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■1） 巻頭言：  『バングラデシュの睡蓮と日本の菊花』 
監事 伊藤隆史 

 
１． バングラデシュの国の花は、睡蓮 

 
（ウィキペディアより: https://en.wikipedia.org/wiki/Nymphaea_pubescens） 

バングラデシュの国の花は、憲法で「睡蓮」と規定されています。ベンガル語でシャプラと言うことは皆様ご承知のと
おりです。普通、睡蓮には、白、黄色、桃色、朱色などがありますが、バングラデシュの現地の方に聞くとバングラデシュ
の国の花は「Shada Shapla」、つまり「白い睡蓮」だそうです。国章に刻まれ、コインのデザインにも使われており、彫刻
物は国会議事堂を始め、ダッカの各所で見ることが出来ます。 
バングラデシュでは、睡蓮は、通年見ることができると言われていますが、雨期には極めて広範にみることが出来ま

す。見るだけでなく健康に良いとして食用としたりもしますし、生活には欠かせないものになっています。子供たちは池を
泳ぎ回り、睡蓮と戯れ楽しんでいます。そのポピュラーな事、美しさ、決意、団結、純粋、平和、愛の意味もあり、バングラ
デシュの独立後にすぐに睡蓮が国花となりました。 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nymphaea_pubescens
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２．睡蓮と水蓮と蓮 
バングラデシュの文化では、睡蓮に関する特段の逸話、神話の類があるわけではないようです。水面に浮かぶように

咲く睡蓮の花は、花と水面の景観に映えて昼に短時間咲き夕方になると眠るように花を閉じることにより和名では水蓮
ではなく、睡蓮となったそうです。蓮の花に酷似しており、よく混同されますが、種類の違う水生植物だそうです。仏教発
祥の地である隣のインドでは、蓮が国花で、極楽浄土の花であり仏像の台座は、蓮の葉が使われています。その点では、
日本人には蓮も睡蓮も、なんとなく身近なものに感じます。 

 
３．日本の菊花 

馥郁（ふくいく）と微かに香る菊花の季節になりました。１１月は、菊の季節です。菊の原産地は中国とされていますが、
平安時代に日本に伝わってから日本独自の進化をしたようです。時代の流れとともに菊は、公家から武家、庶民へと伝
わっていきました。また、品種改良が進み「江戸菊」、「美濃菊」、「伊勢菊」など各地の名前の付いた菊が栽培されるよう
になりました。 
時代が明治になると花径が 15ｃｍ以上の大菊が流行し、神社、お寺などの各所で菊花展が催され、その花姿を競う

菊花展（競技会）が開催されるようになります。 
 
4. 私と菊花とのかかわり 

 
（令和元年１１月：弥彦神社の菊花展：撮影・伊藤） 

10 年ほど前に友人より勧められて、私も菊を育て始めました。5 年前より千葉市の菊花展へ毎回出展をするようにな

りました。昨年、初めて「花丈 45ｃｍの部（花頂まで）」にて優等主席をとり感激したのが昨日のように思えます。3 月、4

月に苗の生育を始め、9月上旬に蕾が付き、1ケ月で開花します。満開は 11月の上旬です。冬季の 3ケ月を除き、約 9

ケ月間を掛けて育み出展しますので成果が出た時は、うれしいものです。自宅にて道路側（住宅街の狭い道路）にビニ

ールハウスを作り、時間のある時には必ず作業をしています。まさに「愛でる」という感じで育んでいます。 

日本人はシャイで、知らない人には、余り話しかけないと思っていましたが、道路を通行される方から結構話しかけら

れます。「どのように育てるのですか。」、「自分でも育てられるのでしょうかね。」、「実家では父親が菊造りをやっていまし

た。」、「毎年、この細道を通る時にいつも楽しませてもらっています。」等々。最近では作品を友人に差し上げて喜ばれて

います。巻頭言を書いている今は、今年の菊花展での成果を期待している毎日です。（「文化の日」が審査日です。） 

 

5. バングラデシュの睡蓮と日本の菊花 

水中の底（いわば泥）から茎を延ばし仄かに香るバングラデシュの「白い睡蓮」は非常にタフな感じがします。試練に

立ち向かい、不屈の精神力で独立を勝ち得たバングラデシュに非常に適した国の花と言えるでしょう。一方、菊花には

タフさはありませんが伝統を感じます。繊細な香りで多くの人にその美しさを楽しんでもらえます。 

今年の菊花展には「白い大菊（厚物・花径: 20 cm）」で臨みます。 
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■２）特別インタビュー『シャハブッディン・アーメド新駐日大使に訊く』  
 

 

 

この度、着任されたシャハブッディン・アーメド駐日大使にお話をうかがった。 

（聞き手 編集部） 

 

―日本にようこそ！ まず生い立ちから？ 

1960 年にボラ島に生れました。まわり東西北の三方を大河とベンガル湾に囲まれた、美しい自然に溢れ、緑の水田が
広がっている、のどかなところで育ちました。勉学とスポーツとを両立した生活をおくりました。 

 

―どんなご一家に？ 

ムスリム一家に生れました。父はボリシャルで後期中等教育を受け、教職を選び、ボリシャル管区内の島であったボラ県
に、教育の光を広く照らそうとしました。6男１女の第５子として出生しました。神のご加護により、兄弟たちは全員健在です。
妹は豪州に在住しています。 

 

―どこで何を学ばれましたか？ 

初等中等教育はボラで受けました。 

1973 年、中学生の時でしたが、日本から早川先生が来られました。ムジブル・ラーマン首相と親しく、大変な人道主義
者であられると聞きました。しかし、歓迎会の会場は、我が家から約 8km 離れているため、見に行くことは出来ませんでし
た。 

1978 年にダッカ大学に入学しました。独立後のバングラデシュでは、国家建設ため科学技術が大変に重視されていた
ので、理科系の道を選びました。 
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―国家公務員を志されたのは？ そして公務のお仕事はいかがでしたか？ 

バングラデシュのような途上国では、開発と福祉のための政策に貢献するには、国家公務員が最も有為な道なのです。
そこで国家公務員を志し、1984 年組として国家公務員になりました。駆けだしの時代は、農村の草の根レベルで汗をかく
ことが大切です。20 歳代から 30 歳代初めまで 7 年間にわたり、ボグラ県内のガブトリ郡とドゥノト郡で勤務しました。30
歳代末にはダッカ県のダムライ郡に勤務しました。この地方で汗を流した経験は、その後、政府内で地位があがり、政府内
上層部で財政など政策決定にあたる要職になって、大きく役立ちました。 

しかし、何といっても駆けだしの頃の達成感は格別のものでした。草の根で頑張っている人々は、地方の有力者に対し、
もめごとがあっても、裁判など法的に争うことが出来るものではありません。そこを若き下級判事（マジストレイト）として、正
義の裁決を下すことで、草の根の人々を助け、奉仕することが出来たことは、今も私の誇りとするところです。 

 

―日本との出会いは？ 

 日本とバングラデシュはアジアの国であり、バングラデシュ人は、日本人について、礼儀正しさ、勤勉、正直、我慢強さ
など、深く敬意を抱いています。2006 年に 1 週間、バングラデシュでの研修の一環で日本を訪れ、この美しい国と国民に
接することが出来ました。またバングラデシュでも、開発プロジェクトに働いている日本人達に出会いました。 

したがってハシナ首相より、駐日大使の職務に任じて頂いたことは、大変な喜びでした。私にとって、外交に取組むのは
初めてのことです。日バ両国関係の更なる強化と深化に貢献したい意気込みを持っています。 

 

―駐日大使としての抱負は？ 

日本は、バングラデシュにとり、最大の開発パートナーです。独立以降、日本は、一貫して、無償、有償、技術協力により、
バングラデシュの経済開発を支援してくれました。その結果、バングラデシュは、初期の開発段階を終えて、ハシナ首相の
先見性のある指導力により、国父ムジブル・ラーマンの夢見た『黄金のベンガル』の目標に向けてまっしぐらに向かってい
ます。 

この 10 年で、バングラデシュは、図りしれない可能性を持つ国へと変貌を遂げ、両国は相互互恵なものとなっています。
2014 年、両国首脳の相互訪問により、両国関係は『包括的パートナーシップ』へと高められました。私は、大使として、両
国関係を更なる高みへと引上げ、確固たる基盤を築くことを目指す所存です。 

 

―信任状奉呈は？ 

 9 月 4 日に着任したばかりなのに、9 月 30 日に天皇陛下に信任状を奉呈する機会を与えて頂きました。こんな短期
間に奉呈できて、とても幸運であると嬉しく思っています。 

天皇陛下には、初めてお目にかかりました。陛下は、私が想像していた通り、温かなお人柄で、とても優しく、気品に溢れ
ていらっしゃいました。陛下ととても楽しくお話させて頂きました。 

 

―ご家族はご一緒？ 

はい。家族も一緒に日本に来ました。１男２女を授かりました。最年長は長男です。妻シャヒナ・アクタルにも恵まれており
ます。というのも、妻は、29 年間にわたり家事を上手く切り盛りしてくれており、お陰で、私は職務に集中出来るからです。 
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―趣味などは？ 

バングラデシュ文学。タゴールから現代の詩人、作家に至るまで、読書が大好きです。私のお気に入りを挙げれば、ロビ
ンドロナト・タクル（タゴール）、カジ・ノズルル・イスラーム、フマユン・アザド、フマユン・アーメド、ミール・ムシャラフ・フセイン、
ゴラム・ムスタファ、シャムシュル・ラーマン、ショイヨド・シャムシュル・ホクとセリナ・フセインでしょうか。 

そしてバングラデシュの歌。これも民謡やタゴールソングズに始まり、現代のポップ・ソングまで、歌といえば全てが好き
です。 

コロナ禍のため、余り外出することが出来ません。幸いに大使館内に祈祷室があるので、毎週金曜日にはそこでお祈り
をしています。 

 

―日バ協会へのメッセージを？ 

コロナ禍のため、皆様にお会い出来ることができず、残念です。コロナ禍が収束して、皆様と早くお会い出来ることを願っ
ています。 

日バ協会と緊密に協力しながら、両国間関係をさらに増進させていきたいと熱望しています。日バ協会の知見豊かな皆
様からは、心から支援して頂けると信じています。両国にとり、より良き未来を一緒に築いていきましょう。 

 

ありがとうございました。 

 
 
 
■３）寄稿『モハンマド・キブリアさんのこと』 

              美術家 柳澤紀子  
 

１．キブリアさんと芸大に学ぶ 

 バングラデシュのことは、私にはキブリアさんとのこ

とを抜きにしては語れません。 

私が東京芸術大学の三年生になった1961年、バング

ラデシュ（当時は東パキスタン）からから美術専攻の最

初の日本政府の給費留学生として、モハンマド・キブリ

アさんが芸大で学ぶようになりました。ちょうどその年

には、銅版画家駒井哲郎先生がフランス留学から帰

国され、芸大でフランス直伝の銅版画を指導されるよ

うになりましたので、私たちは挙って先生のゼミに出席

するようになりました。そこへ留学生のキブリアさんも参

加し、私たちは自ずと友人となったものでした。友人と

言っても彼は私たちより十歳ほど年長でした。しかし駒

井先生の指導に対する学びの態度は私たち同様、あ

るいはそれ以上で、人間としても駒井先生を兄のように慕っているように見えました。 

 キブリアさんは、留学生としての期限が来て帰国されましたが、帰国後一度日本の文化庁の招待で、御夫妻で来日され

ました。彼の希望で、タゴールの友人である岡倉天心の五浦にある六角堂を訪ねた時は大変な喜びようでした。 

 

キブリア画伯と柳澤画伯 
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２．日本・バングラデシュ国交 30 周年記念美術展 

 その後2002年、日本・バングラデシュ国交30周年記念行事の一環として、美術展を開催

することになったとのことで、私もお誘いを受けました。この時私は初めてバングラデシュを訪

問することになり、久しぶりにキブリアさんと再会し、旧交を温めることができました。キブリアさ

んは既にバングラデシュを代表する国民画家として活躍されているとのことで、加えてバング

ラデシュを代表するダッカ大学で教鞭を取っているとのことでした。 

 記念展覧会は、キブリアさん、十歳若い私、さらに十歳若いギャスディン・カジさん（東京芸

大で博士号を取得）の三人展の形で行われました。この時、作品集の編集から作品の展示ま

で大変なお世話をいただいたのが公使の太田清和さんでした。お陰で展示会場もバングラデ

シュ国立博物館を選んでいただき、その広い空間に三人の作品がそれぞれ見事な配置のも

と美しく展示されました。 

 

３．〝詩神・ミューズ“ 

 オープニングの式典にはバングラデシュ側からモルシェド・カーン外務大臣はじめ政府のお歴々、日本側からは小林二

郎大使、太田公使以下の方々が出席されました。印象的だったのは、バングラデシュ側の来賓のお祝いのスピーチが、言

葉の意味は分かりませんが、詩を朗読しているように朗々とイントネーションも美しく、思わず聞き惚れてしまったことでし

た。 

 実はこの記念行事の期間中に、私は年来の希望であった吟遊詩人の「バウル（日本語訳では“風狂”）」の演奏を聴く

機会を持たせていただきました。聞けばバングラデシュの誇る詩人（アジアで初めてのノーベル文学賞授賞者）タゴールも

「バウル」を賞賛していたとのことです。またバングラデシュの国歌にもこの「バウル」に通底するものが流れているとのこと

です。あれこれを考え合わせますと、バングラデシュの人々の心の中には〝詩神・ミューズ“とも言うべきものが宿っているよ

うに思えてなりません。 

 

４．最後の再会 

 2010 年、私はダッカ大学から「シルパチャリア・ザイヌル・アベディン賞」をいただきました。同時に受賞したのは、モハン

マド・キブリアさんでした。授賞式は 2010 年の年末でしたが、私は急きょダッカに出向きました。キブリアさんは、体調不良

とのことで、授賞式に出席できませんでした。私は翌日、彼の賞状などを届けに彼の自宅に参上しましたが、彼は想像以上

に元気な様子で、二人の同時受賞を喜び合うことができました。 

 ただ残念なことに、その時に彼からは例のサインが出ることがありませんでした。それは私たちの青春と修業時代に交わ

した合図です。実は私たちの共通の恩師駒井哲郎先生は無類のお酒、ワインの愛好家で、授業の後は必ずと言ってよい

程にワインを嗜んだものでした。キブリアさんもイスラムの戒律を守って最初はワインを憚っていたようでしたが？ そのうち

に「ノリコ、あれ」と自分の方からサインを送るようになりました。この最後の再会の時には遂にキブリアさんのサインを聞くこ

ともありませんでした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国交 30 周年記念美術展 
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■４）会員寄稿：ボンゴボンドゥ・シェーク・ムジブル・ロホマンの死とその背景 
   －ムジブル・ラーマン生誕 100 周年シリーズ No. 11－ 

                                         元理事 渡辺一弘 
 
シェーク・ムジブ暗殺 
 1975 年 8 月 15 日早暁、ボンゴボンドゥ（ベンガルの友）と呼ばれたシェーク・ムジブル・ロホマン（以下シェーク・ムジ
ブまたはムジブと表記）大統領は、ダカ市内ダンモンディ地区の自宅を襲った軍の若手将校らにより、家族や親族たちとと
もに殺害された。 
 この事件は日本でも大きく報じられた。主要日刊紙すべてがその背景として、1971 年の独立以来一向に進まない経済
建設、法治体制の欠如、行政に関わる者たちの汚職、さらには大統領が行った政治改革などへの軍部や一般国民の不満
を指摘しており、シェーク・ムジブの失政が事件の引き金となったかのようにも読める。 
 だがシェーク・ムジブの施政は本当に失敗だったのだろうか？  
  
「建国の父」から「首相」へ 
 1971 年 3 月以来カラチで投獄されていたシェーク・ムジブは、バングラデシュが独立戦争に勝利したのち、翌年 1 月、
大歓声に迎えられてダカに帰還し、自らが首相となって国造りを進めることを宣言した。 
ムジブのこの決断に失望した者たちもいた、とジャーナリストのソイヨド・ボドルル・アハサンはその著書「シェーク・ムジブ
ル・ロホマン～反逆者から建国の父へ～」(Niyogi Books, 2014)の中で述べている。確かに、獄中にあったムジブは独立
戦争を直接指揮したわけではなく、一国のリーダーとしての資質は未知数だった。しかしそこに至るまでの過程でムジブが
果たした役割は大きく、大多数の国民はその決定を歓迎した。 
首相に就任したムジブが直面したのはしかし、9 か月に及んだ戦争で破壊しつくされた国の現状だった。経済の再建、法と
秩序の回復、道路、橋梁、鉄道などのインフラ整備、学校教育の再開….課題は山積していた。ムジブは国民に、国の建設
のために 3 年の期間を与えてほしいと訴えた。 
 
外交の成果 
ムジブが力を入れて取り組んだもう一つの課題は外交だった。最初に手掛けたのはバングラデシュに駐留していたイン

ド軍の撤退である。独立にインドの軍事力が寄与したことは否定できないが、駐留が長期に及べば国の自主性を問われる
ことになる。この点についてはインディラ・ガンディー首相との良好な関係を使って早期撤退を実現させることができた。
1973年にはアルジェリアで開かれた非同盟諸国の首脳会議に出席し、チトー、カストロ、サダトら世界のリーダーたちの知
己を得て、国際的地歩を固めた。こうした人脈、そして悲願の独立を達成したリーダーとしてのムジブの国際的名声が、多
数の国によるバングラデシュ承認に結びついた。バングラデシュの国連加盟に反対し続けた中国もこうした国際的な動き
に抗しきれず、バングラデシュは 1974 年国連加盟を認められた。 
 
問題の表面化 
 外交面での比較的順調な進展に比べ、内政面では問題が深刻化する一方だった。経済・財政の立て直しは進捗せず、
政治家や官僚たちの汚職が蔓延し、左翼過激派によるテロ事件も頻発して社会不安が増大した。世俗主義を奉じたことで、
国民の大多数を占めるイスラム教徒の一部からの反発もあった。 
このような困難な状況に追い打ちをかけたのは、74年7月ごろから始まった大洪水だった。20年ぶりと言われた洪水で国
土の 3 分の 2 が水に浸かり、食糧生産は壊滅的な打撃を受けて大飢饉が発生し、国民の怒りは政府に向いた。国際的に
は第一次オイルショックが、資源を持たないバングラデシュの経済に大打撃を与えた。 
 
政治改革 
 こうした難局打破のためにムジブが打った手は、大統領制と単一政党制の導入だった。1975年1月の憲法改正でこの
改革を可能にし、ムジブは強権を持つ大統領に就任した。しかしこの措置は国是として掲げた民主主義とは相容れないも
ので、かえって国内の反発を招く結果となった。さらに独立戦争中パキスタンに協力した者たちに対する赦免などでも国民
の不満は増大していった。 
 
ムジブ殺害 
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 こうした状況の中、暗殺事件は起きた。凶行は一部の若手将校らが行ったもので、軍上層部はこの動きを知らなかった
と言われている。しかし、軍の内部にはムジブ政権への不満が鬱積していたことは確かである。特に独立後パキスタンから
帰還した兵士たちは、独立戦争を戦った解放戦士たちに比べ、自分たちの処遇に差をつけられているという思いがあった。 
 
ボンゴボンドゥへの評価 
 ボンゴボンドゥ殺害以降は軍部が力を持ち、実質的な軍事政権が 1990 年まで続いた。民主化の後もアワミ連盟と
BNP という 2 大政党間の対立が長引いて国の発展への障害となった。この指導者の死がバングラデシュの在り方に長く
影響を及ぼしたことは否定できない。そしてその影響力のゆえに、バングラデシュ国内でのボンゴボンドゥ評価は未だに定
まっていない。 
バングラデシュの著名なジャーナリストで、主要紙「プロトム・アロ」の編集長でもあるモティウル・ロホマンは、2020 年 3

月 16日付の同紙に自ら執筆した論考で、「今もボンゴボンドゥへの賛美やその業績を称える声がしきりに聞かれる一方で、
その評価をめぐる論争や批判も少なくなく」、1975年 8月 15日の事件についても「十分な考察が行われたとは言い難い」
と指摘している。 
ボンゴボンドゥ・シェーク・ムジブル・ロホマンの生誕から 100年がたち、バングラデシュが間もなく建国 50年を迎えよう

とする今、バングラデシュの今後を占うためにも、「建国の父」への客観的な評価が求められている。 
 
 
 

■５）理事連載『バングラデシュの独立に寄り添う（1970 年 11 月）：ヤヒア訪中とサイクロン/高潮』 

   －バングラデシュ独立・国交 50 周年記念シリーズ No. 5－ 

                           理事 太田清和 
 

ヤヒア大統領兼戒厳令司令官は、２つの命題を負っていた。それは、①対印軍事力強化 ②総選挙/民政移管であり、

ヤヒア政権の存立意義(raison d’etre)となっていた。ヤヒアは果敢に両命題に取組んでいたが、政権基盤である軍部（パ

ンジャブ出身が中心）との間には両命題に関し認識のズレが生じており、軍部は焦燥感を強めていた。  

 

１． ヤヒア大統領の中国公式訪問 

（１）65 年の第二次印パ戦争以降、米国はパキスタンに対する武器供与を停止した。ソ連は印に対し武器供与を続け、印

国内ではソ連製の武器も製造されている。その結果、軍事バランスは大きく印に傾き、有事となる場合、パキスタンには勝

目がなくなっていた。軍部内では「米国の武器供与再開の目途が立たない以上、中国から軍事協力を得る外ない。」と、親

中派の勢力が伸長し、主流の親米派とツバ競り合いが起きていた。 

（２）ヤヒアとニクソン・キッシンジャーとはウマが合った。10 月、ニクソンはヤヒアに中国との橋渡しを頼み、ヤヒアは米国よ

り武器供与を引出した。11月10～14日、ヤヒアは中国を公式訪問した。中国としては、北方のソ連からの脅威に対応する

ため、南面で対峙する印を牽制するべく、パキスタンとの関係強化を図りたかった。ヤヒアにとっては、中国からの軍事協力

と経済支援の取り付けが重要であった。14 日の共同声明では、２億ドルの無利子借款、プラマプトラ川の架橋調査などが

盛込まれた。とはいえイスラマバードの日米両大使は、中国のパキスタン支援がどこまで内実のあるものか、懐疑的であっ

た。 

（３）3 回の首脳会談のうち、12 日の第 2 回目はサシであり、ヤヒアは周恩来に対し、ニクソンの「米国が、米中和解のため

特使を北京に派遣する用意がある」とのメッセージを伝達した。これに対し、周恩来は、「台湾問題を討議するため、米特使

の北京訪問を歓迎する、これは毛沢東、林彪の意見でもある」とのニクソン宛書簡を手交した。ヤヒアにとっては、①米中パ

で対印包囲網を築く戦略的意義、②米中双方より武器供与を獲得、との 2 点で軍内の親米派・親中派の双方を満足させ

る『大戦果』を得ることが出来、鼻高々だった。但し、米中橋渡しについては、当面の間、口を閉ざさざるを得ない。 
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２．サイクロンと高潮被災：国際救援合戦 

（１）12 日夜から 13 日未明、サイクロンがベンガル湾からボラ島に上陸、ノアカリを通過し、印のトリプラへと抜けた。サイク

ロンは、中心気圧 960 ヘクトパスカル、最大風速 65km であったが、ちょうど満潮と重なったため、３～６ｍ（メートル）の高

潮が、砂洲の島々や沿岸デルタを襲い、甚大な被害を引き起した。犠牲者は 30～50 万人に上ったとされる。 

東パのサイクロン/高潮被災は、『20 世紀最大の災害』として、世界各国で連日トップニュースとなり、被災地・被災者

の悲惨な状況が報じられた。ベンガル湾沿岸の島々が水没し、被災地との通信連絡が途絶えたため、犠牲者/行方不明者

の人数など具体的な被災状況は、容易に判明せず、現地政府当局も混乱状態が続いた。 

（２）先進主要各国は緊急救援に乗り出し、約１週間後には本国から C130 輸送機により、軍用ヘリコプター（折畳み格納）

と救援物資を現地に空輸し、軍用ヘリ30機（英米各10機、外に仏西独など数機）による食糧、医薬品、衣料、テントなどの

被災地への投下作戦を開始した。 

次いで、英海軍が駆逐艇 4 隻をシンガポールから被災海域に回航、沖合に停泊させ、中継拠点として運搬したモーター

ボ－ト 100 隻で救援物資の搬入作戦を行った。米国からもモーターボート 50 隻が提供された。 

西独は23名より編成された移動式病院を編成し、本国よりヘリ5機と医療スタッフを空輸し、被災地に移動病院を展開

させ、巡回診療を行った。約 1 ヶ月にわたり国際救援合戦が華々しく繰り広げられた。海外メディアも自国の支援振りにつ

き、他国の支援振りと比較しつつ報道合戦を行った。しかし地元パキスタン軍の存在が見えなかった。 

 

３． パキスタンの救援振りと総選挙実施の可否 

（１）ヤヒアは北京でサイクロン被災の報を得て、14 日夜にダッカに帰任した。16 日、ヤヒアは、軍用機で上空より被災地を

視察した。17 日に「しっかり救援活動をやるように」と指示を出した後、イスラマバードに引揚げた。軍部内には、サイクロン

を千差一遇の機会として総選挙の断念を求めようとする動きがあった。ヤヒアはイスラマバードに直ちに帰任して、軍部を

抑えなくてはならなかった。 

軍部は、ヤヒアが進める民政移管プロセスを不安視していた。ムジブルが６項目綱領を掲げ、東パ住民から広い支持を

得ていたので、総選挙を目前に控えて焦燥感を抱いていた。総選挙で６項目綱領を掲げるムジブルが勝利を収めれば、国

家の一体性が崩れ、東パが独立への道を歩み始めかねない。軍部は、アワミ連盟の背後に印の影がちらつくことにも神経

を高ぶらせていた。 

軍部は 8 月に東パを洪水が襲った際、総選挙を 10 月から 12 月に延期するよう求め、ヤヒアはこれに応じた。今次サイ

クロンは 20 世紀最大の災害であり、軍部は総選挙の再延期、出来れば中止を望んだ。しかし、ヤヒアにとっては、総選挙

実施は譲ることの出来ない命題であった。 

（２）アハサン東パ知事（西パ人）とムジブルはヤクブ東パ軍司令官（西パ人）に対し、ヘリコプターなど陸軍を救援作戦に

動員するよう懇願した。しかしヤクブは、軍の本務は国防にあるとして冷淡であった。西パからも救援部隊が派遣されなか

った。軍事的観点からは、西パのヘリ部隊は有事の際の『虎の子』であり、緊張の続く印パ西部国境から、指揮権が及ばな

くなりかねない、東パへは派遣出来なかったとする見方がある。この見方に立つと、「軍部にとり東パは一体どういう存在な

のか？」という疑問が出て来る。政府の閣僚が被災地を見舞い、視察に訪れることもなかった。軍部そして西パ住民は、東

パを「うるさく煙たい存在である」と見下げていた。東西住民の心までも、遠く離れてしまっていたのである。 

（３）ムジブルは、被災直後から９日間にわたり、被災地を巡回し、アワミ連盟の党組織による救援活動を鼓舞してきた。ムジ

ブルは、総選挙こそが東パを解放する道であると確信していた。西パでは票が取れないと選挙運動を断念したが、東パで

はうねりのような手応えを得ていた。 

11月26日、ムジブルはダッカに戻ると、英語で内外記者会見（クリックすると演説Text）（注：サイクロン/高潮が独立プ

ロセスの引金となった証左）を行い、①「海外から被災地に駆けつけ、温かい救援を差し伸べて頂いた」と各国に深謝しつ

つ、②然るに我が政府は、何の助けの手も差し伸べず、「無為無策の罪を犯した」と厳しく批難し、③そして公の場で初めて

『バングラデシュ』との呼称を使用し、「バングラデシュは目覚めた、総選挙で犠牲者に報いなければならない」と強調し、

④「総選挙は予定通り実施されるべきである」と訴えた。⑤さらに「独立ではない」と述べた後、一息ついて「独立ではない、

http://www.japan-bangladesh.org/%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e3%82%b8%e3%83%b3/mail77
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まだ独立ではない」と付言した。満場約 150名の内外記者団は興奮の坩堝と化した。ムジブルは、総選挙の実施に向けて

海外メディアを巻き込んだのである。 

（４）翌 27 日、ヤヒアが（24 日より被災地視察の後）ダッカで内外記者会見。内外プレス約 150 名が「総選挙はどうなる

か？」と固唾を呑んで見守る中、ヤヒアは、①被災地の救援は上手くいっている、②被災地復興計画は策定した、③選挙は

予定通り 12 月 7 日に実施すると述べた。内外プレスが、①救援活動は上手く行ってはいない、②パ政府・軍は何もしてい

ない、③西パ軍のヘリが投入されていない、④東パの西パ/ヤヒア批判を国家の一体性の観点からどう考えているのかと、

執拗に追及を続けた。これに対し、ヤヒアは激昂したのか、「諸君が私を嫌っていることは分かっている。ムジブルが総選挙

で勝利して政権に就き、自分より上手くやることを望んでいる」と声を張り上げた。 

ヤヒアとしては、東パ被災地の視察を行った後に、総選挙実施を発表することで、軍部を押し切ろうとした。そして東パで

は、政府の災害対応をめぐり不満が鬱積しており、再延期すれば、収拾のつかない事態となると痛感せざるを得なかった。 

 

４．日本の東パ救援  

（１）日本では、14 日、日本赤十字社が第一報を受けると、15 日、第 1 次救援物資の品目を決定したのに続き、全国の支

部に対し「翌 16 日より 12 月 15 日まで、向こう１ヶ月間にわたり救援金を受付けるように」と指示した。青少年赤十字の生

徒たちも街頭に立った。18～20 日、自民党（長谷川峻国民運動本部長）（クリックすると自民党年報）も 3 日間延べ 17 名

の国会議員が、パキスタン大使館員、東パ出身の留学生達と共に街頭募金活動を行った。 

20日付け1面には被災地入りした特派員が、その惨状を生々しい写真入りで報じ、国民を震撼させた。22日、早川崇も

居ても立っても居られず、募金活動のため街頭に立った。NHK、朝日、毎日、産経など報道各社も募金キャンペーンを行っ

た。27 日、経団連会館で、経団連、日商、日経連、経済同友会、日パ協会共催で、東パ救援１億円募金運動が、傘下の業

界 40 団体代表を集めローンチングされた。 

（２）東パの悲惨が日本人の心をとらえた。街頭、企業、職場、学校と、募金活動がかつて無い規模で行われた。募金の多く

は日赤に寄託される。1956 年のハンガリー動乱等の救援（1，580 万円）を例外として、海外被災のため日赤へ寄せられ

る募金は、戦後久しくなかった。1960 年代の後半になると、インドの食糧難救援（65 年に 18 万円、66 年に 176 万円）、

南北ベトナム救援（67 年に 163 万円）と募金活動が行われ始めた。それが 1970 年になると、突如、１～２桁跳ね上がり、

春のビアフラ紛争難民救援（8，544万円）、夏のペルー大地震（死者約 7万人）被災救援（9，974万円）となった。そして、

秋の東パのサイクロン/高潮被災救援募金では、翌春まで寄付が途絶えず 3 億円を大きく上回った。 

東パ留学生が駐日パキスタン大使館に義援金を持参すると、フセイン駐日大使（東パ人）は、ねぎらいつつも、耳元で

「義援金を大使館が受け取ると、イスラマバードに送金せざるを得ない。東パの被災地には届かない。日赤に寄付するよう

に」とささやいた。 

（３）20 日、政府は 15 万ドルの緊急支援を閣議決定したが、この通報に対し、直ちに曽野駐パキスタン大使より、「15 万ド

ルではアジアの大国として余りに恥ずかしい、全く次元を異にする画期的救援を」との回答が返ってきた。20 日になってパ

キスタン側から具体的品目を挙げて支援要請があり、12 月 1 日閣議で 150 万ドルの支援を決定した。日本航空、全日空

が特別機を提供し、郵船など海運会社が海上輸送を申し出た。 

（４）18 日、外務省は日赤の救急医療チームの派遣を申入れたが、受入同意が得られず、やり取りを重ねたが、中央政府

から辞退された。28 日、外務省より「欧米各国が現地で緊急救援活動を展開しているが、どのような形で受入同意を取付

けたのか？」と質しても、答えらしい答えが返ってこなかった。実は、欧米各国何れも、パ側から同意なきまま、東パに部隊と

医療チームを次から次へと送り込み、現地で救援作戦を進めていたのだった。 

外務省が焦燥感を強める中、30 日、オイスカから現地に救援チームを派遣するとの連絡が来た。オイスカは、チッタゴン

に支部があり、本部に対し救援チームの現地派遣を強く要請した。本部としても、現地でのニーズと受入態勢を確認出来

たので、直ちに救援チームを派遣することとした。オイスカのこの連絡に、皆、ホッと救われた思いがした。 

 

 

http://www.japan-bangladesh.org/%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e3%82%b8%e3%83%b3/mail77
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風が吹いた。日本国内の空気が変わった。 

日本は戦後、焦土と荒廃から立ち上がり、世界第２の経済大国となった。エコノミック・アニマルと揶揄されていていいの

か？ 日本人は戦後食べるために精一杯頑張ってきた、衣食が足りるようになったが、次はどうすれば良いのか？ 

1970 年、日本は高度経済成長の只中。３～9 月大阪万博が開催された。6,422 万人が来場し、日本国内に民族大移

動が起きた。77 ヶ国の色々なモノを見て、聞き、触れ、食べ、海外に目を開いた。海外からも「こんにちは、こんにちは」と、

80.8万人（前年比 46.2%増）がやってきた。当時の外国人登録者数は 3.7万人であった（永住など定着居住の韓中国人

を含めると 69.8 万人）。「外国人と会話してみよう」との機運も出て来た。 

日本人は、毎年台風に見舞われており、サイクロン被災を身近に感じた。赤い羽根共同募金（10～12 月）と時期が重な

っており、相乗効果が生れた面もある。 

5月に日本山岳会の松浦輝夫/植村直己がエベレストに登頂し、「日本人が天竺を極めた」といわれた。7月に日本航空

が B737 ジャンボ機を就航させた。航空賃が半額以下となり、日本人にも、空の旅に手が届くようになった。海外旅行も夢

ではなくなりつつあった。10 月に国鉄（現 JR の『ディスカバージャパン』キャンペーンが始まった。これまで旅行といえば、

社内、町内会、家族で、皆で一緒に出かけるものであった。それが自分探しの一人旅の時代を迎えた。 

 11月 25日、三島由紀夫が陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地で自決し、国民に大きな衝撃を与えた。反時代的な思想と行動で

あったが、三島美学であるとも評された。最期の『檄』には次の一文がある。「われわれは戰後の日本が、經濟的繁榮にう

つつを拔かし、國の大本を忘れ、國民精神を失ひ、本を正さずして末に走り、その場しのぎと僞善に陷り、自ら魂の空白狀態

へ落ち込んでゆくのを見た。」 

経済的に豊かになって、空っぽであってはいけない。自分自身を生かせることに取組まなくてはいけない。これこそは当

時、日本人が共有していた問題意識であった。 

日本はどうあるべきか？ 日本人はどう生きるべきか？ 皆、思いめぐらしていた。 

 

 

■６）『事務連絡』 

〇協会行事・講演会等記録動画の開示： ホームページの会員向けメニューで順次会員の皆様に公開してまいります。

詳細は近々改めてご案内致します。 

 

 〇会員情報変更届のお願い： 事務局では会員各位の連絡先等の最新版を常備する必要がありますので、皆様の住所

変更、メールアドレスが変更され ました場合は今後は <jimukyoku@japan-bangladesh.org>  までお知らせ下さ

るようお願い致します。 

 

〇本協会の活動などについてご意見等ありましたら、お知らせください。 また、メール・マガジンに載せたいご意見、情報、

その他昔のバングラデシュ勤務時代の思い出などお寄せ下さい。宛先： jimukyoku@japan-bangladesh.org （約 

1500 字。体裁上若干の修正あり得ることご了承下さい。） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

一般社団法人 日本バングラデシュ協会 

http://www.japan-bangladesh.org/ 
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