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日本バングラデシュ協会の皆様へ  

■１）巻頭言：『バングラデシュのジャガイモ生産量は世界第７位』  

                           京都大学東南アジア研究所連携教授 

                           会員 安藤和雄 

■２）追悼文：『早川元枝様を偲んで』 

                           会長 渡邊正人  

■３）会員寄稿：『バングラデシュ独立と美術作家たち（１）－－ムルタザ・バシール』  

                           福岡アジア美術館学芸員 

                           会員 五十嵐理奈              

■４）会員寄稿：『フセイン営子のダッカ便り（２）： コロナ禍を見つめて』    

                           会員 神部フセイン営子 

■５）理事連載『バングラデシュの独立に寄りそう（1971 年 2 月）：憲政対話から軍事行動へ』 

   －バングラデシュ独立・国交 50 周年記念シリーズ No. 8－ 

                           理事 太田清和 

■６）『事務連絡』 

 

 

 

■１）巻頭言：『バングラデシュのジャガイモ生産量は世界第７位』  

                           京都大学東南アジア研究所連携教授 

                           会員 安藤和雄 

 

１．ジャガイモ生産で世界第 7 位 

バングラデシュは世界で第 7 位のジャガイモ生産国です（表１）。国別のジャガイモ生産量のトップ 10 の国々は、インド

とバングラデシュを除けば、いずれも温帯に位置しています。この事実は案外知られていないのではないかと思います。 

商品作物としてのジャガイモの魅力、高収量品種の種イモの普及、ジャガイモを使っ

たスナック菓子の出現などによる消費市場の発達などの理由で、バングラデシュでは

2000 年を前後して、ジャガイモ栽培の面積と生産量が急激に増加しています。全国の

栽培面積と生産量は 1955/56 年度に 2.59 万 ha、12.4 万 t であったのが、2016 年

には 47.5 万 ha,947 万ｔと増加したのです。ほとんどが自国内消費されています。  

この背景には、低温保蔵施設の普及も影響していることでしょう。ジャガイモは、原産

地はペルーのアンデスで、冷涼な気候を好む作物です。生育適温は15℃から20℃とい

われています。18 世紀後半の英領期にベンガル・デルタでジャガイモ栽培の普及が始

まりました。英領期には冷涼な高地である周辺のダージリン、シロンから種イモ（注：植

付け用に作られたジャガイモ）が入り、やがてビルマからも入るようになりました。今では

自国産の種イモ、海外から輸入された種イモが両方入手できるようになっています。 

インドのジャガイモ栽培領域はガンジス中流地域と、特に盛んなのは下流のベンガ

ル・デルタ地域です。バングラデシュ国土のほとんどを占めるベンガル・デルタは、熱帯

モンスーンに位置しているにもかかわらず、温帯の野菜であるジャガイモの栽培が盛ん

なのです。北半球の温帯の国々では、寒い冬があるので、日本と同様に、ジャガイモは

春から秋が栽培期間となります。  



日本バングラデシュ協会       メール・マガジン８１号（202１年 2 月号） 

2 

 

写真１ ドン（青年海外協力隊員時代にノアカリ県の村で撮影） 

２．摩訶不思議なベンガル・デルタ 

しかしベンガル・デルタでは、ジャガイモは乾季の冷涼な「冬」に、雨季の熱帯モンスーンの夏の稲作の後作として栽培

されています。キャベツ、カリフラワー、アマランサス、ダイコンなどの他にも、北半球の温帯地域（例えば日本）の夏野菜で

あるトマト、ナス、トウガラシや、キビやアワなどの雑穀も、「冬」の乾季に農業近代化以前から栽培されてきました。熱帯に

位置しているベンガル・デルタの乾季には、温帯が入り込んで同居しているのです。 

ベンガル・デルタより南に位置する東南アジアの諸デルタではジャガイモの栽培は盛んではありません。タイなどではジ

ャガイモに代わってキャッサバが栽培されています。農業近代化以前、井戸や池、沼、川などから人力で灌漑水をくみ上げ

ていた時代には、東南アジアの諸デルタではベンガル・デルタほど乾季の作物栽培は盛んではなく、極めて限定的だった

ことが知られています。 

ベンガル・デルタでは乾季の 12月から 2月の早朝にはセーターやダウンジャケットが必要で、村では時には藁を焚火し

て暖をとっていました。結構冷えます。また、ベンガル・デルタは氾濫原デルタと言われているように、水田土壌は粘土に加

えて砂、シルトの含有量がかなりあり、畑作にも適しています。氾濫原には、三角州とは異なり、自然堤防と後背湿地がつく

る川、沼、池などの灌漑水源が豊富です。 

乾季の始まり、10月、11月、12月に、太陽の熱で、川、沼、池からは大量の水蒸気が空気中に放出されます。11月の後

半からは夜と朝の低温が始まると、その大量の水分は霧を発生させ、朝には小雨が降ったように、土と作物に大量の露を

つけます。小雨の役割を十分に果たしているのです。バングラデシュの氾濫原は田でもありますが、良質な畑でもあるので

す。こうした繊細なベンガル・デルタの自然条件が、農業近代化以前にも乾季の畑作を可能にしてきたのです。ジャガイモ

の生産量が世界で第 7 位という事実は、まさに「人知を超えた素晴らしさ」を兼ね備えた摩訶不思議なベンガル・デルタを

象徴しているのです。  

 

３．ジャガイモは連作を嫌う 

ジャガイモは日本では家庭菜園愛好家や農家を困らせる野菜でもあります。畑では毎年同じ場所に栽培する連作をジ

ャガイモは大変嫌います。生育の不良、病虫害

の発生などで収量が落ちる連作障害が出やす

いのです。５年ほどは同じ場所では栽培できな

いと言われています。 

収穫後の後作にも注意が必要です。同じナス

科の野菜や根菜類の栽培も連作障害的な症状

が出やすいので避けた方がよいとされ、数年は

空けなくてはなりません。すぐに後作としてでき

るのはネギ、コマツナなどの葉物野菜のみです。 

 

 

 

４．田畑輪換が支えるジャガイモの連作 

しかし、バングラデシュのジャガイモは毎年同じ水田である「畑」で稲との多毛作として乾季に栽培されています。青年

海外協力隊時代の1978年から81年、ノアカリ県の私の任地では、ジャガイモは池の近くの水田の裏作として、伝統的な

灌漑道具である、ヘイト（日本の揚水桶に似た竹製の揚水道具）や、舟形の揚水器具のドンを使って、生育期間中に４～５

回くらい人力灌漑されていたと記憶しています（写真１）。大量の氾濫水が湛水する水田の裏作ですから、農家は連作障

害をまったく気にしていませんでした。このような雨季と乾季で行われる田畑輪換は、氾濫原が卓越しているベンガル・デ

ルタだからこそ可能となっているのです。 

日本でもジャガイモの栽培には、水田がよいとも言われています。私の暮らす名古屋でも、水稲の田植が 6 月中旬以降
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であった伝統的な慣行栽培（注：農家が行ってきた従来型の栽培）の作期が守られていた頃までは、春ジャガイモの種イ

モが 3 月に畑以外にも水田でも定植され、田植の始まる 6 月上旬に収穫されていました。春ジャガイモは「水田裏作」とし

て栽培されてきたので、「今年はどこにつくろうか」と農家が頭を悩ませることはなかったのです。今は、台風を回避するた

めもあって、田植が 5 月末から 6 月初めとなり、春ジャガイモを慣行栽培することは水田ではできません。私はもう一度ベ

ンガル・デルタのジャガイモと稲との二毛作を名古屋で今私がつくっている水田で工夫して実現したいと思っています。 

バングラデシュの農業から学べることはまだまだあります。バングラデシュに出かけることが出来ないコロナ禍ですが、バ

ングラデシュから何が学べるかを考える絶好の機会ともなっています。 

 

 

■２）追悼文：『早川元枝様を偲んで』 

会長 渡邊正人 

 

1 月 2 日、本協会会員の早川元枝様が百歳で天命を全うされました。 

早川元枝様は、1972 年に日本バングラデシュ友好協会を創設され初代会長に就任された故早川崇衆議院議員（元

自治大臣/国家公安委員長、元労働大臣）の令夫人として、両国の友好関係の礎を築かれた早川会長の活動を支えられ、

1977 年には日本バングラデシュ婦人文化交流会を創設されました。 

  

本稿では、早川元枝様とご親交のあった本協会会員の奈良安紀子様から伺ったお話を交え、その生涯とお人柄の一端

をご紹介し、早川元枝様を偲びたいと思います。 

 

 早川元枝様は早川崇先生と同じ和歌山県田辺市のご出身です。1973 年 10 月にムジブル・ラーマン首相が訪日さ

れた際には、お揃いで同首相一行を和歌山まで案内されました。その 2 か月後の同年 12 月、ラーマン首相の招きにより、

早川先生が独立記念日の賓客としてバングラデシュを訪問された際には早川夫人も随行されました。早川先生のご逝去

後は、ご主人のご遺志を継ぎ、バングラデシュとの友好親善に努めたいとの思いを強く抱き、生涯を通じ同国を6回訪問さ

れました。 

  

日本バングラデシュ婦人文化交流会は、駐日大使館の館員夫人と日本人との交流を図りたいとのマジエダ・ムスタフ

ァ・カマル駐日大使夫人の願いを早川夫人が真摯に受け止め、両夫人が協力し、1977 年 3 月に創設されました。そして、

早川夫人の働きかけにより、近衞甯子様が同協会の名誉総裁に就任されました。 

 

婦人文化交流会の活動では、バングラデシュ側からは、サリーの着方、結婚式の模擬実演、ベンガル料理、チャイ文化、

ベンガル暦の新年の迎え方など同国の文化や風習について紹介があり、日本側は、早川夫人が生花、和装、日本料理な

どの専門家を招くなど、相互の文化を理解し合う場を重ねました。NHK や相撲部屋を視察し、葡萄狩りを楽しむなど親睦

を深める機会もありました。また、バングラデシュが洪水などの災害に見舞われた際には義援金を集め供与しました。 

 

早川夫人はベンガル語に強い関心を持ち、近衞夫人及び他の皆様と共に大学（ベンガル語学の権威である故奈良毅

東京外国語大学名誉教授の研究室）を訪れることもありました。ご自身の氏名をベンガル文字で書けるようになり、単語を

覚えるためベンガル語で書いたシールを用いるなど工夫もされたようです。 

 

早川夫人は、バングラデシュには深い文化の力があると語るなど、バングラデシュへの愛情を抱き続けました。10 年前

に渡辺一弘氏（本協会元理事）が早川夫人からお話を伺い、その内容は「夫の思い出」として「バングラデシュとの出会い」

に掲載されております。その中で、同夫人は、「皆さんは私のごく近い親族のように思われます」とバングラデシュの人々に

語りかけております。その優しいまなざしで今もバングラデシュの発展と幸福を祈っておられることでしょう。   

 

ご生前のご功績を偲び、謹んで哀悼の意を表します。 
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［図1］ムルタザ・バシール《流血の21

日》1952/2007 年、福岡アジア美術

館所蔵 

［図 2］言語運動を描いた美術大学生

による壁画（2010 年、筆者撮影） 

■３）会員寄稿：『バングラデシュ独立と美術作家たち（１）－－ムルタザ・バシール』 

福岡アジア美術館学芸員 

会員 五十嵐理奈 

 

バングラデシュ独立運動に関わった 4 人の美術作家を、独立の発端となった言語運動、 

独立戦争時、戦後にわけてコラムで紹介する。 

 

 ムルタザ・バシール（Murtaja Baseer, 1932-2020）は、バングラデシュ近代美術におけるスター作家のひとりであった。

「偉大なる芸術の師」と呼ばれたザイヌル・アベディンが 1948 年に開校したダッカ美術学校の二期生として学んだ後、50

年代にイタリアへ、70 年代にフランスへ美術留学した華々しいキャリアをもつ。美術作家であり、詩人、小説家、貨幣学者と

しても活躍した多才の人バシールは、政治活動家でもあった。 

 1952年 2月21日。のちに「言語運動の日」となる事件が起きたこの日、ダッカ美術

学校の学生だった 20 歳のバシールもベンガル語の公用語化を要求する政治集会に

参加していた。バシールは少年時代に左翼思想の影響を受け、弱冠 15 歳にして共産

党学生同盟で活動を始めている。持ち前の絵を描く能力を政治に活かすべきだと党の

指導者に勧めに従ってダッカ美術学校に進学したというほど、政治に熱心であった。こ

の日、集会を制圧するためにパキスタン警察が発砲した弾は、ちょうどバシールの目の

前にいたダッカ大学政治学科の大学院生アブル・バルカトに当たった。バシールは負

傷した彼を病院まで運んだという。 

 

木版画《流血の 21 日》［図１］は、その衝撃から生まれた作品である。画面中央の倒

れた男の右手には「ベンガル語を要求する」のプラカードが握られたままで、仲間が彼

を抱きかかえている。この版画は、事件の翌年出版された追悼散文集『2月21日』に、

ハサン・ハフィズル・ラーマンの有名な詩「私の 21 日（Amar Ekushey）」とともに掲載さ

れ、広く知られることとなった。美術作家として独立してからは主に抽象画を手がけたバ

シールが残した数少ない政治的な作品である。 

 現在、毎年「言語運動の日」には、亡くなった４名の追悼式典が開かれる。美術大学

生たちは、道路いっぱいにアルポナ文様（吉祥文様などの儀礼的床絵）を描き、ダッカ

大学周辺の壁には言語運動の様子を描く。面白いことに、その壁面には《流血の 21

日》とよく似た介抱する構図が登場する［図２］。バシールの版画の図像が、今では町

の人々が目にする路上の壁へと場所を変え、時代を超えて現在に受け継がれているの

である。 

昨年 87 歳で亡くなるまで、バシールの自宅の居間にはこの版画が掛けられていた。 
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■４）会員寄稿：『フセイン営子のダッカ便り（２）―コロナ禍を見つめて』 

       会員 神部フセイン営子 

 

１．PCR 検査というけれど 

皆、PCR 検査、PCR 検査というけど、実のところはどうなのだろう？ 

  

10 月 10 日 チッタゴン名誉総領事のイスラムさんから元気な声で電話があった。「自分のコロナ感染は疑わしい。今

はすっかり回復している。バングラデシュの PCR 検査はいい加減だ。 」とおっしゃっていた。イスラムさんの友人(Dr.)から

は「検査設備(電子顕微鏡など)や技術者不足で 精密・正確な検査結果は期待出来ない。」とのコメントもあった。 

そこで 10 人位にインタビューしてみたら、皆口々に「PCR 検査はあまり信用ならない」「もし陽性だったら精神的に動揺す

るから受けたくない」と言っていた。 

  

バングラデシュで感染者数が少ないのは 検査を受ける人が少ないためなのだろうか？ 

そうすると、毎日 TV ニュースで発表されているコロナの感染者数や死亡者数は どこから割り出した数字なのだろう？ 

10 月 14 日の新聞によると 全国で PCR 検査ができる施設は 109 箇所あり 1 日で 13、000 人くらいが検査を受け

ている様だ。外国人はコレラ病院 (ICDDRB 国際機構に属している病院)のみで PRC 検査を受けることになっている。 

  

11 月 15 日の TV ニュースに 

「内務大臣と内務省次官が PCR検査で陽性反応」と流れた。その翌日、「内務大臣の PCR検査は 2箇所で実施したが、

それぞれ違った結果が出ていた」と流れた。お二人は自宅療養をしているとのこと。 

11 月 26 日の新聞には 

「外務大臣と外務次官が PCR 検査結果で陽性反応」と 記事が出た。 

 

私たち夫婦は PCR 検査を受けていない。 

夫は元気で 最近では 以前のように忙しい日程をこなしている。今日は1日で3ヶ所も 顧問を務める日系の会社を 回っ

たようだ。 特に用事のない私は自粛生活を守っている。 

  

２．医療と療養：コロナに罹ると 

  

コロナに感染すると、どうなるのだろう？ ご家族はどうしているのだろう？ 

  

我が家の近所の薬局で聞いてみると 「コロナ感染症らしき症状でも解熱剤とビタミン剤の処方で皆 回復している。特

に悪化した報告は受けてない。 」とのこと。 我が家の近くには 共同トイレや共同キッチンを使用している家屋が密集して

いる「ビハリキャンプ」があるんだけど・・・。 

 

大部分の病院は(ICU 以外は)完全看護ではないので 入院すると身内の付き添いが必要となる。コロナに感染しても

経済的理由などもあって 自宅療養を選択し病院には入院しない人が多い。 

  

コロナに感染した友人家族(生活水準は中上階級、日本帰り)を紹介します。 

・世帯主の友人(50 代)に風邪の症状が出て 自宅で自粛生活。 

・4、5 日 熱が下がらないので 私立病院の Dr.に 自宅に来てもらって 4 人家族全員の PCR 検査を実施。 

・結果はその翌日出て世帯主のみが陽性。彼は自宅で隔離療養開始。 

・その 3 日後 彼の熱は下がり 味覚も臭覚も食欲も出てきて ほぼ回復。 

・しかし その 3 日後 奥さん(喘息持ち)に感染判明、またその 3 日後 娘２人にも感染。 

・妻と娘の１人は 肺炎の疑いがあって、それぞれ 5 日間注射を打った。 

・皆、数日間 は味覚や臭覚がしなかったそうです。 
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インタビューをして感じたことは、 

・あんなに気をつけて生活していた家族は他にいないように感じた。外出の際はいつも自家用車利用だったし、コロナ感

染予防としてのマスクの着用、手洗い、帰宅後のシャワー、除菌などの心得は完璧に守られていた。住いは清潔で訪

問客はなかった様です。 

・コロナって不思議なビールス、完全に感染を予防する事はできないと思った。 

やはり「アッラール・イッチャ（神様の思し召し）」と言いたくなる。 

  

３．コロナによる死亡 

コロナでの死者数は この数ヶ月の間、毎日 20～30 名の水準で推移している。 

死に至るコロナ感染は、どれ位おそろしいことなのだろう？  

これは直接お話を聞かないことには、と思い切って友人に聞いてみた。 

  

① NGO 学校関係者 

学校(授業)は 3 月中旬からずっと閉めているが 生徒達は学校の校庭に毎日遊びに来ている。生徒＆その家族は皆 

変わらず元気。 

しかし 学校の土地&建物の持ち主(65 歳)は 9 月、コロナに感染し死亡した。彼はいつも元気な方な方。最近仕事で 

バスで ダッカ郊外に通っていたそう。どこで感染したかわからないが 発熱と咳で 1 週間自宅療養。胸が痛かったから病

院へ行き、即入院。3 日後に死亡。 

  

② 親友の義兄 

アワミ連盟/ムクティバヒニの著名なメンバー。独立戦争博物館の創立者の一人。 

70 歳前後の細い体型。ノーシガレットだけれどドリンクはする。同じビルに感染者が１人いた(その人と良く外出してい

た)。ちょっと具合悪く感じたので PCR検査したら陽性反応。自宅で 4～5日療養、その後ユナイテッド ホスピタル(高級の

私立病院)に入院、2 週間後に死亡。 

  

③ 友人の 50 代男性の場合 

15 年間も日本で働いていた 50 代の男性 A さん。 

金持ちだが感染者が出ているような環境に住んでいたので、PCR 検査を家族全員で受けた。全員に陽性反応が出て自

宅療養開始。その中でよく銀行などへ行き来していた A さんだけが悪化し入院。数日後に死亡した。彼はヘビースモーカ

ーであった。 

  

④死亡した友人(日系の会社のシニア職員 ) 

彼は健康体そのものの50代の男性。風邪の症状が出ていたので自宅で療養、10日間後 突然容体が悪化、スクエア・

ホスピタル(高級私立病院)に入院。即 ICU に移されたが 10 日間後に亡くなってしまった。感染源は確かではないが 同

じビルに感染者がいたそう。 

  

４．コロナの沙汰もカネ次第？ 

  

コロナの検査、治療。その費用も馬鹿にならない。 

  

ａ）4 人家族全員、私立病院の Dr.に 自宅に来てもらって PCR 検査を実施した例。 

検査料１人 5、000 タカ。(検査費用は勤務先の会社の保険でカバーされたとか) 

 

b)上記３④、亡くなった日系会社のシニア職員の例。 

ICU での治療ということで病院の 1 日の入院費は 15 万円。病院に支払った総額は 150 万円程。彼は日系の会社の

シニア職員。退職金などあるから支払えたそう。 
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c)日系の会社で起きた例 

職員1名から5日間の休暇の申し出があった。「医者にコロナ感染の疑いがあるので自宅隔離療養をしなさいと言われ

た」との事。そこでマネージャーが日本の本社に連絡、本社の指示は「職員全員とその家族全員に PCR 検査を受けさせる

ように、費用は会社払い。」 

でも職員たちは 「病院へ行くと感染する可能性がある」「検査結果は信用できない」の理由で皆 検査を拒否した。 

しかし 数日後全員(職員のみだが)信用のおける私立病院で PCR 検査を受けた。その結果は皆 陰性だった。その病院

での検査料は 1 人 3600TK。国立病院だと検査料は 1 人 100TK と発表されている。 

  

金持ちは、安心して PCR 検査を受けられる。病院に入院して治療を受けることも出来る。 

貧しい人は病院に行くことすら諦めなければならないのでしょうか？ 

 バングラデシュは国民医療保険などがないのです。 

私事ですが 「経済的なことを考えると病気には絶対なれない」この張り詰めた緊張感がこの地で この50年間 医者いら

ずでなんとか暮らしてこられたのでしょう。 

 

 

追伸 

 

ついに我が身内にもコロナの犠牲者が出てしまいました。夫の姉が 1月 17日 に ICUでの治療中に死亡。肺炎で緊急入

院したのでしたが、入院 7 日目に PCR 検査で陽性反応が出ていたので遺体はコロナ患者扱い。最後のお別れは病院手

配の遺体輸送車の中に横たわっている遺体とガラス越しでした。息を引き取って 6 時間後、ボナ二の墓場に埋葬されて終

わりです。84 歳でした。  

昨年 11 月 上京してきた義姉と会え 楽しくお話がいっぱい出来て 笑顔で写真も撮れたのがせめてもの救いです。 

でも義姉との最後のお別れの時に コロナ・ウィルスがあると思われる場所に数時間いたし 無症状のコロナ感染者との接

触があった筈なので この数日間は体調に気をつけながら自粛生活を送ります。 

 

 

 

 

 

 

 

■５）理事連載『バングラデシュの独立に寄りそう（1971 年 2 月）：憲政対話から軍事行動へ』 

   －バングラデシュ独立・国交 50 周年記念シリーズ No. 8－ 

理事 太田清和 

 

 

１． 国軍の軍事行動への準備 

（１）国軍の選挙後の判断 

12 月 7 日の選挙結果を受け、国軍は 6 項目綱領を現実のものとして向き合った。ISI は、ムジブルの 6 項目綱領は、

実質において、①国家の一体性を崩し、東パの独立を目指すものである、②また国軍の権益を損壊するものであると結論

づけた。 

国家予算のうち国防費は 55%(70/71 年度)、輸出収入のうち東パのジュート収入は 46%(69/70 年度）を占めていた。

6 項目綱領にしたがい、東西パで財政、通貨。貿易、徴税を切離せば、国軍の存立基盤が失われてしまう。 

12 月 11 日、国軍はムジブルとの衝突は不可避と判断。不測の事態に備えて軍事行動計画(contingency plan)の策

定に着手した。国軍は、ひたすら準備を進めながら、沈黙を守った。 

（２）軍事行動の課題 

 東パ駐留軍は、対外防衛を目的としていない。第 1 次・第 2 次印パ戦争も戦っていない。 

中央政府は、東パを信用してはいなかった。中央政府は、1952 年の言語運動の弾圧を皮切りに、54 年、58 年、69 年と、
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東パの自治権要求運動に対し、強硬措置と弾圧を繰り返してきた。東パ駐留軍は、国軍/財閥の権益を維持するために、

東パでの不穏な動きを抑える『監視軍』であった。西パにとり、東パは同じ国民ではなく、『敵性民族』であった。したがって

サイクロン/高潮被災者へ救援活動を行わなかったのである。 

 国軍は、東パに正規軍 6,000 名を配置していた。将官、佐官など幹部は西パ出身者が占め、反乱が起こらないよう組織

されていた。しかしベンガル人の士官以下兵士に、同胞を鎮圧することは期待出来ず、彼らをどう取扱うかが難しかった。

また国境警備隊と警官を合わせると 6 万名の治安要員がおり、この東パ人６万名を抑える必要があった。したがって西パ

から大規模な軍隊/装備を移送しない限り、東パでの軍事行動はとれなかった。最終的に 6 万人の将兵が送り込まれたが、

印の領空上空の飛行禁止措置は移送作戦にとり痛かった。 

 

２．憲政対話路線 

（１）ムジブルの新憲法制定の戦略 

ムジブルは、6 項目綱領に基づく新憲法を制定し、国家連合（実質的な独立）を実現しようとしていた。少なくとも国軍は

このように受止めており、ムジブルに猜疑心を抱いていた。ムジブルは、ヤヒア、ブットー、西パ政党などとの憲政対話で、６

項目綱領の具体論については、のらりくらりとかわしていた。 

ムジブルは、新憲法を制定する国民議会の早期開催（2月 15日）を強く求めた。ムジブルは、アワミ連盟（AL）は全パ議

席の過半数を抑えており、（他の西パ政党の協力を得れば）AL 憲法案を可決、成立に持ち込むことが出来ると考えた。実

際にバロチスタン州、北西辺境州では、中央政府への反発が強く、地方自治拡大を望んでいた。ムジブルは西パから 30～

35 議席の支持を取付け、全議席の 2/3 に達するかの勢いであった。 

政治的に優位な立場にあるとの自信が、ムジブルを強気にさせた。 

（２）ヤヒアのムジブルへの憲政対話の呼びかけ 

６項目綱領に関する彼我の認識の隔たりは余りに大きい。国軍はヤヒアにムジブルと向き合って説得に当たるよう求め

た。 

2 月上旬、ヤヒアは、更なる憲政対話のため、ムジブルをラワルピンジへ招待した。アハサーン東パ知事などはムジブル

に対し、招待に応じるのが賢明であると説得を重ねた。身の安全は、英米を間に入れるなどにより、幾らでも確保出来る。 

しかし、ムジブルは、AL 党務で多忙であるとして招待を断り、代わりにヤヒアにダッカ訪問を求めた。1 月の憲政対話で

は、ヤヒアがムジブルにラワルピンジ来訪を求めたが、ムジブルが応じないので、ヤヒアの側よりダッカを訪問した経緯があ

る。一国の大統領からの招待である。今度はムジブルの側より足を運ぶのが筋であった。 

新憲法のために議論が必要なことは明らかであった。憲政対話を行ったからといって具体的成果が得られるものではな

い。しかし、衝突を避ける道にはなり得る。2 月の第 2 週が、政治対話による解決の最後の機会であった。ムジブルは、対話

による政治的解決はしないとのシグナルを送ったこととなる。 

 ヤヒアは、ムジブルの拒否の回答に怒り、「これから起きる重大な問題は全てムジブルの責任だ」とした。 

 

３．国軍とブットー：連携 

（１）国民議会の招集とブットーのボイコット発言 

2月 13日、ヤヒアは国民議会の招集日につき、ムジブルの早期との要望、ブットーの遅くとの要望の間を取って、3月 3

日にダッカで招集すると発表した。 

 2月 15日、ブットーは、①ALが 6項目綱領に基づく憲法案を一方的に作成してしまい、②後は国民議会の場で押しつ

けようとしているので、国民議会をボイコットすると発表した。その後も国民議会召集に応じる条件として、6 項目綱領の修

正を要求した。ブットーのボイコット発言は、事態が後戻り出来ない分岐点（a point of no return）であった。 

（２）憲政対話路線が暗礁に 

ブットーは能弁、多弁だった。国軍は、自らは沈黙していたが、ブットーを代弁者として発言させていた。ブットーは国軍

の意向を汲み、国軍の信認を得ようとした。国軍が、ブットーのボイコット発言を後押ししていた。 

 憲政対話路線は、暗礁に乗り上げた。ヤヒアの目の前に、二つの壁が立ちはだかった。 

第１は、ムジブルの 6 項目綱領。ムジブルに譲歩は一切なく、話合いにすら応じない。 

第２は、国民議会の 3 月 3 日招集の発表。同日までに事態を打開するよう追い込まれた。 

 国軍は、激しくヤヒアを突上げた。 

 

４．ヤヒアの決断 
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（１）ヤヒアの決断 

2 月 20 日、ヤヒアは、軍事行動も視野に入れ、国民議会の延期を決断した。 

21日、ヤヒアは内閣を解散した。東パ出身の閣僚 5名を更迭し、機密漏洩のおそれなく、軍事行動を進めるためだった。 

22日、ヤヒアは国軍の特別会議を招集。各州の戒厳令司令官/知事と ISI長官が参集した。同会議では、①ムジブルの

頑なさが危機を作りだしている、②6 項目綱領は国家の一体性を崩すとの考え方が支配的であった。    

（２）アハサーンの反論 

アハサーン東パ知事（西パ人）は同会議で、国民議会を延期すれば、①東パ住民の不満が爆発して事態が収拾できな

くなる、②行政府/警察などベンガル人は AL 支持であり、若者たちはパキスタン建国思想に関心が無いと反論した。 

23 日もアサハーンなどはヤヒアに面会を求め、翻意を迫った。しかし国軍の決定は下されており、ヤヒアには最早この決

定を覆す力はなかった。 

（３）ムジブル/AL の対応 

23 日、ムジブル/AL は、国軍が強硬な路線を取ったことを把握した。 

24 日、ムジブルは、①憲法制定/民政移管を妨害する隠謀(conspiracy)が進められており、警戒せよ、②6 項目綱領に

変更はない、③国民議会の場で議論すべし、との声明を内外プレスに発出した。ムジブルとAL幹部の間には、不安と焦燥

感が募っていた。 

25 日、ムジブルは檜垣総領事との会談で「不測の場合には、家族を庭続きの日本総領事公邸に一時退避させて頂き

たい」と申入れ、即諾を得た（クリックすると関連往来電報）。 

（４）ヤヒアと米大使とのやりとり 

25 日、ヤヒアはファーランド米大使に対し、①憲政対話が窮境に陥っている、②民主主義の建直しのため、国民議会を

延期せざるを得ないこともあり得る、③国家の分裂を憂慮し、事態の流動化を防がなくてはならないと伝えた。これに対し、

ファーランドは、米はパ国家の一体性にコミットしていると応えた。ヤヒアは外交面で手が打てたと安堵した。 

（５）アハサーンとムジブル 

26 日、アハサーンはダッカに帰任。ムジブルとの会談で、ヤヒアに国民議会延期の圧力がかかっており、ヤヒアと会見し

て欲しいと懇請した。 

27 日、アハサーンはヤヒアに延期は致命的であると電報を打ったが、返事はなかった。同日、西パから増援部隊の第 1

陣がダッカに到着した。 

28 日、アハサーンはヤヒアの指示にしたがい、ムジブルに国民議会延期を事前通報した。ムジブルの反応は「次の招集

期日はいつになるのか？」というものだった。アハサーンは、ヤヒアに事前通報報告の連絡を試みたが連絡がつかず、ハミッ

ド参謀長をつかまえヤヒアへのメッセージを託した。同夜、アハサーンは知事解任の通知を受けた。 

  

 

■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 

【参考】ムジブルの家族の檜垣総領事公邸への一時避難 

[外交史料館の開示資料] 

 

 

○2月 27日 檜垣駐ダッカ総領事発 本省宛電報 極秘 大至急 →3月 1日 外務本省着 

本官の公邸とムジブル・ラーマン総裁の家とは庭つづきなることはご承知の通りなるところ、2 月 25 日の会談中、ムは緊

急の際自分については脱出し得る自信はあるが、家族はいずこへ一時避難せしめる必要を生ずるかも知れず、貴公邸な

らば官憲も立ち入らざるべく、数時間後には必ず救出に来る上、彼らの一時貴公邸退避を許されるやと尋ねたので、本官

としても、冒頭往電の如き場合によっては、在留邦人 200 余名の安全を同総裁に託すこともありうべく、遅延しゅんじゅん

は許されず、これを応諾しておいた経緯のあるところ、ムにかなりの危険が迫っていること、一つにはいかにムが日本人を

信頼していることの証左とも思えるのでご報告申し上ぐ。 

なおかりに前期の如く事態が発生すれば、本官、場合によっては、家族にも危険が及ぶことは絶無とは言い難く、またかか

る措置をとること自体、種々の問題ありうべきも、なりゆきゆえ止むをえざるものあり、事情御賢察の上何らかのご了承願い

たい。 

本件御報告を行うことの適否についても、一両日熟慮した次第なるところ、本件内容にもかんがみ、秘密保持については

格段のご留意お願い申し上げる 

・ 

○3月 2日 外務本省発 檜垣駐ダッカ総領事宛電報 極秘 大至急 

ムジブル・ラーマンよりの依頼については事情了解した。万一事態発生の場合は、人道主義の見地より、貴官の判断によ

って、応急に対処するとともに、前後の処理振りについても貴見を付して請訓ありたい。 

 


