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■１）巻頭言：『新年の辞：今年の日バ協会の活動』  

会長 渡邊正人 
 
年頭にあたりご挨拶申し上げます。 
旧年中に会員の皆様から賜りましたご支援、ご厚情に 厚く御礼申し上げます。 
 
コロナ禍の下での生活に移行して間もなく 1 年となります。 
当協会としては、感染リスクのある行事についてオンライン開催に切り替えるなどの対策を講じ活動を継続してまい

りました。その間、会員間の対面による交流や親睦を図る機会を提供できない状態が今日まで続いていることは残念で
す。昨年 12 月頃より米国、英国、EU 諸国などではワクチン接種が始まりましたが、年末にかけて変異種が確認される
などの心配な動きもありました。シラーの詩に「苦痛は短く、喜びは永遠である。」という言葉があります。昨年来世界を
覆う暗雲が晴れ以前の日常が一日も早く戻るよう切に望みます。 

 
本年の当協会の活動の一端を次の通りご紹介します。 
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１．講演会 

昨年 10 月には、バングラデシュの結核対策に貢献された石川信克結核予防会結核予防研究所名誉所長にオンラ

インにてご登壇いただき感銘深いお話をうかがうことができました。本年は、当協会顧問であり、プロトム・アロ紙東京支

局長のモンズルル・ホク氏による建国の父シェイク・ムジブル・ラーマン首相に関する講演、「シャプラニール＝市民に

よる海外協力の会」の創設メンバーでありグラフィックデザイナーでもある福澤郁文氏による“バウル＝吟遊詩人”を始

めとする大衆芸能・芸術についての講演を皮切りに、バングラデシュの歴史、社会、文化、暮らしなどから興味深いテー

マに焦点を当てるべく早川理事を中心に講師会を企画してまいります。 

 

2．メールマガジン 

コロナ禍の下にあっても、毎月、太田理事を中心に、多彩で充実した内容のメルマガを編集・発刊し、会員の皆様に

提供してまいりました。今後とも、バングラデシュ独立・国交 50 周年を念頭においた企画を継続すると共に、今月号に

はバングラデシュにおける子供たちや若者への支援を続ける渡辺大樹エクマットラ代表のご寄稿が掲載されておりま

すが、若者、女性、文化の視点、更には地方発の交流を反映させるべく努めてまいります。また、近年、法人会員数が増

えていることから、法人会員からのご寄稿もこれまで以上に歓迎します。 

 

3．企業情報交換会 

昨年 3月から 4月にかけてバングラデシュに進出する多くの日本企業の駐在員が一時的に撤収する中にあって、企

業部会として、緊急事態宣言下の制約もあり、企業情報交換会を開催出来ず苦しんでいました。 

昨年 7 月から 9 月にかけて、平石委員長のリーダーシップにより、オンラインによる企業情報交換会を 3 回開催し、

日本企業が必要としていた情報を提供し共有し合える場を設定し続けました。この 3 回の企業情報交換会では、伊藤

直樹駐バングラデシュ大使などの講師陣の選定に加え、現地日系病院における医療体制にも焦点を当てるなど、法人

会員のニーズに応えるよう努めました。 

12 月の企業情報交換会は、感染対策を講じた会場への参加者に加え、ダッカ、シンガポールを含むオンライン参加

者で総計 320名という過去最多の参加者を得て開催されました。企業部会関係者及びご協力いただいた皆様に感謝

します。 

本年は企業部会と経済産業省などとのパイプを一層強化し、法人会員の生の声や要望が、ビジネス環境改善を目

的とする日バ間の経済対話の場に反映されるように努めてまいります。新たに加入される法人会員をもお迎えし、3 月

17 日に本年最初の企業情報交換会をオンラインにて開催します。 

 

4．在日バングラデシュ大使館との連携 

 昨年 9 月にシャハブッディン・アーメド新大使が着任されました。既にメルマガ 11 月号に同大使のインタヴューが

掲載されておりますが、今月号には同大使から当協会会員宛の新年メッセージが掲載されております。本年はバングラ

デシュ独立 50周年、明年は日バ国交樹立 50周年ですが、当協会として、アーメド新大使及び大使館の皆様と連携し、

日本とバングラデシュとの友好親善並びに経済ビジネスの増進に寄与してまいります。 

 

本年もよろしくお願いいたします。 
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■２）特別帰稿：『新年の辞』（英文本文と和訳） 

駐日バングラデシュ人民共和国特命全権大使 
シャハブッディン・アーメド 

 

新年 2021年を迎え、一般社団法人日本バングラデシュ協会の皆様に、心からのご挨拶と祝詞を申し上げます。また、こ

の場をお借りして、皆様が、バングラデシュと日本の両国間の友好関係の構築、相互国の理解の促進、そして協力関係の

構築に貢献されていることに感謝申し上げます。  

 

日本とバングラデシュの関係が、安定した基盤の下にあることは、包括的な協力関係の枠組みのもと、両国の関係が確

固たるものであることからも明らかです。時の流れと共に、両国の関係は、開発援助への強いコミットメント、貿易及び投資

の増加、そしてバングラデシュ人と日本人の交流の増加といったあらゆる側面から深まってまいりました。 

  

非常に有意義な年であった 2019 年の後、2020 年という新たな画期的な年が、バングラデシュと日本の関係をさらに

強化するために、3 月にハシナ首相の訪日が予定され、始まろうとしていました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症

の世界的感染拡大の影響により、訪日は延期となりました。さらに、その世界的感染拡大は、2020 年の「ムジブル・ラフマ

ン年」のために予定していた行事活動のほとんどに影響をもたらしました。それにもかかわらず、日本のバングラデシュへの

開発援助は続けられました。その上、日本は、その支援の領域を、バングラデシュで新型コロナウイルスが社会や経済へ与

える悪影響を緩和することにも拡大してくれました。 

新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大という逆境にもかかわらず、バングラデシュから日本への輸出と、海外直

接投資（FDI）は安定しています。世界的感染拡大の中、バングラデシュでの事業撤退や、一時的に事業を停止した日本

企業はありませんでした。渡航制限により両国間の往来は正常化されていませんが、下四半期には改善の兆候がみられ

ます。 

  

2021 年は、バングラデシュの独立 50 周年という記念すべき年です。 

この重要な年に、私たちは、年間を通して一連の記念活動や行事を主催することを目指しています。また、既存の関係を

新たな高みへと前進させるために、まだ活用されていない計り知れない可能性を探求することも楽しみにしています。世界

的感染拡大の収束の有無に関わらず、間もなく私たちが可能な領域から、協力事業を一緒に取り組み始められるようにな

ることを期待しています。その際には、私は皆さまの友情、サポート、そして協力を期待いたします。 

 

2021 年が皆様にとって御健勝で御多幸でありますよう、心からお祈り申し上げます。 

 
 

Ambassador’s New Year Message 2021 
 
I extend my warmest greetings and felicitations to the members of Japan-Bangladesh Society (JBS) at the dawn of 

New Year 2021.  I take this opportunity to thank JBS for promoting friendship, understanding and cooperation 
between Bangladesh and Japan.  

 
Japan-Bangladesh relations is placed on a firm foundation and that is clear from the robust state of bilateral 

relations under the framework of Comprehensive Partnership.  With time, the relation has grown in depth and 
dimension on all fronts – strong commitments of development assistance, growing trade and investment, and 
increasing level of people to people exchange.    

 
After a very eventful year in 2019, another exciting year was about to launch with the scheduled visit of our 

Hon’ble Prime Minister to Japan in March 2020 to further consolidating the Bangladesh-Japan relationship. However, 
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because of Covid-19 pandemic, the visit had to be postponed.  In addition to that, the pandemic crippled most of the 
expected activities of the Mission planned for 2020 targeting the Birth Centenary of the Father of the Nation 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.  Nonetheless, Japan’s commitment towards Bangladesh’s development 
efforts has been continued.  Besides, Japan extended its support for mitigating the negative social and economic 
impact of the COVID-19 in Bangladesh.  Despite the adverse impact of pandemic, our export to Japan and FDI 
remains steady.  None of the Japanese companies left or closed temporarily its business in Bangladesh during 
pandemic.  Although regular flow of visits from both sides is yet to be normalized due to travel restrictions, we are 
seeing the sign of improvement in the last quarter of the year.  

  
The year 2021 marks the 50th Anniversary of the independence of Bangladesh.  On this significant occasion, we 

aim to host a series of commemorative activities and programs throughout the year.   I am also excited to explore 
the immense potentials that are yet to be tapped in taking forward the existing relations to a new height.  I expect 
that we shall start working together very soon on the possible areas of cooperation, no matter whether the pandemic 
leaves us or we leave it behind.    In doing so, I count on your friendship, support and cooperation.   

 
I wish you all  a happy, healthy, productive and prosperous New Year-2021!  
 

Shahabuddin Ahmed 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 

 
 

 
 
■３）会員寄稿：『フセイン営子のダッカ便り（１）： コロナ禍を見つめて』 

会員 神部フセイン営子 
 

１．バングラデシュでのコロナ禍の流れ 

昨年 3 月８日、バングラデシュの保健省疫学研究所が、国内で新型コロナウイルスの感染例３名が確認されたと発表し

ました。感染者３名（男性２名、女性１名）は、イタリアからの帰国者でした。3 月 18 日、コロナ感染による死者（70 代の男性

1 名）が確認されたとも発表しました。 

3 月終わりに、政府からは、「どのような状況においても外出の際にはマスクを着用し、人と人との距離を保つ等の感染

予防措置を講じなければならない。違反した場合には法的措置を受けなければならならない。なるべく stay at home」との

お達し。そして 4 月に入ると、ダッカはじめ各都市がロックダウンになっていきました。当地にお住まいの日本人の殆どの

方々が臨時チャーター便で帰国されました。 

数ヶ月後、ダッカのコロナ禍は 収束してはいないけど、 徐々に制限が緩和され  今は 教育機関を除き 普通に動いて

います。 

米国のジョンス・ホプキンズ大学によると、昨年12月末の時点で、バングラデシュでは感染者は約51万人（日本は22

万人）、死者は 7,500 人（日本は 3,200 人）に上っています。 

 

２．フセイン営子（中流階級）がみるダッカのコロナ禍 

私は日本人で夫がベンガル人。ダッカに 住み 50 年近くになりますが、 ベンガル人社会の中で暮らしてきました。住ま

いは 最初は国立大学の官舎、その後は政府が中流階級対象に分譲した、モハマドプル地区の土地を購入して建てた家

で暮らしています。生活水準は中流と思っています。現在の同居家族は 6 人。家事手伝いとしてベンガル人女性が２人パ

ートで通ってきています。 

私たち夫婦は後期高齢者なので  自粛生活を守っており、人様とおしゃべりする機会はあまり持っておりません。ですか

ら コロナ禍については 新聞やTVのニュースの他には余り知りません。私自身、NHKのニュースをはじめネットで知れば

知るほど コロナ禍にはとても不安になります。でも「真実は報道とはだいぶ違う」ようにも思えています。 

 皆さん一般に、PCR 検査は自分から受けないようですし  疑わしくても病院には行かないようです。貧しい日雇い労働
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者たちは、今までどおり元気で働いています。でも裕福な私たちの友人知人で、コロナのため亡くなった人が 5 人ほどもい

ます。 

 そんな私の目で見た 「ダッカのコロナ禍」を、実際にコロナに罹ってしまわれたご家族の方に伺ってみたりして、私自身

のためにもまとめたいと思っています。そして皆様に、「ダッカのコロナ禍の真実」をお伝え出来ればと願っています。 

 

３．コロナ禍での多様なベンガル人の暮らしぶり 

最近のバングラデシュは 経済の発展で より格差の大きい社会になっています。 「コロナ禍という脅威の下でのベンガ

ル人の暮らしぶり」を一言にまとめて述べることが出来なくなくなっています。 

初めの数ヶ月間は政府から自粛命令・禁止措置が出て、外出もお店の閉店時間も制限されていました。工場などの生

産活動は一時休止で、ダッカの経済はストップしていました。コロナ禍のために 経営が困難になった会社から解雇された

り減収されたり、 より生活が苦しくなった人が増加しました。政府や民間の支援団体は収入の途絶えた貧困家庭に 「米と

豆とポテト」を無料で配布したいたりしていました。コロナ禍の為に、儲かっている産業は IT 関係と製薬会社。インターネッ

トの普及は驚くほどです。 

バングラデシュは コロナ禍には関係なく サイクロンや洪水の被害は 例年通り大きかったし、こんな危機の時でも断食

や 犠牲祭などの 2 大宗教行事は 規模は小さかったようだけれど 行われていました。   

 

４．私達夫婦の生活 

コロナ感染が流行しはじめた数ヶ月は、我が家を含めてどの家庭でも来客はもちろん、パートのお手伝いさんを断り、外

部からウィルスが持ち込まれる可能性を完全に絶ち、外出も控え 食料の買い物も細心の注意を払って生活していました。

最近では緊張がとけてきて注意をしながら普通に生活しています。 

10 月に AOTS 帰国研修生同窓会（BAAS）の第 34 回総会がダッカ市内のホテルで開催されました。夫は 5 年前から

AOTSの名誉顧問、私自身も元AOTS職員だったのでBAAS特別会員です、この会には是非とも会場出席したかったの

ですが、二人とも後期高齢者なのでコロナ感染予防のために遠慮して、自宅で zoom 参加しました。 

私たちの他にも 40 名のうち 1／3 が zoom 参加の様でした。その日、「チッタゴンの日本大使館名誉領事のイスラムさ

んがコロナに感染、現在自宅で隔離療養中」と知らされました。 

私は「stay at home」を守っており この８ヶ月間で私の外出は 10回位です。でも今日、徒歩の距離の高級ショッピング

モールへ視察（？）に行ってみました。モール内は普通でした。でも入り口で検温と消毒をされ、私はマスクをしていなかった

ので入場を断られました。でも入り口に備えてあった 10 円ほどの使い捨てマスクを買わされて入ることはできました。そし

て遠くに眺めたローカルマーケットとなると、店員も客もノーマスクの人たちの方が多いように見えました。 

夫は今朝、大きなショッピングモールの 8 階にある BAAS のオフィスにお出かけしました。最近は大部分の仕事は在宅

でしているけれど、オフィスに置いてある大事な書類を取ってくるのだそうです。 

私は夫に外出されると  コロナ感染がとても心配。 

夫は来年 80 歳の誕生日を迎える高齢者、それに血圧も血糖値も高い、そして喘息持ちといろいろ持病がある。彼は肉

体労働者ではない、いつも自家用車を利用しており運動は特にしていない、楽しみは食べることと飲むこと、とても規則正

しい生活をしていて 精神力が強い性格。だけれど 清潔な生活をしているので 菌を跳ね返す様な高い免疫力があるかど

うか？ 

私はバングラデシュの医療面(病院の水準とか保険制度など)を考えると 「もしここバングラデシュでコロナに感染して

しまったら・・・・・」想像するだけで不安になり 眠れない夜があります。 

「心配してどうする、皆 充分気をつけてるさ。でも感染してしまう人はいる。人の寿命は生まれた時から アッラーがお決

めくださっているのだ。 」と夫。 

日本で 10 年以上留学生として暮らしていた無宗教に近い夫の口から 聞くとは思わなかった言葉でした。 

   ( 2 月号に続く ) 
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■４）会員寄稿：『ストリートチルドレンの大逆転劇』 
       －エクマットラの 17 年間の取り組み－ 

エクマットラ代表 
会員 渡辺大樹 

www.ekmattra.org/jp/ 
 

私は、今から 18 年前、2002 年の 12 月に、初めてバングラデシュに渡りました。 

大学 4 年時にヨットの世界大会に出場するチャンスを得て、タイ・プーケットに渡航し、そこでストリートチルドレンと目が

合い、衝撃を受けました。これがきっかけで、ストリートチルドレンの問題に本格的に取り組みたいと考えはじめ、その 1年後

の 2002 年に、バングラデシュにやってきました。 

そしてバングラデシュで出会った仲間たちと立ち上げたのが、『エクマットラ』です。 

 

 
2004 年 エクマットラ立ち上げ 

 

 

１．『エクマットラ』とは？ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

『エクマットラ』というのは、皆が共有する一本の線という意味です。 

気が遠くなるような格差が存在するこの国で、「少しでもこの格差を縮め、一本の線に近づけるような活動をし続けよう」

との想いから、この名前を付けて活動を始めました。 

しかし、最近になって子ども達の中に、格差を縮めるどころか、それをひっくり返せる可能性があることに気づきました。子

ども達が社会の常識・通念をぶち壊すことができる可能性を持っていると実感し、興奮しながら活動を行っています。 
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私達の「一本の線に近づけたい」という考え自体に、そもそも富裕層やミドルクラスの家に生まれた子どもにはかなわい

ので、「できるだけそこに近い環境を提供し、今いるところよりは『マシ』な状況を提供しよう」という受け身な考えがあったこ

とに気づかされたのです。これまで 10 数年間、エクマットラで育った子ども達が、まさにそれを私達に気づかせてくれたの

でした。  

 

２．エクマットラ： 活動の 3 つの柱と大切にしているもの 

＜エクマットラの活動＞ は 

① 青空教室をはじめとしたフィールド活動 

② 緊急性の高い子どもを保護したり、 

アカデミーへの準備を整える 

レスキューセンター・チルドレンホーム 

③ 大自然の中で、人間力にあふれた 

 「心のエリート」を輩出するアカデミー 

 

の 3 つの柱で成り立っています。 

 

 

 

 

＜エクマットラが大切にしているもの＞ 

私が子ども達に口を酸っぱくして言っていることがあります。 

それは、まず「マヌーシュ（人間）」になるんだ。その上で「シッキト（学識を持った人）」になれ！ と。 

絶対に、「シッキト」で「オマヌーシュ（人間性のない人間）」にはなるな！ と。 

 

勉学や知識よりも、まずは人間性！ 

相手を慮り、人を慈しむことができ、弱者の味方になれて、文化の素養を持ち、自由に物事を考えられる、そんな人間のこ

とです。 

勉強が多少できなくても、人間性だけは頂点を目指せ！ と。 

 

この国では、残念ながら汚職や不正がなくなりません。それはどれも、知識はあるが、人間性が欠如している人々によっ

て起こされていると考えています。 

エクマットラから巣立つ子たちには、そんな社会を覆していけるような、大きな人間性を持った人間であってほしいと考え

ています。 

そしてそのために、大自然の中でそんな志を具現化し育むことができるアカデミーが必須だったのです。 

 

３．ストリートチルドレンから大学生 

一人の男の子を紹介します。 

彼はシュモンという子で、7 歳の時まで母親と路上で生活をしていました。 

そんな彼は路上で生きながらも、「絶対に勉強をして立派な大人になりたい」という強い意欲を持っており、エクマットラ

の青空教室に通い始め、2004 年にチルドレンホームに入ることになりました。 

2004 年 青空教室にて 
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エクマットラが映像制作を行っていた関係で、2009 年に

制作した映画「アリ地獄のような街」で出演をしたことをきっ

かけに、映像製作への興味関心を強く持ち始め、カメラマン

になりたいという夢を持ち始めました。 

センターでの生活や勉強よりも路上での気ままな生活に

戻りたくなり、センターを抜け出してしまう子も少なくありませ

ん。そんな子ども達の中にあって、シュモンは夢を実現する

ために一人の生徒として、また次々と入ってくる後輩の子ど

も達の面倒も見る良きお兄ちゃんでした。こちらが提供する

チャンスをしっかりと生かし、5 年生・8 年生・SSC（10 年生

卒業資格）試験を次々と合格し、高校の学生となりました。 

しかしこの頃から彼は、自分がもともとストリートチルドレ

ンであったこと、エクマットラの子どもであることを隠したが

るようになり、級友たちにも自分の過去を知られないようにと意識するようになりました。 

その時期は、私たち自身も、思春期特有の難しさに直面し、距離感を置こうとする、シュモンに対して、どう接し導くべき

か考え込んでしまいました。そんな中でシュモンは HSC 試験（高等学校卒業資格試験）に合格し、エクマットラから初めて

の大学生が誕生しました。 

 

その時には、現地に新聞でも「路上から大学生が誕生！」と報じられるなど大きな出来事になりましたが、何より大きかっ

たのが彼の心の中の変化でした。 

 

大学生になったシュモンと、チャドカン（露店の茶店）で茶を飲みながら話をしていた時に、彼が目の色を変えて、熱く語

ってくれたのです。 

「今まで自分の過去を隠すようなことをしてきたし、距離を取ろうとしてきたけど、大学生になった今すごく思うのが、一般

の家庭に生まれてそれなりのサポートがあり、勉強だけができる環境で成長して大学生になった友人たちに比べ、自分が

路上で生活しながらもそこからチャンスを自分でつかみ取っていって、大学生になれたということが、どれだけ意味があるこ

となのか、それをすごく感じたんだ。そしてこの経験・体験を次の世代に伝えることが自分の役目でもあると思うんだ。」 

 

エクマットラの活動をやってきていろんな嬉しい場面に出会いましたが、この時は活動を続けてきて本当に良かったと、

心から思えた瞬間でした。 

 

実際、彼は大学生として勉学に励む傍ら、映像制作のアシスタントカメラマンとしてエクマットラの映像制作のほとんど

に関わっており、夢であった一人前のカメラマンとなる日もすぐそこまで来ています。 

と同時に、彼の強い希望でエクマットラの青空教室やフィールド活動の中心スタッフとして、週に 3 回フィールドに行き、

今なお路上で生活している子ども達に、自分の路上での体験と、そこからどのように今の自分になれたのかを語って聞か

せています。 

彼の言葉を聞いた子ども達が目の色を変えていくのを、遠くから見守っているのが、今、私の一番好きな瞬間です。 

 

 

 

 

 

2004 年 後列右から二番目がシュモン 
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４．エクマットラの目指すもの 

 

私たちがエクマットラを始めた時から今も変わらないのが、、 

① 自分たちは踏み台、きっかけでしかなく、実際にこの活動

を運営し、子ども達にチャンスを与え続けるのは、元路上

生活をしていた子ども達自身であるべき。 

② 我々立ち上げメンバーができるだけ早く身を引き、彼らに

活動をバトンタッチしていきたい。 

③ そしてストリートチルドレンから次の世代の子ども達へ、サ

イクルを回していけるような団体にしていきたい。 

という考え方です。 

 

今エクマットラでは、このシュモンのように、路上で育った経

験すらも糧に、今までにあった概念や差別を跳ね返し、アッと社

会を驚かせるような人間、そして次世代を照らす光となる子ども

達が多く育ち始めています。 

とても喜ばしいことに、そのサイクルの実現を確信できるよう

な…我々が「心のエリート」と呼ぶ次世代のロールモデルが具

現化し始めているのです。 

 

私たちエクマットラは、これからも次の世代に影響を与え続け、

大好きなバングラデシュの社会を、より良き方向に進めていけるようなロールモデルを輩出し続けていきたいと願っていま

す。 

シュモンのように喜ばしいニュースをバングラデシュから皆様にお届けできるよう、初心を忘れず子ども達と共に歩んで

いきたいと思います。 

 
 

■５）理事連載『バングラデシュの独立に寄りそう（1971年 1月）：Post-election Strugglesの火蓋が切
られる』 
   －バングラデシュ独立・国交 50 周年記念シリーズ No. 7－ 

理事 太田清和 
 

まえがき 

1971 年は、日本の外交青書では、全編の冒頭で「戦後の歴史の中で最も変化の激しい年であった」と記された。 

アジア経済動向年報「1971 年のパキスタン」では、「この年東パキスタンをめぐって発生した諸事件は、パキスタンとかイ

ンドとかいった枠をはみ出し、軍政とは何なのか、権力とは、国家とは、国境とは、民族とは、独立とは、戦争とは、大国とは、

国連とは、人道主義とは・・・・といった難題をあとからあとからたたみかけるように全人類に対して問いかけてくる性格のも

のだったのである。」と記された。 

 

＊魚雷 

12 月 7 日の総選挙は、ムジブルの放った魚雷がサイクロン/高波の水面下で加速し、パキスタン支配体制の心臓部に

命中した如きであった。12 月 17 日の地方選挙も同様な結果に終わり、パキスタン国民の民意がどこにあるかが再確認さ

2020 年 シュモンと今はフィールドワークをする仲間に 
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れた。民政移管の第 1 段階、総選挙は、全当事者にとり想定外の結果となった。総選挙の結果に基づき、どのような憲政

体制を創り出していくか？ 民政移管は 1971年に第２段階を迎えた。アワミ連盟、PPP、国軍、印は、総選挙後の対応振り

を検討した。そして総選挙後の闘いの火蓋が切られた。 

 

１．アワミ連盟（AL） 

（１）ムジブルはぶれなかった。ぶれる必要もなかった。正々堂々としていた。６項目綱領は、これまでは演説するものであっ

た。今や実現のため行動する時を迎えた。ムジブルは、6 項目綱領の旗印の下に、東パ住民の結束を固めようとした。 

（２）1 月 3 日、ムジブルはラムナ広場に約 50 万の聴衆を集め、政見演説（クリックすると演説 Text）を次の通り行った。 

① 新憲法は 6 項目綱領の基礎の上に策定される。6 項目綱領に修正はない。 

② AL は国民議会の過半数を得たが、新憲法制定では西パ代表の協力を得たい。 

③ 我々は西パの不正義により、政治経済など多分野で犠牲となってきた、今度は西パに正義を求める、私は、既得権

益層・財閥と闘っており、シンド、バルチスタン、北西部辺境地域の貧民たちから共感を得ている、 

④ 既得権益層は、治安と社会経済の不安定化を企んでいる。挑発に乗ってはならない。竹槍は、私が要請するまで使

用を控えて欲しい。我々が勝ち得た選挙結果を台無しにしてはならない。今こそ平和が求められており、非暴力を訴

える。 

（３）ムジブルは、『既得権益層』（あえて国軍と呼ばず）と政治的に対決する方針を明らかにし、その方策として非暴力運

動を取るとして、東パ住民に覚悟を求めた。６項目綱領堅持の方針を東パ住民に誓ったことで、西パとの対話による新憲法

制定の道を自ら閉ざした面もある。果たして、国軍を相手に非暴力運動（素手）で闘うことによって、６項目綱領を実現出来

るものであろうか？  

 

２．パキスタン人民党（PPP） 

（１）ブットーはポピュリスト。西パで左派のみならず、右派からも支持を取付け、PPP は予想を超える 81 議席を獲得した、

PPP は選挙戦を通じ、左右両派が野合した政党となっていたので。選挙後に左派と右派との間で立場が分かれた。 

（２）左派は、学生、弁護士、知識人、都市貧困層、貧農・小作民たち。選挙結果を受けて野党となる道を選ぼうとした。「持た

ざる者たち」にとって常識的な選択である。 

 右派は、財閥、大地主と癒着する「持つ者たち」であった。表ではブットーの社会主義に呼応しつつ、実は自分達の権益

を護ろうとしており、AL と協力し、連立政権に参画したいと考えた。これも「持つ者たち」にとって当然の選択である。 

民政移管は、1970 年 3 月発表の LFO (Legal Framework Order)に基づき、パの一体性を維持しつつ、文民政権に

移行するものとされていた。したがって、多くの国民は、紆余曲折を経つつも、AL と PPP の連立政権ができるのであろうと

考えていた。これが自然な考え方である。 

（３）ブットーは大変な野心家でもあった。LCO では、新憲法草案の決議の採択方式（1/2、2/3、全会一致）までは詰めて

いなかった。1 月 10 日、ブットーは、PPP 勢力の弱い（25 議席のうち１議席を獲得したのみの）北西辺境州ペシャワール

（ガンダーラ仏教美術文化の中心地）で、①PPP は西パ全体を代表する、②東西パは対等である、③新憲法はコンセンサ

スで採択されるべきである、と強気の演説を行った。 

権力を欲する者（ブットー）は権力（国軍）にすり寄る。 

 

３．国軍 

（１）LFO は、表題こそ『民政移管』と記されているが、表紙をめくり本文を読むと『国軍が権力権益を維持する方程式』が

書かれている。ヤヒアは、「早期に民政移管を終えて、早く１軍人として兵舎に戻りたい」との言辞を繰り返していたが、大統

領の地位を手放す意思はさらさらなかった。アユブ・カーンから「国軍のみがパキスタンの安全保障と国家の一体性を護り

得る。国軍はパキスタンを分裂から救わなくてはならない」とのメッセージを託され、愛弟子としてその使命を果たそうとし

ていた。 
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（２）LFO が発表されると、東パではバシャーニはじめ東パの多くの政党が「LFO は国軍のまやかしである」と反対を表明

した。特務機関 ISI（Inter-Services Intelligence）は、東パ諸政党の翻意工作に全力を傾け、ALと勢力を２分していたバ

シャーニ（毛沢東）派などより選挙参加を取付けることに成功していた。 

ムジブルは、AL 内の LFO 反対の声を抑え、選挙オプションを選択した。ムジブルは、「ボイコットするだけでは何も得る

ことが出来ない」という健全な判断力を持っていた。 

11 月初めの時点までは、全てはヤヒア/国軍/ISI の方程式通りに進行していた。 

（３）サイクロン/高潮が東パを襲うと、国軍の方程式に狂いが生じた。ISI は、東パで、①サイクロン/高潮被災へのイスラマ

バードの対応をめぐり不満が鬱積している、②ムジブルが総選挙に向けて大きなうねりを引き起している、と警鐘を鳴らし

た。 

11 月 27 日、ヤヒアはダッカでの内外記者会見で、①救援活動は良好である、②総選挙は予定通り行うと、白々しい発

言を行った上、内外プレスの追及につぐ追及に激昂してしまった。このヤヒアの記者会見が、東パに充満していたガスに点

火してしまった。東パ全体が怒りで爆発した。バシャーニ派は総選挙ボイコットを表明し、諸政党がこれに続いた。その結果、

東パの総選挙は、AL の一人舞台となった。 

選挙結果を受けて ISI はヤヒアの記者会見に矛先を向け批判した。しかし問題の根源は、国軍が東パのサイクロン/高

潮の被災を拱手傍観していたところにある。国家は国民の生命と財産を護るために存在する。救いの手を差し伸べないパ

キスタンは、もはや東パ人にとって国家ではない。 

（４）ヤヒアは国軍内で権威を失墜した。ヤヒアに替わって、ピールサーダ陸軍中将。ハミド参謀長、ティッカ・カーン陸軍中

将が実権を掌握した。 

国軍首脳部は、①ヤヒアを通じるムジブルとの対話路線（表）、②ブットーとの共闘路線（裏）の２正面作戦を採った。 

ヤヒアは、民政移管が自分の使命と公言してきた以上、ムジブルそしてブットーと対話を行い、文民政権に向けて調整せざ

るを得ない立場にある。潰えた面子を回復する機会でもある。そこで、ヤヒアを泳がせる。 

ブットーは、表では貧困層に向けて社会主義をアピールしつつ、裏では財閥や大地主と癒着し、既得権益を代弁してい

る。権力を求める野心家でもある。ブットーを味方に引き入れれば、国軍の権益を維持することが出来る。そこで、ブットー

の野心を煽る。 

対話路線は、ヤヒア、アハサーン東パ州知事、カマル・フセイン AL 法律顧問、ムジブルというチャネルで進められた。共

闘路線では、ピールサーダがブットーとの橋渡しを務めた。ピールサーダはブットーの親友であり、アユブ・カーンから更迭

された苦い経験も共有していた。ピールサーダはブットーに、対話路線の進展状況を逐一ブリーフしていく。国軍首脳部は

共闘路線に重点を置いていた。 

AL は自治権拡大要求を唱え、全パの代表者たるべく、西パの地方３州に対し、連帯と協力を求めてアプローチを始めた。

また早々と新憲法案を起草し、そして国民議会の早期開会を要求した。国軍首脳部は、パが解体されてしまうのではない

かとの戦慄を覚えた。 

（５）1 月初め、ヤヒアは新憲法対話のためムジブルを西パに招いた。ムジブルは、過半数の議席を得た東パで対話すべき

であると断った。ムジブルが、①西パに赴けばそのまま拘留されてしまう、②西パの甘言に乗り、手練手管に翻弄されてしま

う、と側近は危惧していた。ムジブルは正論を主張するが、ナイーブで人柄が良過ぎるので脇が甘いところがある。ムジブ

ルを冷静沈着な側近が支えていたことが伺える。 

そこでヤヒアは 1 月 11～14 日にダッカを訪問し、ムジブルと会談を重ねた。ムジブルは、①６項目綱領に基づく憲法制

定、②国民議会の早期開催（2 月 15 日を明示）を主張して譲らなかった。ヤヒアは、ムジブルの頑迷な態度に手を焼いた。

ヤヒアは会談後、「新憲法問題については、ムジブルとブットーで話し合って決めれば良い」と述べ、責任を放り出したかの

ような発言を行った。 

しかし国軍首脳部はヤヒアの責任放棄を許さなかった。1月 17日、ラカルナのブットーの別荘で、ヤヒアとブットーは、ピ

ールサーダとハミッドの同席を得て、長時間にわたる会談を行った。両者は東パに政権を渡さない（既得権益は国軍/PPP

で堅持する）ことに合意し、そのために、①新憲法にコンセンサスを得るまで国民議会を開催しない、②両者が軌を一にす



日本バングラデシュ協会       メール・マガジン８０号（202１年新年号） 

12 
 

る対印強硬路線を進めることとした。 

1 月 27～31 日、ブットーはカラチからダッカに入り、ムジブルと会談を重ねた。ムジブルは、①6 項目綱領に基づく憲法

制定、②国民議会の早期開催を主張した。ブットーは、①新憲法は過半数ではなくコンセンサスで採択されるべし、②国民

議会の 2 月 15 日開催には無理がある、③多くの基本的問題に乖離があり、これ以上離れると事態は異なったものとなっ

てくると述べた。ムジブルも、ブットーとの会談が物別れとなったところで、ブットーの背後に国軍が存在していることを感知

したはずである。 

30 日にムジブル・ブットー会談が物別れに終わるや否や、ハイジャック事件が発生した。 

   

４．インド 

（１）1970 年、印のガンジー政権は、パキスタン情勢どころではなかった。  

 ガンジー国民会議派政権は、1967年の第 4回総選挙で大幅に退潮し、69年に入るとガンジー派と長老派とに分裂し、

長老派は政権を出て行った。このためガンジー派は少数与党として政権を運営せざるを得ない苦境に陥った。先行きの経

済見通しも暗く、このままでは政情が不安定化し、政権がジリ貧に追込まれるのは必至であった。 

1970 年、ガンジーは議会での勢力を挽回すべく総選挙の時機を窺っていた。2 月に大手銀行の国有化、12 月に藩主

特権を廃止の急進策を取り、最高裁が藩主特権廃止は違憲とする判決を出すと、12月27日、ガンジーは任期を繰り上げ

て、解散を行う賭けに打って出た。総選挙は３月上旬に行われることとなった。 

（２）パキスタンに国軍はあったが、政治も行政もなかった。印では政治は揺れていたが、行政と国軍はシッカリしていた。パ

の特務機関 ISI（Inter-Services Intelligence）と印の特務機関 RAW(Research and Analysis Wing)とは熾烈な諜

報戦を繰り広げていた。印パは亜大陸の住民であり、東西ドイツや南北朝鮮と同様、相手国内に深く浸透し、強力な諜報

網を築き上げていた。 

１月に入ると、印パ間でカシミールをめぐる事件が相次いで発生した。カシミール問題となると、印パ両国共に一歩も引

けない。パ国軍/PPP は印パの緊張を求めた。印パの緊張は、国軍とブットーの権威を高め、ムジブルの立場を弱める方向

に作用する。印のガンジー政権にとっても、印パの緊張は総選挙を前に求心力を高める方向に機能する。 

・1 月 13 日、印は、印側カシミールのジャム・カシミール人民投票戦線を禁止した。 

・1 月 14 日、パは、印のジャム・カシミール人民投票戦線禁止措置を批難した。 

・1 月 18 日、印は、カシミール警察のパキスタン・スパイ 22 名を逮捕した。 

 ・1 月 24 日、印は、このスパイ事件に関わるパ外交官 1 名を追放した。 

・1 月 25 日、パは、印外交官 1 名を同様にスパイ容疑で追放した。 

（３）1 月 30 日、カシミール青年 2 名は、搭乗員 32 名を含むインド航空機を乗っ取り、ラホール空港に強制着陸させた。

犯人達は、(a) 印に対し、印側カシミール活動家36名全員の釈放を要求、(b) 要求が入れられなければ、機体を直ちに爆

破すると脅迫した。さらに、(c) パに対しては政治亡命を求め、パは直ちに許可を与えた。 

1 月 31 日、ブットーはダッカから、カラチではなくラホール空港に帰着し、犯人に対し「自分に全てを任せてくれ」と話し

かけた。 

2 月 1 日、パは乗客乗員を全員解放し、印に護送した。 

2 月 2 日、印がカシミール活動家 36 名の釈放を拒否すると、犯人達は機体を爆破した。 

この事件は、実に不可解である。パ当局は乗っ取り犯人を逮捕すべきであるが、カシミールの青年であるため、逮捕せず、

亡命を認め、英雄として扱っている。 

また犯人達が乗客乗員を解放し、パ当局が印側に護送してしまえば、印側としてカシミール活動家 36 名の釈放に応じ

る必要がどこにも無くなる。犯人達は、印側が活動家の釈放を拒否したためとして、インド航空機を爆破する。パ官憲は、犯

人の爆破テロを制止することもなく、あたかも華々しいショーを観るかのように見守っている。 

1月 30日にインド航空機ハイジャック事件が発生すると、翌 31日にブットーが現場のラホール空港に登場し、ドラマの

中心人物となる。2 日にラホールで PPP が６項目綱領の修正を求める決定を行うと、犯人達はインド航空機を爆破した。イ
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ンド航空機の機体爆破事件は、①6 項目綱領の修正と、②印パの緊張とをアピールする劇的な演出である。ブットーと国

軍とは「共闘」路線を歩む血盟の契りを結んだのである。 

 

＊サーベル 

同 2 日、印は機体爆破直後に全パキスタン航空機の印領空飛行を禁止する措置を取った。しかも同日にイスラマバード

で正規の外交チャネルで、口上書を以て禁止措置をパ外務省に伝達する。水際立った外交である。 

パは、背後から印を斬りつけたが、印はこれをかわした。印は振り返りざま、間髪を置かず、磨ぎ上げたサーベルで、パ国

軍の右脚のアキレス腱を狙い澄ましたかのように斬り裂いた。このためパ国軍は身動きが不自由になった。印のサーベル

は、パキスタンの右翼を切離すかのような切れ味があった。 

印の対パ領空飛行禁止措置には、3 つの意義がある。 

第１に、ガンジー政権としては、選挙戦で国内向けに「売る」ことが出来る。 

第２に、パ国軍の東パ移送の負担を増し、東パ武力弾圧を阻止する予防措置となる。 

第３に、パ軍が東パで武力弾圧に踏み切っても、補給線が限られるので、パ軍の力が、時が経つにつれ衰えていく。 

こう考えると、RAWは、ISIとの熾烈な諜報戦にあって、東パ情勢の行く末を読み切っていたのではないかとの感すら抱

かせる。 

 東西パは約 2,000km 離れていたが、セイロン経由を余儀なくされると、今度は 5,500km とさらに遠い存在になってし

まった。   

 

 

 

 

■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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添付資料 
ムジブル 政見演説（Mujibur Speech） 
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