらはキリストらはキリスト教教教教のアンタッチのアンタッチのアンタッチのアンタッチャブャブャブャブルであるルであるルであるルである。。。。キリスキリスキリスキリス

トトトト教徒教徒教徒教徒によるによるによるによる彼彼彼彼らのらのらのらの扱扱扱扱いとヒンドゥーによるアンタッッチ
いとヒンドゥーによるアンタッッチ
いとヒンドゥーによるアンタッッチ
いとヒンドゥーによるアンタッッチャャャャ

ブブブブルのルのルのルの扱扱扱扱いはよくいはよくいはよくいはよく似似似似ているているているている」」」」とととと言言言言うううう。。。。けれどもけれどもけれどもけれども「「「「ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人のののの

ためのためのためのための民族民族民族民族的的的的故郷故郷故郷故郷というというというという要求要求要求要求はははは私私私私にはあまりアにはあまりアにはあまりアにはあまりアピピピピールしなールしなールしなールしな

いいいい」」」」。。。。ななななぜぜぜぜならならならなら、、、、他他他他のののの人人人人々々々々とととと同同同同じじじじようにようにようにように彼彼彼彼らもらもらもらも自分自分自分自分がががが生生生生まれまれまれまれ

てててて生生生生活活活活のののの糧糧糧糧をををを得得得得ているところをているところをているところをているところを自分自分自分自分のののの故故故故国国国国とするとするとするとするべべべべきではなきではなきではなきではな

いかいかいかいか。。。。        したがってしたがってしたがってしたがって、、、、「「「「ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人をアラをアラをアラをアラブブブブ人人人人にににに押押押押しししし付付付付けるのはけるのはけるのはけるのは間間間間違違違違

っているしっているしっているしっているし非非非非人道的人道的人道的人道的だだだだ…………パレスチナをパレスチナをパレスチナをパレスチナを部分的部分的部分的部分的かまたはかまたはかまたはかまたは全体全体全体全体とととと してユダヤしてユダヤしてユダヤしてユダヤ人人人人にそのにそのにそのにその民族民族民族民族的的的的故郷故郷故郷故郷としてとしてとしてとして戻戻戻戻すためにすためにすためにすために誇誇誇誇りりりり高高高高いアいアいアいア

ララララブブブブ人人人人をををを殺害殺害殺害殺害するのはするのはするのはするのは人人人人類類類類にににに対対対対するするするする犯罪犯罪犯罪犯罪であるであるであるである」」」」とととと厳格厳格厳格厳格であであであであ

るるるる。。。。このこのこのこのときときときときにはにはにはには、、、、すでにナチスがドイ
すでにナチスがドイ
すでにナチスがドイ
すでにナチスがドイツツツツでででで権権権権力力力力をををを握握握握りりりり、、、、他他他他

方方方方でパレスチナでのユダヤ
でパレスチナでのユダヤ
でパレスチナでのユダヤ
でパレスチナでのユダヤ人人人人のののの膨張膨張膨張膨張にににに抗抗抗抗議議議議したしたしたした「「「「アラアラアラアラブブブブのののの反反反反

乱乱乱乱」（」（」（」（36363636――――39393939年年年年））））はあらかたはあらかたはあらかたはあらかた鎮圧鎮圧鎮圧鎮圧されていたされていたされていたされていた。。。。    

    ガンディーはさらに
ガンディーはさらに
ガンディーはさらに
ガンディーはさらに根本根本根本根本的的的的なななな問題問題問題問題をユダヤをユダヤをユダヤをユダヤ人人人人にににに突突突突きききき付付付付けるけるけるける。。。。

「「「「聖書聖書聖書聖書にいうパレスチナは
にいうパレスチナは
にいうパレスチナは
にいうパレスチナは地理的地理的地理的地理的なななな範範範範囲囲囲囲をををを指指指指すのではないすのではないすのではないすのではない。。。。

それはそれはそれはそれは彼彼彼彼らのらのらのらの心心心心のののの中中中中にあるものだにあるものだにあるものだにあるものだ。。。。しかしもしもしかしもしもしかしもしもしかしもしも地理的地理的地理的地理的なななな範範範範

囲囲囲囲のパレスチナをのパレスチナをのパレスチナをのパレスチナを自分自分自分自分たたたたちちちちのののの故郷故郷故郷故郷とみなさなければならない
とみなさなければならない
とみなさなければならない
とみなさなければならない

のならのならのならのなら、、、、イギリスイギリスイギリスイギリス軍軍軍軍のののの銃銃銃銃のののの陰陰陰陰にににに隠隠隠隠れてそこにれてそこにれてそこにれてそこに入入入入ろうとするのろうとするのろうとするのろうとするの

はははは誤誤誤誤りであるりであるりであるりである…………彼彼彼彼らはアラらはアラらはアラらはアラブブブブのののの善善善善意意意意によってのみパレスチナ
によってのみパレスチナ
によってのみパレスチナ
によってのみパレスチナ

にににに住住住住みつくことができる
みつくことができる
みつくことができる
みつくことができる」」」」。。。。    

    このようなこのようなこのようなこのような彼彼彼彼のののの立立立立場場場場はははは第二次大戦後第二次大戦後第二次大戦後第二次大戦後もももも変変変変わらなかったわらなかったわらなかったわらなかった。。。。三三三三

番目番目番目番目のののの発言発言発言発言であるであるであるである46464646年年年年７７７７月月月月のののの論文論文論文論文「「「「ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人とパレスチとパレスチとパレスチとパレスチ

ナナナナ」」」」ではではではでは、、、、「「「「彼彼彼彼らららら（（（（ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人））））はははは、、、、アアアアメメメメリカやイギリスの
リカやイギリスの
リカやイギリスの
リカやイギリスの援援援援

助助助助によりによりによりにより、、、、そしてそしてそしてそして今今今今やややや赤裸々赤裸々赤裸々赤裸々ななななテテテテロによってロによってロによってロによって自自自自分分分分たたたたちちちちをパレをパレをパレをパレ

スチナにスチナにスチナにスチナに押押押押しししし付付付付けようとしてけようとしてけようとしてけようとして重重重重大大大大なななな間間間間違違違違いをいをいをいを犯犯犯犯したしたしたした。。。。彼彼彼彼らがらがらがらが

持持持持つつつつ世世世世界市民性界市民性界市民性界市民性はははは、、、、彼彼彼彼らをどのらをどのらをどのらをどの国国国国においてもそこの
においてもそこの
においてもそこの
においてもそこの名誉名誉名誉名誉あるあるあるある

客客客客人人人人としなければならなかったし
としなければならなかったし
としなければならなかったし
としなければならなかったし実実実実際際際際にしたであろうに
にしたであろうに
にしたであろうに
にしたであろうに」」」」とととと

言言言言っているっているっているっている（（（（第第第第84848484巻巻巻巻４４０４４０４４０４４０――――４４１４４１４４１４４１ページページページページ））））。。。。    

    最後最後最後最後はははは47474747年年年年５５５５月月月月、、、、インドインドインドインド分割分割分割分割のののの直直直直前前前前のことでのことでのことでのことで、、、、パレスチパレスチパレスチパレスチ

ナにもナにもナにもナにも分割分割分割分割のののの時期時期時期時期がががが迫迫迫迫っていたっていたっていたっていた。。。。このこのこのこのときときときときロイターへのイン
ロイターへのイン
ロイターへのイン
ロイターへのイン
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タビューでガンディーは
タビューでガンディーは
タビューでガンディーは
タビューでガンディーは言言言言っているっているっているっている。。。。「「「「もしももしももしももしも私私私私がユダヤがユダヤがユダヤがユダヤ人人人人

だったらだったらだったらだったら私私私私はははは言言言言いたいいたいいたいいたい。。。。テテテテロにロにロにロに頼頼頼頼るようなるようなるようなるような愚行愚行愚行愚行にににに走走走走るなとるなとるなとるなと。。。。

ななななぜぜぜぜならそれによってあなた
ならそれによってあなた
ならそれによってあなた
ならそれによってあなた方方方方はははは本本本本当当当当ならならならなら正正正正当当当当なななな言言言言いいいい分分分分をををを損損損損

ねねねねるだけなのだから
るだけなのだから
るだけなのだから
るだけなのだから」」」」。。。。そしてそしてそしてそして「「「「彼彼彼彼らはアラらはアラらはアラらはアラブブブブ人人人人にににに出会出会出会出会いいいい、、、、

友友友友人人人人となるとなるとなるとなるべべべべきできできできで、、、、イギリスやアイギリスやアイギリスやアイギリスやアメメメメリカやそのリカやそのリカやそのリカやその他他他他のいかなるのいかなるのいかなるのいかなる

援助援助援助援助にもにもにもにも頼頼頼頼るるるるべべべべきではないきではないきではないきではない」」」」とととと続続続続けているけているけているけている（（（（第第第第87878787巻巻巻巻４１４１４１４１７７７７

ページページページページ））））。。。。        これらのこれらのこれらのこれらの発言発言発言発言にににに見見見見るようにガンディーは
るようにガンディーは
るようにガンディーは
るようにガンディーは、、、、パレスチナをパレスチナをパレスチナをパレスチナを頭頭頭頭

からユダヤからユダヤからユダヤからユダヤ人人人人のののの正正正正当当当当なななな居住居住居住居住地地地地とととと見見見見るのではなくるのではなくるのではなくるのではなく、、、、彼彼彼彼らがそこらがそこらがそこらがそこ

にすでににすでににすでににすでに住住住住んんんんでいるアラでいるアラでいるアラでいるアラブブブブとのとのとのとの友好友好友好友好をををを保保保保ちちちちながらながらながらながら平平平平和和和和裏裏裏裏にににに移移移移

住住住住すすすすべべべべきであるというきであるというきであるというきであるという見解見解見解見解をくずさなかった
をくずさなかった
をくずさなかった
をくずさなかった。。。。しかししかししかししかし実実実実際際際際にににに

はユダヤはユダヤはユダヤはユダヤ人人人人のののの移植移植移植移植はははは強行強行強行強行的的的的にににに進進進進んんんんだだだだ。。。。先住先住先住先住者者者者のののの存在存在存在存在をををを無無無無視視視視しししし

たというたというたというたという点点点点ではではではでは日本日本日本日本のののの満満満満蒙開拓団蒙開拓団蒙開拓団蒙開拓団にににに似似似似たたたた存在存在存在存在とととといいいいうことがうことがうことがうことがでででで

ききききるだろうるだろうるだろうるだろう。。。。        なおなおなおなお南南南南アフリカでガンアフリカでガンアフリカでガンアフリカでガンディーをディーをディーをディーを「「「「囲囲囲囲んんんんでででで」」」」いたユダヤいたユダヤいたユダヤいたユダヤ人人人人のののの

一人一人一人一人ににににヘヘヘヘルマン・カレンルマン・カレンルマン・カレンルマン・カレンババババッハがいるッハがいるッハがいるッハがいる。。。。彼彼彼彼がシがシがシがシオオオオニストニストニストニスト組織組織組織組織

のののの意意意意をををを受受受受けてインドけてインドけてインドけてインド帰国後帰国後帰国後帰国後のガンディーとのガンディーとのガンディーとのガンディーと接触接触接触接触したがしたがしたがしたが結局結局結局結局のののの

ところところところところ効果効果効果効果をををを生生生生まなかったことは
まなかったことは
まなかったことは
まなかったことは、、、、前前前前稿稿稿稿（（（（２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年２２２２・・・・３３３３

合合合合併号併号併号併号））））でででで触触触触れているれているれているれている。。。。    
    ガンディーのガンディーのガンディーのガンディーの「「「「自決権自決権自決権自決権」」」」のののの考考考考ええええ方方方方    

    中東中東中東中東のののの現状現状現状現状にはにはにはには後後後後でででで戻戻戻戻ることにしてることにしてることにしてることにして、、、、ここではここではここではここでは方向方向方向方向をかえをかえをかえをかえ、、、、 ガンディーがさま
ガンディーがさま
ガンディーがさま
ガンディーがさまざざざざまなまなまなまな宗教宗教宗教宗教やややや民族民族民族民族をどのようにをどのようにをどのようにをどのように集集集集団団団団としてとしてとしてとして

理解理解理解理解していたかをしていたかをしていたかをしていたかを知知知知るるるる手掛手掛手掛手掛かりとしてかりとしてかりとしてかりとして、、、、そのそのそのその「「「「自自自自決権決権決権決権」」」」のののの内内内内

実実実実をををを見見見見てみようてみようてみようてみよう。。。。    
    インドではインドではインドではインドでは、、、、回回回回教徒教徒教徒教徒連盟連盟連盟連盟総裁総裁総裁総裁のジンナーがのジンナーがのジンナーがのジンナーが、、、、ヒンドゥーとヒンドゥーとヒンドゥーとヒンドゥーと

ムスリムとはムスリムとはムスリムとはムスリムとは異異異異なるなるなるなる民族民族民族民族ででででありありありあり異異異異なるなるなるなる国国国国家家家家をををを持持持持つつつつ必必必必要要要要があるがあるがあるがある

というというというという「「「「二二二二民族論民族論民族論民族論」」」」をををを提唱提唱提唱提唱したしたしたした。。。。40404040年年年年３３３３月月月月のののの連盟連盟連盟連盟のラのラのラのラホホホホーーーー

ルルルル決決決決議議議議はインドのはインドのはインドのはインドの北北北北西部西部西部西部とととと東部東部東部東部とにとにとにとに独立独立独立独立のののの国国国国家家家家のののの建設建設建設建設をををを要求要求要求要求

してこのしてこのしてこのしてこの理理理理論論論論のののの具具具具体体体体化化化化をををを図図図図ろうとしたろうとしたろうとしたろうとした。。。。インドインドインドインド分割分割分割分割のののの要求要求要求要求でででで

あるあるあるある。。。。ガンディーがこれに
ガンディーがこれに
ガンディーがこれに
ガンディーがこれに対対対対するするするする武器武器武器武器にしたのがにしたのがにしたのがにしたのが６６６６項目項目項目項目からからからから

なるなるなるなる「「「「ラージラージラージラージャャャャージーージーージーージー方式方式方式方式」」」」であるであるであるである。。。。提案提案提案提案者者者者ラージラージラージラージャャャャーーーーゴゴゴゴーーーー

パラチパラチパラチパラチャャャャリのリのリのリの名名名名をとっているをとっているをとっているをとっている。。。。    
    ところがガンディーは
ところがガンディーは
ところがガンディーは
ところがガンディーは、、、、44444444年年年年９９９９月月月月にににに18181818日日日日間間間間にわたってジにわたってジにわたってジにわたってジ

ンナーとンナーとンナーとンナーと会会会会談談談談したしたしたしたときときときときにににに、、、、このこのこのこの「「「「方式方式方式方式」」」」はラはラはラはラホホホホールールールール決決決決議議議議のののの実実実実

質質質質をとってそれにをとってそれにをとってそれにをとってそれに形形形形をををを与与与与えたものだえたものだえたものだえたものだ、、、、それはラそれはラそれはラそれはラホホホホールールールール決決決決議議議議をををを

具具具具体体体体化化化化しししし、、、、かつかつかつかつ国国国国民民民民にににに受受受受けけけけ入入入入れられるためにれられるためにれられるためにれられるために必必必必要要要要なものをなものをなものをなものを加加加加

えたのだとえたのだとえたのだとえたのだと言言言言ってジンナーとの
ってジンナーとの
ってジンナーとの
ってジンナーとの妥協妥協妥協妥協にににに達達達達しようとしたしようとしたしようとしたしようとした。。。。両両両両者者者者

はそれほどはそれほどはそれほどはそれほど類似類似類似類似しているだろうか
しているだろうか
しているだろうか
しているだろうか。。。。事事事事実実実実このこのこのこの方式方式方式方式もももも県県県県

（（（（DistrictDistrictDistrictDistrict））））ごごごごとにムスリムがとにムスリムがとにムスリムがとにムスリムが多多多多数数数数かどうかをかどうかをかどうかをかどうかを確確確確認認認認しししし、、、、必必必必要要要要

ならばそれによってインドの
ならばそれによってインドの
ならばそれによってインドの
ならばそれによってインドの北北北北西部西部西部西部とととと東部東部東部東部とにとにとにとに国国国国境線境線境線境線をををを引引引引くくくく、、、、

つまりインドをつまりインドをつまりインドをつまりインドを宗教宗教宗教宗教的的的的にににに分割分割分割分割するとしているするとしているするとしているするとしている。。。。見見見見ようによっようによっようによっようによっ

てはこれもまたてはこれもまたてはこれもまたてはこれもまた「「「「二二二二民族論民族論民族論民族論」」」」なのだがなのだがなのだがなのだが、、、、ガンディーはそうは
ガンディーはそうは
ガンディーはそうは
ガンディーはそうは

呼呼呼呼んんんんでいないでいないでいないでいない。。。。    
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    ガンディーはガンディーはガンディーはガンディーは「「「「二二二二民族論民族論民族論民族論」」」」によってによってによってによって裏打裏打裏打裏打ちちちちされたラされたラされたラされたラホホホホールールールール

決決決決議議議議をををを受受受受けけけけ入入入入れることはれることはれることはれることはできできできできなかったなかったなかったなかった。。。。このこのこのこの点点点点でででで彼彼彼彼のののの立立立立場場場場はははは

『『『『ヒンド・スヒンド・スヒンド・スヒンド・スワワワワラージラージラージラージ』』』』かかかからららら変変変変わってはいないわってはいないわってはいないわってはいない。。。。つまりつまりつまりつまり一一一一つつつつ

のののの国国国国民民民民はははは多多多多数数数数のののの宗教宗教宗教宗教をををを含含含含むむむむものでありものでありものでありものであり、、、、宗教宗教宗教宗教がががが異異異異なるからとなるからとなるからとなるからと

言言言言ってってってって独自独自独自独自にににに国国国国家家家家をををを形成形成形成形成しなければならないものではない
しなければならないものではない
しなければならないものではない
しなければならないものではない。。。。

問答問答問答問答形式形式形式形式のののの同書同書同書同書ではではではでは「「「「読者読者読者読者」」」」がががが「「「「ヒンドゥーヒンドゥーヒンドゥーヒンドゥー教徒教徒教徒教徒はははは偶像崇拝偶像崇拝偶像崇拝偶像崇拝

者者者者でででで、、、、イスラームイスラームイスラームイスラーム教徒教徒教徒教徒はははは偶像破壊偶像破壊偶像破壊偶像破壊者者者者ですですですです」」」」とととと後年後年後年後年のジンナーのジンナーのジンナーのジンナー

とととと瓜瓜瓜瓜二二二二つのつのつのつの議議議議論論論論をしてをしてをしてをして、、、、「「「「編編編編集集集集長長長長」」」」にににに一国一国一国一国家家家家のののの意味意味意味意味はははは一一一一宗教宗教宗教宗教

とととといいいいうことではないと
うことではないと
うことではないと
うことではないと反論反論反論反論されているされているされているされている。。。。    

    余談余談余談余談になるがになるがになるがになるが、、、、ガンディーのガンディーのガンディーのガンディーの二二二二男男男男マニラールはマニラールはマニラールはマニラールは両親両親両親両親のインのインのインのイン

ドドドド帰国後帰国後帰国後帰国後もももも南南南南アフリカにとどまった
アフリカにとどまった
アフリカにとどまった
アフリカにとどまった。。。。そのそのそのその彼彼彼彼がががが１９２６１９２６１９２６１９２６年年年年のののの

あるあるあるある日日日日ムスリムムスリムムスリムムスリム女性女性女性女性とのとのとのとの結婚結婚結婚結婚をををを承承承承認認認認してほしいとしてほしいとしてほしいとしてほしいと手手手手紙紙紙紙でででで要要要要請請請請

してくるしてくるしてくるしてくる。。。。ししししかしガンディーは
かしガンディーは
かしガンディーは
かしガンディーは、、、、宗教宗教宗教宗教がががが異異異異なったなったなったなった場場場場合合合合のののの結婚結婚結婚結婚

はははは問題問題問題問題外外外外だとしてだとしてだとしてだとして、、、、夫夫夫夫人人人人にもはからずににもはからずににもはからずににもはからずに不同不同不同不同意意意意のののの返返返返事事事事をををを出出出出しししし

てしまうてしまうてしまうてしまう。。。。ジンナーがラジンナーがラジンナーがラジンナーがラホホホホールールールール決決決決議議議議のののの際際際際にににに行行行行ったったったった総裁演説総裁演説総裁演説総裁演説にににに

「（「（「（「（ヒンドゥーとムスリムは
ヒンドゥーとムスリムは
ヒンドゥーとムスリムは
ヒンドゥーとムスリムは））））決決決決してしてしてして通婚通婚通婚通婚しないしないしないしない」」」」というというというという部部部部

分分分分があるがあるがあるがある。。。。彼彼彼彼はマニラールのはマニラールのはマニラールのはマニラールのことことことことをををを知知知知っていただろうか
っていただろうか
っていただろうか
っていただろうか。。。。まままま

たたたた、、、、もしもガンディーがマニラールの
もしもガンディーがマニラールの
もしもガンディーがマニラールの
もしもガンディーがマニラールの要要要要請請請請にににに同同同同意意意意していたなしていたなしていたなしていたな

らジンナーはどう
らジンナーはどう
らジンナーはどう
らジンナーはどう言言言言ったろうかったろうかったろうかったろうか。。。。事事事事実実実実、、、、ガンディーのガンディーのガンディーのガンディーの見解見解見解見解はははは

少少少少しずつしずつしずつしずつ変化変化変化変化してしてしてして、、、、ののののちちちちにはにはにはには宗教宗教宗教宗教間間間間のののの通婚通婚通婚通婚をををを是是是是認認認認するようにするようにするようにするように

なったなったなったなった。。。。彼彼彼彼のののの考考考考えがえがえがえが時時時時とともにとともにとともにとともに変化変化変化変化したしたしたした一一一一つのつのつのつの例例例例であるであるであるである。。。。    

    このこのこのこの「「「「方式方式方式方式」」」」とジンナーとのとジンナーとのとジンナーとのとジンナーとの差差差差はははは分割分割分割分割かかかかどうかにあるので
どうかにあるので
どうかにあるので
どうかにあるので はなくはなくはなくはなく、、、、次次次次のののの二二二二点点点点にあったにあったにあったにあった。。。。一一一一つはムスリムがつはムスリムがつはムスリムがつはムスリムが多多多多数数数数とととと確確確確認認認認ささささ

れたれたれたれた県県県県のののの成成成成人人人人人人人人口口口口全体全体全体全体のののの住民投票住民投票住民投票住民投票をををを行行行行ってインドかパキスタ
ってインドかパキスタ
ってインドかパキスタ
ってインドかパキスタ

ンかのンかのンかのンかの帰帰帰帰属属属属をををを決決決決めることであるめることであるめることであるめることである。。。。民衆民衆民衆民衆をををを信頼信頼信頼信頼していなかったしていなかったしていなかったしていなかった

ジンナーにはこれはのめなかった
ジンナーにはこれはのめなかった
ジンナーにはこれはのめなかった
ジンナーにはこれはのめなかった。。。。彼彼彼彼はまずはまずはまずはまず頭頭頭頭からヒンドゥからヒンドゥからヒンドゥからヒンドゥ

ーをーをーをーを投票投票投票投票からのからのからのからのぞぞぞぞこうとしたこうとしたこうとしたこうとした。。。。    
    もうもうもうもう一一一一つはつはつはつは、、、、ガンディーがこの
ガンディーがこの
ガンディーがこの
ガンディーがこの「「「「方式方式方式方式」」」」のののの実施実施実施実施はイギリスはイギリスはイギリスはイギリス

撤退撤退撤退撤退後後後後、、、、つまりインドのつまりインドのつまりインドのつまりインドの独立後独立後独立後独立後としたのにとしたのにとしたのにとしたのに対対対対しししし、、、、ジンナーはジンナーはジンナーはジンナーは

逆逆逆逆にににに分割分割分割分割をしてをしてをしてをして二二二二つのつのつのつの国国国国家家家家にににに分分分分かれてかれてかれてかれて独立独立独立独立することをすることをすることをすることを主主主主張張張張しししし

たたたた。。。。どのどのどのどの道道道道ジンナーはジンナーはジンナーはジンナーは、、、、インドのインドのインドのインドの将将将将来来来来構想構想構想構想についてムスリム
についてムスリム
についてムスリム
についてムスリム

をのけものにした
をのけものにした
をのけものにした
をのけものにした一一一一方方方方的的的的なななな了了了了解解解解をををを会議会議会議会議派派派派とととと結結結結ぶことはないとぶことはないとぶことはないとぶことはないと

いうイギリスのいうイギリスのいうイギリスのいうイギリスの保証保証保証保証をををを得得得得ていたためていたためていたためていたため、、、、急急急急ぐぐぐぐ必必必必要要要要をををを認認認認めなかっめなかっめなかっめなかっ

たたたた。。。。ののののちちちちにガンディーはにガンディーはにガンディーはにガンディーは、、、、分割分割分割分割ののののときときときときのののの流血流血流血流血のののの中中中中でででで、、、、もしジもしジもしジもしジ

ンナーがこのンナーがこのンナーがこのンナーがこの「「「「方式方式方式方式」」」」をををを受受受受けけけけ入入入入れていればこのようなことに
れていればこのようなことに
れていればこのようなことに
れていればこのようなことに

はならなかったはならなかったはならなかったはならなかった、、、、私私私私はもっとはもっとはもっとはもっと譲歩譲歩譲歩譲歩するするするする用用用用意意意意があったのだとがあったのだとがあったのだとがあったのだと言言言言

っているっているっているっている。。。。それそれそれそれ自体自体自体自体はははは正正正正しいとしてもしいとしてもしいとしてもしいとしても、、、、ジンナーがジンナーがジンナーがジンナーが受受受受けけけけ入入入入れれれれ

るるるる可能性可能性可能性可能性はなかったとはなかったとはなかったとはなかったと言言言言わなければならない
わなければならない
わなければならない
わなければならない。。。。いずれにしていずれにしていずれにしていずれにして

もももも、、、、このこのこのこの「「「「方式方式方式方式」」」」をををを支支支支持持持持したためにしたためにしたためにしたために、、、、ガンディーがガンディーがガンディーがガンディーが最後最後最後最後までまでまでまで

分割分割分割分割にににに反対反対反対反対であったとはであったとはであったとはであったとは言言言言いいいい難難難難いのであるいのであるいのであるいのである。。。。    

    インドのインドのインドのインドの歴史家歴史家歴史家歴史家ＴＴＴＴ・・・・ＲＲＲＲ・・・・ササササリーンのリーンのリーンのリーンの近著近著近著近著『『『『ジンナー・リンジンナー・リンジンナー・リンジンナー・リン

リスリスリスリスゴゴゴゴウウウウおよびパキおよびパキおよびパキおよびパキスタンのスタンのスタンのスタンの形成形成形成形成』』』』（（（（２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年））））によればによればによればによれば、、、、

イギリスはイギリスはイギリスはイギリスは、、、、39393939年年年年12121212月月月月23232323日日日日のリンリスのリンリスのリンリスのリンリスゴゴゴゴウウウウ総総総総督督督督からジンナからジンナからジンナからジンナ

ーへのーへのーへのーへの書書書書簡簡簡簡とととと40404040年年年年４４４４月月月月18181818日日日日ののののゼゼゼゼットランド・インド
ットランド・インド
ットランド・インド
ットランド・インド相相相相のののの上上上上
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院院院院演説演説演説演説のののの二二二二つでつでつでつで以上以上以上以上のようなのようなのようなのような保証保証保証保証をををを与与与与えているえているえているえている。。。。４４４４月月月月18181818日日日日

とととと言言言言えばラえばラえばラえばラホホホホールールールール決決決決議議議議からからからから１１１１かかかか月月月月以以以以内内内内のことでありのことでありのことでありのことであり、、、、決決決決議議議議をををを

追追追追認認認認したようなものである
したようなものである
したようなものである
したようなものである。。。。これまでこれまでこれまでこれまで重重重重視視視視されてきたされてきたされてきたされてきた同総同総同総同総督督督督

のののの「「「「８８８８月提案月提案月提案月提案」」」」よりもよりもよりもよりも、、、、そしてそしてそしてそして「「「「クリップスクリップスクリップスクリップス提案提案提案提案」」」」よりはさよりはさよりはさよりはさ

らにらにらにらに前前前前のこのこのこのことであるとであるとであるとである。。。。ガンディーあるいは
ガンディーあるいは
ガンディーあるいは
ガンディーあるいは会議会議会議会議派派派派にはこれらにはこれらにはこれらにはこれら

のことはのことはのことはのことは情情情情報報報報としてとしてとしてとして届届届届いていなかったのであろうか
いていなかったのであろうか
いていなかったのであろうか
いていなかったのであろうか。。。。届届届届いていていていて

いなくてもジンナーなどの
いなくてもジンナーなどの
いなくてもジンナーなどの
いなくてもジンナーなどの態度態度態度態度からからからから推測推測推測推測ははははできできできできなかったのでなかったのでなかったのでなかったので

あろうかあろうかあろうかあろうか。。。。これらのこれらのこれらのこれらの事事事事実実実実のののの前前前前にはガンディー・ジンナー
にはガンディー・ジンナー
にはガンディー・ジンナー
にはガンディー・ジンナー会会会会談談談談

はははは全全全全くのくのくのくの無無無無駄駄駄駄でありでありでありであり、、、、ジンナーのジンナーのジンナーのジンナーの立立立立場場場場をををを高高高高めるものめるものめるものめるもの、、、、さらにさらにさらにさらに

はははは分割分割分割分割のののの必然性必然性必然性必然性をををを一一一一般般般般にアにアにアにアピピピピールするものとなったと
ールするものとなったと
ールするものとなったと
ールするものとなったと言言言言えよえよえよえよ

うううう。。。。        ササササリーンのリーンのリーンのリーンの書書書書物物物物にはさらにムスリム
にはさらにムスリム
にはさらにムスリム
にはさらにムスリム連盟連盟連盟連盟のののの外外外外務務務務委委委委員員員員会会会会がががが

40404040年年年年12121212月月月月23232323日日日日にににに作作作作成成成成したしたしたした「「「「パキスタンパキスタンパキスタンパキスタン計計計計画画画画」」」」がががが付付付付録録録録IIIIIIIIとととと

しておさめられている
しておさめられている
しておさめられている
しておさめられている。。。。実現実現実現実現はしなかったけれども
はしなかったけれども
はしなかったけれども
はしなかったけれども周到周到周到周到にににに練練練練

られたられたられたられた、、、、おどろくおどろくおどろくおどろくべべべべきききき貪欲貪欲貪欲貪欲なパなパなパなパキスタンキスタンキスタンキスタン構想構想構想構想であるであるであるである。。。。しかししかししかししかし、、、、

ジンナーはこれについて
ジンナーはこれについて
ジンナーはこれについて
ジンナーはこれについて会会会会談談談談でででで一言半一言半一言半一言半句句句句もガンディーにもガンディーにもガンディーにもガンディーに漏漏漏漏らららら

すことをしなかった
すことをしなかった
すことをしなかった
すことをしなかった。。。。    

    ガンディーはなガンディーはなガンディーはなガンディーはなぜぜぜぜ「「「「二二二二民族論民族論民族論民族論」」」」にににに近近近近いいいい立立立立場場場場のののの提案提案提案提案をしたのをしたのをしたのをしたの

だろうかだろうかだろうかだろうか。。。。彼彼彼彼はははは、、、、会議会議会議会議派派派派のののの42424242年年年年８８８８月月月月のインドのインドのインドのインド撤退撤退撤退撤退要求要求要求要求決決決決議議議議

はははは自自自自決権決権決権決権をををを認認認認めためためためた、、、、このこのこのこの「「「「方式方式方式方式」」」」もそれにもそれにもそれにもそれに沿沿沿沿ったものだとったものだとったものだとったものだと言言言言

いいいい、、、、またまたまたまた、、、、このこのこのこの「「「「方式方式方式方式」」」」はははは８８８８月月月月８８８８日日日日のののの決決決決議議議議からただからただからただからただちちちちにににに引引引引きききき

出出出出されるものだとも
されるものだとも
されるものだとも
されるものだとも言言言言っているっているっているっている。。。。これはこれはこれはこれは議議議議論論論論をををを混混混混乱乱乱乱ささささせせせせるもるもるもるも のであるのであるのであるのである。。。。８８８８月月月月ののののＡＩＣＣＡＩＣＣＡＩＣＣＡＩＣＣ決決決決議議議議はははは自自自自決権決権決権決権にににに触触触触れてはいないれてはいないれてはいないれてはいない。。。。

強強強強いていていていて言言言言えばそれはインド
えばそれはインド
えばそれはインド
えばそれはインド国国国国民民民民全体全体全体全体のののの自自自自決権決権決権決権をををを主主主主張張張張したものしたものしたものしたもの

であるであるであるである。。。。またもしまたもしまたもしまたもし「「「「方式方式方式方式」」」」がががが自自自自決決決決権権権権をををを承承承承認認認認したのだとしたのだとしたのだとしたのだと言言言言うなうなうなうな

らららら、、、、それはそれはそれはそれは宗派宗派宗派宗派によるそれであるというほかはないであろう

によるそれであるというほかはないであろう

によるそれであるというほかはないであろう

によるそれであるというほかはないであろう。。。。    

    それではガンディーの
それではガンディーの
それではガンディーの
それではガンディーの基準基準基準基準はははは宗派宗派宗派宗派だけなのかだけなのかだけなのかだけなのか。。。。彼彼彼彼はははは別別別別のとのとのとのと

ころでころでころでころで、、、、マドラスマドラスマドラスマドラス、、、、ベベベベンガルではンガルではンガルではンガルでは人人人人々々々々はははは宗教宗教宗教宗教をををを超超超超えてタえてタえてタえてタミミミミルルルル

語語語語、、、、ベベベベンガルンガルンガルンガル語語語語をををを使使使使うとうとうとうと指指指指摘摘摘摘しているししているししているししているし、、、、パンジパンジパンジパンジャャャャーーーーブブブブ人人人人にににに

ついてもついてもついてもついても同同同同様様様様にににに言言言言っているっているっているっている。。。。これはこれはこれはこれは普普普普通通通通にににに言言言言うううう民族民族民族民族のののの概概概概念念念念でででで

あるあるあるある。。。。彼自身彼自身彼自身彼自身がががが東部東部東部東部ベベベベンガルのンガルのンガルのンガルのノノノノアカリにアカリにアカリにアカリに滞滞滞滞在在在在したときにはしたときにはしたときにはしたときには

初初初初歩歩歩歩からからからからベベベベンガルンガルンガルンガル語語語語をををを習習習習得得得得しなければならなかった
しなければならなかった
しなければならなかった
しなければならなかった。。。。もっともっともっともっと

もももも彼彼彼彼はこのようなはこのようなはこのようなはこのような言語集言語集言語集言語集団団団団をををを民族民族民族民族とはとはとはとは言言言言っていないっていないっていないっていない。。。。    

    今今今今日日日日からからからから振振振振りりりり返返返返ってインドのってインドのってインドのってインドの分割分割分割分割をををを阻止阻止阻止阻止するためにガンデ
するためにガンデ
するためにガンデ
するためにガンデ

ィィィィーがなすーがなすーがなすーがなすべべべべきだったのはきだったのはきだったのはきだったのは、、、、①①①①上記上記上記上記のののの意味意味意味意味でのでのでのでの民族民族民族民族、、、、さらにさらにさらにさらに

全体全体全体全体としてのインドとしてのインドとしてのインドとしてのインド国国国国民民民民のののの間間間間のののの宗教宗教宗教宗教をををを超超超超えたえたえたえた経済経済経済経済的的的的文化文化文化文化的的的的なななな

きずなのきずなのきずなのきずなの強強強強さをさをさをさを体体体体系系系系的的的的にアにアにアにアピピピピールすることであり
ールすることであり
ールすることであり
ールすることであり、、、、②②②②分割分割分割分割がががが

実現実現実現実現したしたしたした場場場場合合合合にににに取取取取りりりり残残残残されるされるされるされる懸懸懸懸念念念念のあるのあるのあるのある少数派少数派少数派少数派のののの運命運命運命運命にににに注意注意注意注意

をををを引引引引くことによってくことによってくことによってくことによって分割分割分割分割のののの非現実性非現実性非現実性非現実性をよりをよりをよりをより浮浮浮浮かびかびかびかび上上上上がらがらがらがらせせせせるるるる

ことであったろう
ことであったろう
ことであったろう
ことであったろう。。。。③③③③またまたまたまた、、、、１９３１９３１９３１９３７７７７年年年年にジンナーがにジンナーがにジンナーがにジンナーが州州州州議会議会議会議会

選選選選挙敗挙敗挙敗挙敗北北北北のののの結果結果結果結果ココココミミミミュナルなュナルなュナルなュナルな路路路路線線線線にににに大大大大きくきくきくきく転換転換転換転換するまではするまではするまではするまでは、、、、

ムスリムとのムスリムとのムスリムとのムスリムとの対対対対応応応応によりによりによりにより念念念念をををを入入入入れてしかるれてしかるれてしかるれてしかるべべべべきききき時時時時点点点点がいくつがいくつがいくつがいくつ

もあったもあったもあったもあった。。。。特特特特にににに１９２９１９２９１９２９１９２９年年年年にジンナーがいわ
にジンナーがいわ
にジンナーがいわ
にジンナーがいわゆゆゆゆるるるる14141414項目項目項目項目のののの

要求要求要求要求をををを提提提提出出出出したしたしたしたときときときとき、、、、ガンディガンディガンディガンディーがーがーがーが憲法憲法憲法憲法問題問題問題問題にはにはにはには他他他他のののの人人人人々々々々がががが
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適適適適任任任任だとだとだとだと言言言言ってってってって自自自自らこれにらこれにらこれにらこれに政政政政治的治的治的治的にににに対対対対応応応応することをしなかっ
することをしなかっ
することをしなかっ
することをしなかっ

たのはそのたのはそのたのはそのたのはその例例例例であるであるであるである。。。。つまりガンディーの
つまりガンディーの
つまりガンディーの
つまりガンディーの側側側側にコにコにコにコミミミミュナリュナリュナリュナリズズズズ

ムのムのムのムの軽軽軽軽視視視視があったことをがあったことをがあったことをがあったことを否定否定否定否定ははははできできできできないないないない。。。。④④④④さらにさらにさらにさらに会議会議会議会議派派派派がががが

とったいくつかの
とったいくつかの
とったいくつかの
とったいくつかの措措措措置置置置はははは連盟連盟連盟連盟のののの活活活活動分野動分野動分野動分野をををを不必不必不必不必要要要要にににに広広広広げげげげたのたのたのたの

ではなかったかではなかったかではなかったかではなかったか。。。。例例例例としてとしてとしてとして39393939年年年年のののの会議会議会議会議派派派派州政府州政府州政府州政府のののの総総総総辞職辞職辞職辞職はははは

どうであったかどうであったかどうであったかどうであったか。。。。またまたまたまた、、、、歴史家歴史家歴史家歴史家ＢＢＢＢ・・・・ＲＲＲＲ・・・・ナンダはインドナンダはインドナンダはインドナンダはインド撤退撤退撤退撤退

要求運動要求運動要求運動要求運動がががが連盟連盟連盟連盟のののの活活活活動動動動をををを容易容易容易容易にしたにしたにしたにした点点点点でガンディーにとって
でガンディーにとって
でガンディーにとって
でガンディーにとって

のののの「「「「重重重重大大大大なななな、、、、ほとほとほとほとんんんんどどどど許許許許しがたいしがたいしがたいしがたい誤誤誤誤算算算算」」」」だったとしているが
だったとしているが
だったとしているが
だったとしているが、、、、

ササササリーンのリーンのリーンのリーンの研究研究研究研究がががが示示示示しているようなイギリスと
しているようなイギリスと
しているようなイギリスと
しているようなイギリスと連盟連盟連盟連盟とのとのとのとの強強強強固固固固

なななな了了了了解解解解のののの存在存在存在存在をををを前前前前提提提提にしたにしたにしたにした場場場場合合合合、、、、撤退撤退撤退撤退要求要求要求要求のののの意意意意義義義義はそれだけはそれだけはそれだけはそれだけ

割割割割りりりり引引引引かれることにならないであろうか
かれることにならないであろうか
かれることにならないであろうか
かれることにならないであろうか。。。。    

    パレスチナのパレスチナのパレスチナのパレスチナの分割分割分割分割はインドはインドはインドはインド独立独立独立独立のののの年年年年であるであるであるである47474747年年年年11111111月月月月にににに決決決決

定定定定しししし、、、、ガンディーガンディーガンディーガンディー暗暗暗暗殺殺殺殺後後後後のののの48484848年年年年５５５５月月月月にイスラエルがにイスラエルがにイスラエルがにイスラエルが独立独立独立独立しししし

たたたた。。。。分割分割分割分割のののの決決決決定定定定についてガンディーが
についてガンディーが
についてガンディーが
についてガンディーが意見意見意見意見をををを表表表表明明明明したしたしたした形形形形跡跡跡跡はははは

ないないないない。。。。彼彼彼彼がそれをユダヤがそれをユダヤがそれをユダヤがそれをユダヤ人人人人のののの自自自自決決決決とととと認識認識認識認識していなかったこと
していなかったこと
していなかったこと
していなかったこと

はははは上記上記上記上記のののの発言発言発言発言からからからから明明明明らかであるらかであるらかであるらかである。。。。    
    ジーン・シャープ・

ジーン・シャープ・
ジーン・シャープ・
ジーン・シャープ・「「「「アラブのアラブのアラブのアラブの春春春春」」」」・・・・今日今日今日今日のガンディーのガンディーのガンディーのガンディー主義主義主義主義    

    ここでここでここでここで再再再再びびびび目目目目をををを中東中東中東中東にににに戻戻戻戻してしてしてして、、、、ジーン・シジーン・シジーン・シジーン・シャャャャープとープとープとープといいいいうううう高高高高

齢齢齢齢ながらながらながらながら今今今今もももも活活活活動中動中動中動中のアのアのアのアメメメメリカのリカのリカのリカの政政政政治治治治学学学学者者者者をををを通通通通じじじじてガンディてガンディてガンディてガンディ

ーのーのーのーの今今今今日日日日のののの中東中東中東中東へのへのへのへの影響影響影響影響をををを見見見見ることにしようることにしようることにしようることにしよう。。。。それにはシそれにはシそれにはシそれにはシャャャャ

ープのープのープのープの著作著作著作著作からからからから少少少少なくともなくともなくともなくとも二二二二点点点点をををを紹介紹介紹介紹介するするするする必必必必要要要要があるがあるがあるがある。。。。        そのそのそのその一一一一冊冊冊冊はははは『『『『政政政政治的戦治的戦治的戦治的戦略略略略家家家家としてのガンディー
としてのガンディー
としてのガンディー
としてのガンディー』』』』（（（（１９１９１９１９７７７７

９９９９年年年年））））であるであるであるである。。。。著著著著者者者者はははは同書同書同書同書でででで、、、、ガンディーはガンディーはガンディーはガンディーは１９０６１９０６１９０６１９０６年年年年９９９９月月月月

11111111日日日日にににに南南南南アフリカでのアフリカでのアフリカでのアフリカでのササササッッッッテテテティヤーィヤーィヤーィヤーググググラハをラハをラハをラハを開開開開始始始始するまでするまでするまでするまで

にににに、、、、第一次第一次第一次第一次ロシアロシアロシアロシア革革革革命命命命ややややベベベベンガルンガルンガルンガル分割分割分割分割反対反対反対反対などのいくつかの
などのいくつかの
などのいくつかの
などのいくつかの

非非非非暴暴暴暴力運動力運動力運動力運動をををを知知知知っていたっていたっていたっていた。。。。非非非非暴暴暴暴力力力力行行行行動動動動とととといいいいうううう考考考考えはえはえはえは彼彼彼彼からからからから始始始始

まったのではなく
まったのではなく
まったのではなく
まったのではなく、、、、彼彼彼彼もそれをもそれをもそれをもそれを承知承知承知承知していたというしていたというしていたというしていたという。。。。よりよりよりより重重重重

要要要要なななな指指指指摘摘摘摘はははは、、、、ガンディーがガンディーがガンディーがガンディーが権権権権力力力力とはとはとはとは下下下下からのからのからのからの同同同同意意意意にににに支支支支えられえられえられえられ

ているものだという
ているものだという
ているものだという
ているものだという認識認識認識認識にににに達達達達ししししたということである
たということである
たということである
たということである。『。『。『。『ヒンヒンヒンヒン

ド・スド・スド・スド・スワワワワラージラージラージラージ』』』』でもガンディーは
でもガンディーは
でもガンディーは
でもガンディーは、、、、イギリスがインドにと
イギリスがインドにと
イギリスがインドにと
イギリスがインドにと

どまっているのはインド
どまっているのはインド
どまっているのはインド
どまっているのはインド人人人人がそうさがそうさがそうさがそうさせせせせているのだているのだているのだているのだ、、、、鉄鉄鉄鉄道道道道、、、、法法法法

廷廷廷廷、、、、医医医医者者者者、、、、宗教対宗教対宗教対宗教対立立立立、、、、英語英語英語英語のののの使使使使用用用用などはいずれもその
などはいずれもその
などはいずれもその
などはいずれもその道道道道具具具具だだだだ

とととと言言言言っているっているっているっている。。。。    
    筆筆筆筆者者者者はははは、、、、ガンディーのガンディーのガンディーのガンディーの思思思思想想想想にはにはにはには非非非非暴暴暴暴力力力力にににに加加加加えてえてえてえて分分分分配配配配つまりつまりつまりつまり

貧困貧困貧困貧困問題問題問題問題とととといいいいうもううもううもううもう一一一一つのつのつのつの軸軸軸軸がありがありがありがあり、、、、このこのこのこの両両両両者者者者のののの間間間間にににに時時時時にににに矛矛矛矛

盾盾盾盾するするするする複雑複雑複雑複雑なななな関関関関係係係係があるとがあるとがあるとがあると見見見見るものであるるものであるるものであるるものである。。。。しかしシしかしシしかしシしかしシャャャャープープープープ

のののの本書本書本書本書はこのはこのはこのはこの中中中中のののの前者前者前者前者、、、、つまりつまりつまりつまり平平平平和和和和とととと非非非非暴暴暴暴力力力力のののの問題一問題一問題一問題一本本本本にににに絞絞絞絞

っているっているっているっている。。。。        現在現在現在現在のののの中東中東中東中東をををを考考考考えるえるえるえるときときときときにはシにはシにはシにはシャャャャープのもうープのもうープのもうープのもう一一一一冊冊冊冊のののの書書書書物物物物がががが

よりよりよりより重重重重要要要要であるであるであるである。。。。それはそれはそれはそれは『『『『独独独独裁裁裁裁制制制制からからからから民民民民主主主主主主主主義義義義へーへーへーへー解解解解放放放放のたのたのたのた

めのめのめのめの概概概概念念念念的的的的枠枠枠枠組組組組みみみみ』』』』（（（（アアアアメメメメリカリカリカリカ版第版第版第版第四四四四版版版版、、、、２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年））））といといといとい

うううう93939393ページのページのページのページの小冊子小冊子小冊子小冊子であるであるであるである。。。。このこのこのこの書書書書物物物物のののの執筆執筆執筆執筆はははは１９９３１９９３１９９３１９９３年年年年

にタイでビルマの
にタイでビルマの
にタイでビルマの
にタイでビルマの亡亡亡亡命者命者命者命者からからからから同同同同国国国国のののの軍部独軍部独軍部独軍部独裁裁裁裁からのからのからのからの解解解解放放放放のたのたのたのた
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めのめのめのめの手手手手引引引引書書書書のののの執筆執筆執筆執筆をををを依依依依頼頼頼頼されたことによる
されたことによる
されたことによる
されたことによるとととといういういういう。。。。そのようそのようそのようそのよう

なななな経過経過経過経過をををを反反反反映映映映してしてしてして、、、、本書本書本書本書はははは大大大大きなきなきなきな活活活活字字字字でわかりやすくでわかりやすくでわかりやすくでわかりやすく書書書書かれかれかれかれ、、、、

ガンディーもキン
ガンディーもキン
ガンディーもキン
ガンディーもキンググググもももも登登登登場場場場せせせせずずずず、、、、「「「「非非非非暴暴暴暴力的力的力的力的権権権権力力力力無無無無視視視視」」」」をいをいをいをい

かにかにかにかに貫貫貫貫いていていていて最後最後最後最後にはにはにはには独独独独裁裁裁裁制制制制のののの転覆転覆転覆転覆をもたらすことが
をもたらすことが
をもたらすことが
をもたらすことができできできできるかるかるかるか

をををを追追追追求求求求することにすることにすることにすることに終終終終始始始始しているしているしているしている。。。。独独独独裁裁裁裁制制制制といえどもといえどもといえどもといえども下下下下からのからのからのからの

同同同同意意意意にささえられているのだという
にささえられているのだという
にささえられているのだという
にささえられているのだという指指指指摘摘摘摘はははは、、、、前前前前著著著著とととと一一一一致致致致するするするする

ものでありものでありものでありものであり、、、、両書両書両書両書のののの一一一一貫貫貫貫性性性性がそこにあるがそこにあるがそこにあるがそこにある。。。。    

    本書本書本書本書のののの構成構成構成構成はははは次次次次のようであるのようであるのようであるのようである。。。。１１１１．．．．独独独独裁性裁性裁性裁性とととと現実現実現実現実的的的的にににに向向向向きききき

合合合合うううう。。。。２２２２．．．．交渉交渉交渉交渉のののの危険危険危険危険性性性性。。。。３３３３．．．．権権権権力力力力はどこからくるか
はどこからくるか
はどこからくるか
はどこからくるか。。。。４４４４．．．．

独独独独裁裁裁裁制制制制もももも弱弱弱弱点点点点をををを持持持持つつつつ。。。。５５５５．．．．力力力力のののの行行行行使使使使。。。。６６６６．．．．戦戦戦戦略略略略的計的計的計的計画画画画のののの必必必必要要要要

性性性性。。。。７７７７．．．．戦戦戦戦略略略略のののの立立立立案案案案。。。。８８８８．．．．政政政政治的治的治的治的無無無無視視視視のののの適適適適用用用用。。。。９９９９．．．．独独独独裁裁裁裁制制制制のののの

解体解体解体解体。。。。10101010．．．．永永永永続続続続的的的的民民民民主主主主主主主主義義義義のためののためののためののための基礎作業基礎作業基礎作業基礎作業。。。。なおなおなおなお付付付付録録録録１１１１

はははは非非非非暴暴暴暴力的力的力的力的行行行行為為為為のののの方方方方法法法法とととと題題題題してしてしてして１９８１９８１９８１９８ものものものもの抵抵抵抵抗抗抗抗のののの方方方方法法法法をあをあをあをあげげげげ

ているているているている。。。。        ビルマのビルマのビルマのビルマの独独独独裁裁裁裁とのとのとのとの闘闘闘闘いのためにいのためにいのためにいのために書書書書かれたこのかれたこのかれたこのかれたこの書書書書物物物物がががが期期期期せせせせずずずず

してしてしてして「「「「アラアラアラアラブブブブのののの春春春春」」」」のののの運動運動運動運動をををを助助助助けたけたけたけた。。。。11111111年年年年２２２２月月月月ののののＢＢＣＢＢＣＢＢＣＢＢＣにににに

よればカイロのタフリール
よればカイロのタフリール
よればカイロのタフリール
よればカイロのタフリール広広広広場場場場ではではではでは多多多多くのくのくのくの若若若若者者者者がががが配備配備配備配備されてされてされてされて

いるいるいるいる戦戦戦戦車車車車のかたわらでのかたわらでのかたわらでのかたわらで懐懐懐懐中中中中電灯電灯電灯電灯のののの明明明明かりでかりでかりでかりで本書本書本書本書のアラビアのアラビアのアラビアのアラビア語語語語

訳訳訳訳にににに読読読読みふけっていたみふけっていたみふけっていたみふけっていた。。。。そしてそしてそしてそして、、、、独独独独裁裁裁裁側側側側のののの主主主主たるたるたるたる支支支支柱柱柱柱をををを見見見見つつつつ

けけけけ出出出出してそれをしてそれをしてそれをしてそれを弱弱弱弱体体体体化化化化せせせせよというよというよというよという本書本書本書本書のののの指指指指示示示示にににに従従従従ってムってムってムってムババババーーーー

ラクラクラクラク体制体制体制体制のののの支支支支柱柱柱柱であるであるであるである軍軍軍軍隊隊隊隊をををを中立中立中立中立化化化化ささささせせせせるためのるためのるためのるための策策策策をををを練練練練ったったったった

というというというという。。。。    

    本書本書本書本書にはにはにはには他他他他にもペルシにもペルシにもペルシにもペルシャャャャ語語語語、、、、セセセセルビアルビアルビアルビア語語語語、、、、ウウウウクライナクライナクライナクライナ語語語語なななな

どどどど多多多多くのくのくのくの訳訳訳訳があってそれがあってそれがあってそれがあってそれぞぞぞぞれのれのれのれの役役役役割割割割をををを果果果果たしているという
たしているという
たしているという
たしているという。。。。

ガンディーをガンディーをガンディーをガンディーを現現現現代代代代にににに適適適適用用用用しようというしようというしようというしようという一一一一つのすつのすつのすつのすぐぐぐぐれたれたれたれた例例例例であであであであ

るるるる。。。。ここにここにここにここに含含含含まれていないまれていないまれていないまれていない貧困貧困貧困貧困解消解消解消解消・・・・分分分分配配配配是正是正是正是正のののの問題問題問題問題についについについについ

てはてはてはては、、、、11111111年年年年８８８８月月月月にインドのデリーで
にインドのデリーで
にインドのデリーで
にインドのデリーで行行行行われたわれたわれたわれたアンナー・ハアンナー・ハアンナー・ハアンナー・ハ

ザザザザーレによるーレによるーレによるーレによる12121212日日日日間間間間のののの断食断食断食断食がががが同同同同じじじじようにようにようにように顕著顕著顕著顕著なななな例例例例であろうであろうであろうであろう。。。。

これはこれはこれはこれは腐敗腐敗腐敗腐敗のののの防止防止防止防止をををを要求要求要求要求したものであるしたものであるしたものであるしたものである。。。。腐敗腐敗腐敗腐敗・・・・賄賂賄賂賄賂賄賂・・・・買収買収買収買収

はインドはインドはインドはインド社社社社会会会会にににに広広広広くしみくしみくしみくしみ渡渡渡渡っていてっていてっていてっていて多多多多くのくのくのくの人人人人々々々々のののの怒怒怒怒りをりをりをりを買買買買っっっっ

ているているているている。。。。そのためそのためそのためそのため、、、、このこのこのこの断食断食断食断食がががが行行行行われたラームリーラー
われたラームリーラー
われたラームリーラー
われたラームリーラー広広広広場場場場

にはにはにはには数数数数十万十万十万十万のののの群群群群衆衆衆衆がががが詰詰詰詰めかけてめかけてめかけてめかけて口々口々口々口々にににに自自自自らがどのようにらがどのようにらがどのようにらがどのように賄賂賄賂賄賂賄賂

をををを払払払払わなければならなかったかを
わなければならなかったかを
わなければならなかったかを
わなければならなかったかを述述述述べべべべ、、、、断食断食断食断食へのへのへのへの支支支支持持持持をををを表表表表明明明明

したしたしたした。。。。一一一一瞬瞬瞬瞬にしてデリーにしてデリーにしてデリーにしてデリー、、、、およびおよびおよびおよび少少少少なくともほかのなくともほかのなくともほかのなくともほかの若干若干若干若干のののの大大大大

都都都都市市市市ではではではでは平平平平和和和和革革革革命命命命のムードがただよいは
のムードがただよいは
のムードがただよいは
のムードがただよいはじじじじめためためためた。。。。そしてそしてそしてそして、、、、興興興興

味味味味あることにあることにあることにあることに、、、、ここにここにここにここに参参参参加加加加したしたしたした多多多多くのくのくのくの社社社社会運動会運動会運動会運動家家家家たたたたちちちちはははは、、、、単単単単

にににに腐敗腐敗腐敗腐敗のののの問題問題問題問題だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、これにつなこれにつなこれにつなこれにつなげげげげてててて人人人人々々々々のののの権権権権利利利利、、、、特特特特

にににに下下下下積積積積みになってみになってみになってみになって排除排除排除排除されがされがされがされがちちちちなななな諸諸諸諸階層階層階層階層のそれをものそれをものそれをものそれをも舞台舞台舞台舞台にににに持持持持

ちちちち出出出出してきたのである
してきたのである
してきたのである
してきたのである。。。。    

    インドのようにインドのようにインドのようにインドのように独独独独裁裁裁裁制下制下制下制下にあるのではなく
にあるのではなく
にあるのではなく
にあるのではなく議会議会議会議会がががが機機機機能能能能してしてしてして

いるところでいるところでいるところでいるところで、、、、このようなこのようなこのようなこのようなササササッッッッテテテティヤーィヤーィヤーィヤーググググラハはどのような
ラハはどのような
ラハはどのような
ラハはどのような

意味意味意味意味をををを持持持持ちちちちうるのかうるのかうるのかうるのか、、、、またまたまたまた、、、、ガンディーはこのような
ガンディーはこのような
ガンディーはこのような
ガンディーはこのような事事事事態態態態をををを

想想想想定定定定していたのかはしていたのかはしていたのかはしていたのかは、、、、議議議議論論論論にににに値値値値することであるすることであるすることであるすることである（（（（ガンディーガンディーガンディーガンディー

のののの見解見解見解見解がががが出出出出ているのはているのはているのはているのは44444444年年年年10101010月月月月ののののＮＮＮＮ・・・・ＧＧＧＧ・・・・ランガとのインランガとのインランガとのインランガとのイン
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タビューであるタビューであるタビューであるタビューである））））。。。。それにしてもそれにしてもそれにしてもそれにしても、、、、ジーン・シジーン・シジーン・シジーン・シャャャャープがープがープがープが体体体体系系系系

化化化化しようとしたしようとしたしようとしたしようとした独独独独裁裁裁裁制制制制へのへのへのへの非非非非暴暴暴暴力的力的力的力的なななな抵抵抵抵抗抗抗抗、、、、アンナー・ハアンナー・ハアンナー・ハアンナー・ハザザザザ

ーレがーレがーレがーレが指指指指導導導導ししししたたたた社社社社会会会会悪悪悪悪にににに対対対対するするするする非非非非暴暴暴暴力的力的力的力的なななな闘争闘争闘争闘争、、、、これらはいこれらはいこれらはいこれらはい

ずれもずれもずれもずれも、、、、今今今今日日日日におけるガンディー
におけるガンディー
におけるガンディー
におけるガンディー主主主主義義義義のののの在在在在りりりり方方方方をををを見見見見極極極極めるためるためるためるた

めのまたとないめのまたとないめのまたとないめのまたとない材料材料材料材料であるであるであるである。。。。    
    結結結結びびびび――――パレスチナのパレスチナのパレスチナのパレスチナの国連加盟問題国連加盟問題国連加盟問題国連加盟問題    

    第一次大戦中第一次大戦中第一次大戦中第一次大戦中ののののババババルフルフルフルフォォォォアアアア宣宣宣宣言言言言によってによってによってによって生生生生みみみみ出出出出されたパレされたパレされたパレされたパレ

スチナスチナスチナスチナ問題問題問題問題はははは、、、、イスラエルがパレスチナに
イスラエルがパレスチナに
イスラエルがパレスチナに
イスラエルがパレスチナに対対対対してしてしてして圧圧圧圧倒倒倒倒的的的的なななな優優優優

位位位位にににに立立立立ちちちち、、、、さらにアさらにアさらにアさらにアメメメメリカのリカのリカのリカの支支支支持持持持をもをもをもをも得得得得ているというているというているというているという状状状状況況況況にににに

あるあるあるある。。。。そのパレスチナがイスラエルやア
そのパレスチナがイスラエルやア
そのパレスチナがイスラエルやア
そのパレスチナがイスラエルやアメメメメリカのリカのリカのリカの反対反対反対反対をををを押押押押しししし

切切切切ってってってって11111111年年年年９９９９月月月月23232323日日日日にににに国連国連国連国連加加加加盟盟盟盟をををを申申申申請請請請したしたしたした。。。。    

    オバオバオバオバママママ大統領大統領大統領大統領はパレスチナのはパレスチナのはパレスチナのはパレスチナの申申申申請請請請のののの２２２２日日日日前前前前にににに国連国連国連国連総総総総会会会会でででで演演演演

説説説説しししし、、、、ユダヤユダヤユダヤユダヤ人人人人のののの迫害迫害迫害迫害のののの歴史歴史歴史歴史をををを挙挙挙挙げげげげてこれてこれてこれてこれはははは事事事事実実実実であるとしであるとしであるとしであるとし、、、、

またまたまたまた加加加加盟盟盟盟申申申申請請請請はははは時期時期時期時期尚早尚早尚早尚早であるとしてであるとしてであるとしてであるとして両両両両国間国間国間国間のののの直接直接直接直接交渉交渉交渉交渉をををを呼呼呼呼

びびびびかかかかけけけけ、、、、イスラエルのイスラエルのイスラエルのイスラエルの立立立立場場場場をををを支支支支持持持持したしたしたした。。。。しかしユダヤしかしユダヤしかしユダヤしかしユダヤ人人人人がががが迫迫迫迫

害害害害されたかどうかがいま
されたかどうかがいま
されたかどうかがいま
されたかどうかがいま問題問題問題問題なのではないなのではないなのではないなのではない。。。。それにそれにそれにそれに今今今今はユダはユダはユダはユダ

ヤヤヤヤ人全体人全体人全体人全体のののの立立立立場場場場ではなくイスラエルという
ではなくイスラエルという
ではなくイスラエルという
ではなくイスラエルという国国国国家家家家のパレスチナのパレスチナのパレスチナのパレスチナ

人人人人圧迫圧迫圧迫圧迫がががが問題問題問題問題なのであるなのであるなのであるなのである。。。。直接直接直接直接交渉交渉交渉交渉はこれまでほとはこれまでほとはこれまでほとはこれまでほとんんんんどどどど成果成果成果成果

をををを生生生生んんんんでこなかったでこなかったでこなかったでこなかった。。。。「「「「チェンジチェンジチェンジチェンジ」」」」をををを合言合言合言合言葉葉葉葉にににに当選当選当選当選したしたしたしたオバオバオバオバ

ママママ氏氏氏氏ではあるがではあるがではあるがではあるが、、、、そのそのそのその行行行行動動動動によってによってによってによって世世世世界界界界のののの多多多多くのくのくのくの場場場場所所所所でででで緊緊緊緊張張張張

をををを緩緩緩緩和和和和することがすることがすることがすることができできできできるるるる立立立立場場場場にあるのににあるのににあるのににあるのに、、、、パレスチナパレスチナパレスチナパレスチナ、、、、イライライライラ ンンンン、、、、北北北北朝鮮朝鮮朝鮮朝鮮、、、、キューキューキューキューババババ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは核核核核兵兵兵兵器器器器削減削減削減削減などになどになどになどに関関関関してしてしてして前前前前

向向向向きなきなきなきな行行行行動動動動をとっていないをとっていないをとっていないをとっていない。。。。特特特特にパレスチナについては
にパレスチナについては
にパレスチナについては
にパレスチナについては１１１１年年年年

後後後後にににに迫迫迫迫ったったったった大統領選大統領選大統領選大統領選挙挙挙挙をををを考考考考慮慮慮慮してイスラエルしてイスラエルしてイスラエルしてイスラエル支支支支持持持持をををを鮮明鮮明鮮明鮮明にににに出出出出

しているしているしているしている。。。。それはアそれはアそれはアそれはアメメメメリカにおけるリカにおけるリカにおけるリカにおける反反反反ムスリムムスリムムスリムムスリム感感感感情情情情がいかにがいかにがいかにがいかに

強強強強いかをいかをいかをいかを示示示示したものでもあろう
したものでもあろう
したものでもあろう
したものでもあろう。。。。    

    しかしこのしかしこのしかしこのしかしこの演説演説演説演説にはにはにはには総総総総会議会議会議会議場場場場からのからのからのからの拍拍拍拍手手手手がほとがほとがほとがほとんんんんどなかっどなかっどなかっどなかっ

たたたた。。。。いまいまいまいま各各各各国国国国でのでのでのでの世世世世論論論論調査調査調査調査ではではではでは例例例例外外外外なくなくなくなく、、、、アアアアメメメメリカにおいてリカにおいてリカにおいてリカにおいて

さえもさえもさえもさえも、、、、パレスチナのパレスチナのパレスチナのパレスチナの加加加加盟盟盟盟をををを支支支支持持持持するするするする声声声声がががが多多多多数数数数であるであるであるである。。。。そのそのそのその

意味意味意味意味でアでアでアでアメメメメリカはリカはリカはリカは孤孤孤孤立立立立しておりしておりしておりしており、、、、拒否拒否拒否拒否権行権行権行権行使使使使によっていっそによっていっそによっていっそによっていっそ

うううう孤孤孤孤立立立立するであろうするであろうするであろうするであろう。。。。アアアアメメメメリカはこれらのことを
リカはこれらのことを
リカはこれらのことを
リカはこれらのことを考考考考ええええ、、、、拒否拒否拒否拒否

権権権権発動発動発動発動でないでないでないでない別別別別のののの道道道道をををを考考考考えるえるえるえるべべべべきであるきであるきであるきである。。。。そのそのそのその点点点点でででで、、、、先先先先にあにあにあにあ

げげげげたガンディーのパレスチナに
たガンディーのパレスチナに
たガンディーのパレスチナに
たガンディーのパレスチナに関関関関するするするする四四四四つのつのつのつの発言発言発言発言はははは今今今今でもでもでもでも傾傾傾傾

聴聴聴聴にににに値値値値するとするとするとすると思思思思われるわれるわれるわれる。。。。    
    （（（（付記付記付記付記    ここでここでここでここで取取取取りりりり上上上上げたいくつかのげたいくつかのげたいくつかのげたいくつかの事柄事柄事柄事柄はははは次次次次のののの英文英文英文英文ブログでブログでブログでブログで多少多少多少多少

ともともともとも論論論論じておりますじておりますじておりますじております。。。。    
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m））））    

                  

                  

                  

                  （（（（元文教大学教授元文教大学教授元文教大学教授元文教大学教授））））    


