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■1）会長追悼文：『野呂元良元理事と河合卓雄監事を偲んで』 

                                  会長 渡邊正人 

 
2 月に野呂元良元理事と河合卓雄監事（前事務局長）が相次いでご逝去されました。ご遺族はいずれも、昨今の世情

もあり、ご家族ご親族で小規模に葬儀を執り行われたとのことでした。 

お二人とも、2014 年の日本バングラデシュ協会の創設以来、協会の運営と活動を支えてこられました。ここに謹んで哀

悼の意を表する次第です。 

そしてお二人のお人柄やご貢献をここにご紹介し、皆様とご一緒にご生前を偲びたいと思います。 

 

○野呂元良元理事（2 月 5 日逝去、享年 73 歳） 

野呂元良元理事は、1947 年、三重県の生れ。外務省に入省され、カルカッタでベンガル語を研修されました。インド大

使館、バングラデシュ大使館などでご勤務の後、駐コルカタ総領事となられ、駐マラウィ大使を務められた後、退官されまし

た。 

退官後、日本マラウィ協会会長を務められつつ、日本バングラデシュ協会の創設に参画され、広報担当理事として活躍

されました。 

野呂元理事は、タゴールの研究に造詣が深く、タゴールを詩人としてのみならず、哲学者、画家、音楽家と多面的に捉え

ておられました。2016 年には当協会の講演会で、2017 年にはメルマガ（第 19 号、第 20 号）で紹介され、当協会 HP に

『タゴールの日本文明論と世界平和』に寄稿されておられます。日本タゴール協会の事務局長も務められ、佐々木美佳監

督の映画『タゴールソングズ』の支援者でもあられました。 

タゴールの日本文明論と世界平和 | バングラデシュとは | 日本バングラデシュ協会 (japan-bangladesh.org) 

また西ベンガル州とバングラデシュとに分かれてしまった、東西ベンガルをバランス感覚豊かな視点からご覧になってい

ました。駐コルカタ総領事として、日印協会の森喜朗会長より「杉並区連光寺のチャンドラ・ボースの遺骨をコルカタに戻す
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ように」との言葉を預かりました。ところが、ベンガル人の心のなかではチャンドラ・ボースは不滅。その死を信じないから、遺

骨を受け取ろうとはしない。映画館で、チャンドラ・ボース率いるインド国民軍がアラカン山脈を越え、インドの地に足を踏み

入れると、観衆が熱狂して総立ちで大歓声を上げる。これはバングラデシュも同じ。政治・経済は分かれたが、心は同じ。

「ベンガルは一つ！」と、野呂元理事ならではの鋭い卓見を当協会の場でも述べておられました。 

 

○河合卓雄監事/前事務局長（2 月 15 日逝去、享年 79 歳） 

河合監事は、1941 年生れ。長年にわたり千代田化工建設（株）にご勤務、地に足の着いた知識を持つ優秀なエンジニ

アとしてご活躍されました。学会でもエチレン製造装置などの論文を発表、母校の東京工業大学に招かれて教授・講師た

ちに講義されました。 

1994 年、日印合弁の石油化学分野のエンジニアリング会社の立上げに粉骨砕身され、そのご尽力を見込まれて、チッ

タゴンにあるカフコ肥料工場（KAFCO）の経営強化のため、カフコジャパンの技術担当副社長に就任されました。そして大

変な苦労の末、この多国間の官民連携プロジェクトの経営を軌道にのせられました。この模様は、2015 年のメルマガに

『バングラデシュの八幡製鉄所カフコと日本』として紹介されています。 

日本バングラデシュ協会  メール・マガジン（第６号）  | メールマガジン  | 日本バングラデシュ協会 

(japan-bangladesh.org) 

日本バングラデシュ協会の創設に監事として参画され、翌年より 5年間にわたり代表理事/事務局長を務められました。

会員規則はじめ協会内部の諸規定や会計システムの構築を担われ、まさに協会の礎を築かれ、全てを知り尽くす守護神

のような存在でした。 

協会のロゴは、公募に応募された河合監事のデザインを理事会が採用したものです。なお同賞金（1 万円）の受領を辞

退されました（協会 HP の「お知らせ」（2014 年 12 月 5 日付）ご参照）。講演会のビデオ動画も、河合監事自ら撮影され

たものであり、協会の大切な遺産となっています（逐次会員用 HP で公開中）。事務局長として各委員会/事務局の活動を

きめ細かくフォロー、協会内の融和に気配りされており、病床でも最期まで協会のことを気にかけておられていたとのことで

す。 

 

お二人とも早過ぎるご逝去でした。日本バングラデシュ協会の立上げ以来の、ご生前のご功績を偲び、心よりご冥福を

お祈りします。 
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■２）監事 追悼文：『河合卓雄監事を偲んで』 

                                  監事 伊藤隆史 
 

河合さん！バングラデシュでの私との共通の夢を実現することなく逝かれてしまいました。残念です。ただただ、河合さん

のご冥福をお祈りいたします。河合さんの構想されていたことは、私がやらなくてはならないことの方が多く残っていますが、

バングラデシュの後輩たちが必ずや実現していくことになると思います。 

振り返ると、河合さんとのご縁は、2000年頃より現地チッタゴンにてお付き合いをさせていただき、20年以上になります。

カルナフリ肥料工場(KAFCO)の技術革新を託され1998年に赴任された後、現在のようにバングラデシュでは、他に類を

見ない素晴らしいメンテナンスシステムを構築した工場に導いたのは正に河合さんのご功績です。チッタゴン市内のホテ

ルから通うのは時間の無駄と、河合さんは KAFCO のゲストハウスに部屋を持ち、KAFCO の技術者の育成に日々力を入

れておられました。一方、私は、同時期に KAFCO に隣接しているチッタゴン尿素肥料工場（CUFL）に滞在し CUFL のエ

ンジニアと日々の運転及びメンテナンスの協議をしていました。河合さんの KAFCO での活躍を目の当たりに見せていた

だいた私が、その時の様子を多少なりとも記録に残すのは、私の役目だと認識し筆をとった次第です。 

 

1.バングラデシュの尿素肥料工場 

河合さんが果たしてきたバングラデシュへの貢献を語るには、まずバングラデシュの尿素肥料工場についてご理解いた

だくことが必要です。バングラデシュには国営肥料工場（バングラデシュ化学工業公社傘下：略称 BCIC）が、４工場と国

際合弁肥料工場のKAFCO（バングラデシュ、日本、デンマーク、オランダ）があります。2年前に 2工場が老朽化の為に閉

鎖しましたので、それまでは 6 工場＋KAFCO が存在していました。河合さんの赴任した KAFCO は、1994 年 12 月に商

業運転を開始しましたが、初期には経営上の問題、機器の損傷の問題など難問を抱えていましたが、徐々に改革が進み解

決していきました。機器の技術面は、河合さんを中心にメンテナンス手法を確立し2000年頃には、ほとんど問題がなくなり

ました。河合さんが導入したメンテナンス手法は「予防保全(Preventive Maintenance、PM)」であり、故障を予測し、実

際の損傷が発生する前に保全、修理をする方法です。一方、6ケ所のBCICの尿素肥料工場は、旧態依然の「損傷に対す

る保全修理（Breakdown Maintenance、BM）」です。損傷したら補修するやり方であり、また、修理のための予備品の

購入も国策会社であるため複雑な承認手続きが必要です。KAFCO は、河合さんの強い提案、指導により、ある程度の金

額以下の予備品の購入は、担当者およびメンテナンス部長のサインだけで購入できるシステムを導入し、操業率が飛躍的

に向上しました。 

 

2.プロジェクト遂行のための特別援助 SAPI （The Special Assistance for Project Implementation） 

旧OECF（1999年に国際協力銀行 JBICに移行）にて建設された肥料工場は、運転状況を定期的にリビューして日本

の資金が有効に使われているか否かの確認をしています。2000 年に行われた JBIC のリビューにより、「BCIC 傘下の尿

素肥料工場は、操業率、原単位（尿素１トンを製造するために必要な天然ガス量）共に非常に悪い。ジャムナ工場、ゴラサ

ール工場、チッタゴンのCUFLの操業に関してKAFCOの操業状況と比較検討の調査を行い、改革案を提言して欲しい。」

との指示が出ました。調査の資金は、JBIC の「プロジェクト遂行のための特別援助（SAPI プログラム）」から捻出すること

になり、比較対象の工場 KAFCO のとりまとめを河合さんに行っていただきました。SAPI 報告書は、全ての点を KAFCO

と比較して改善提言をしたものです。318 ページにも及ぶ大作の報告書の書き出しは、今でも忘れることなく思い出され

ます。この報告書は 2003 年 1 月に JBIC 及びバングラデシュ・工業省、BCIC に河合さんと一緒に訪バして提出し、説明

会を催しました。この時には、河合さんに非常に助けていただき、今でも記憶の中に鮮明に思い出されます。この報告書に

従い提言を実践していれば、BCIC 傘下の尿素肥料工場群は、現在でも最先端の操業効率を維持できていたと思いま

す。 
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3.河合さんと共有したバングラデシュでやりたかったこと 

尿素肥料工場の技術的な困難さは、圧力、温度、取り扱い流体にあります。圧力は、真空から 200 気圧、温度は、マイナ

ス 33℃から 1000℃、流体は、ガス、液体、粒体、粉体があり、全ての要素技術が含まれています。1960 年代より建設、廃

棄、新建設を行っている尿素肥料工場のバングラデシュの工業への貢献は非常に大きく、エンジニアを育てる基地となっ

ており、バングラデシュの工業の礎になってきました。河合さんと常々、酒を交わし語り合った夢は、(1)肥料工場を含む各種

化学工場の共通予備品センターの建設。これにより、無駄な予備品の管理を減らし、予備品の共通化を図ることができる。 

(2)Technical Institute for Chemical Industry（化学工業のエンジニアを育成する施設）の充実。現存する組織です

が、エンジニアを教育するには極めて不十分な施設であり改善が必要です。(3) 工場の効率化を図り、尿素肥料の輸出を

する。輸出用尿素生産を目的に KAFCO は、国際合弁会社として設立されましたが、現状は、全量国内向けになっていま

す。よって、バングラデシュ国内の尿素需要は、BCIC 傘下の工場で賄い、KAFCO での生産は本来の目的の輸出に向け

る。河合さんとは、種々の協議を重ねましたが、河合さんの協力なくしては、上述の実現には相当な困難があると思われま

す。 

 

4.河合さんから電話 

2018 年春に河合さんから直接に電話がありました。河合さんが日バ協会の役員をやっている間だけでも良いが、伊藤

も役員（監事）をやって欲しい、との依頼でした。私が現在、監事を引き受けている直接の動機です。河合さん亡きあと、託

された任務をもう少し引き続いて遂行してみようと思います。 

 
 
 
 
 
 
■３）現地便り：『バングラデシュと三井物産のパートナーシップ』 
                                     三井物産株式会社 

アジア・大洋州三井物産 
ダッカ支店支店長 
シャリフル アラム 

https://www.mitsui.com/jp/ja/ 
 
１．言語運動記念日 

バングラデシュでは、２月が、特別な意義を持つ月であることをご存じでしょうか。 

1952年2月21日、当時パキスタンの一部であったダッカで、

若い学生達がベンガル語を公用語として認めるよう求め、命を

落とした日です。バングラデシュでは、独立運動の中の重要な出

来事の一つとしてこの日を「言語運動記念日」としております。

1999 年にはユネスコが、世界全ての母語を尊重するよう、この

日を「国際母語デー」として制定しました。 

毎年この日になると、国定記念碑であるショヒド・ミナールで、

言語運動の犠牲者に哀悼の意を表し、献花が行われます。東京

にも、池袋西口公園に、バングラデシュ政府から寄贈されたショ

ヒド・ミナールのレプリカがあるのをご存じでしょうか。 

 

 

ショヒド・ミナール（言語運動追悼碑） 
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２．三井物産のバングラデシュの事業 

さて、弊社のバングラデシュでの事業ですが、東パキスタン時

代の1958年、チッタゴンに駐在員事務所を開設したのを皮切り

とし、その後 1963 年にダッカに駐在員事務所を開設しました。 

爾後数十年にわたり、バングラデシュで信頼されるパートナー

として、パン・パシフィック・ショナルガオン・ホテル、アシュガンジ

発電所、肥料工場、橋梁の建設など、日本のゼネコンとともに、イ

ンフラ開発事業に携わってきました。また、その傍ら、バングラデ

シュの経済成長とともに、貿易ビジネスも盛んに行うようになっ

てきています。 

 

 

３．バングラデシュ・ビジネスの利点と課題 

バングラデシュでの事業展開ですが、様々な利点があります。先ず何より、親日国であるということです。バングラデシュ

政府をはじめ多くの国民が日本を深く尊敬しており、日本企業と有意義な関係を築くことに強い関心を持っています。日本

政府もまた、バングラデシュをODA 供与先の第2位としています。このようなバングラデシュの親日性が日本企業のビジ

ネス拡大につながっています。経済成長とバングラデシュ企業の創業者精神とが、まさに新しいビジネス・チャンス到来の

機を生んでおります。 

他方で、ビジネスを行う上で課題は山積みで、時として実に深刻なものがあります。ビジネスのしやすさランキングでは、

バングラデシュは下位とされています。首都ダッカはひどい交通渋滞で悪名高く、生産性の低下を引き起こす要因になっ

ています。 ダッカ市の大気汚染も恐ろしいまでに進んでいます。 

現地企業と取引を進めるにあたり、与信枠を設定するため、財務書類が必要ですが、現地企業の多くが肝心な財務書

類を提出したがらないことが、ビジネス拡大のボトルネックとなっています。今一つの課題は、現地銀行によっては、発行さ

れた信用状が日本の銀行では受け入れられません。そこで取引先の現地銀行を絞らざるをえないため、ビジネス・チャンス

を失うことにもなっています。 

 

４．バングラデシュ・ビジネスの未来 

とはいえ、日本企業のバングラデシュ・ビジネスの見通しは明るいと言えます。 若年層と成長する中所得層とが、新し

い消費者市場を形成しつつあります。三井物産は、バングラデシュの消費者ニーズの高まりに注目しています。 

バングラデシュは、セラミック、セメントなどの軽工業を拡大・多様化する段階にあり、鉄鋼、造船、自動車産業などさらな

る段階へ徐々に移行しつつあります。各種の経済区が開発されており、工業化をさらに加速させることでしょう。弊社と致し

ましては、是非ともバングラデシュの各種産業の発展に貢献したいと強く望んでいます。 

また、日本政府の協力を得て、マタバリでは大規模なプロジェクトが多数進められておりますが、マタバリにおいても、海

外のパートナーと協力し、プロジェクト参画に注力したい所存です。  

日本とバングラデシュの持続可能な関係を一緒に築きましょう。 

 
 
 
 
 
  

パン・パシフィック・ショナルガオン・ホテル 
（1981 年オープン） 



日本バングラデシュ協会       メール・マガジン 82 号（202１年３月号） 

6 
 

■４）寄稿：『新しい国際協力 × 地方創生のかたち』 
                                  宮崎大学客員教授 
                                                    田阪真之介 
 

私はこれまで約10年間、行政、民間や大学の立場から、バングラデシュに関わってきました。2017年８月～2020年10

月まで B-JET を総括する JICA 専門家を務めました。 

 

１．B-JET とは？ 

B-JET とは、JICA の技術協力プロジェクト「日本市場向けバングラデシュ ICT 人材育成プログラム(Bangladesh 

Japan ICT Engineers Training Program：B-JET)」のことです。バングラデシュの IT 人材が、3 ヶ月間ダッカで、日本

語、ITスキル、ビジネスマナーを学び、日本企業へ就職するプロセスを支援します。同プログラムの研修生は、書類選考、筆

記試験、面接を通じて選抜します。これまで８期にわたり実施した試験の応募倍率は、81 倍～133 倍と高倍率に上ってお

り、バングラデシュ国内で人気を博しています。 

研修生は週５日間、朝から夕方まで講義を受けます。講義内容や運営は日本で就職することを前提に設計されています。

例えば日本語教材は「ハサン」というバングラデシュ人を主人公にしたストーリー仕立てになっており、日本で働くことを想

定した実践的な内容になっています。また研修生には、講義の85％以上の出席率を求めています。日本で働いている修了

生から、「B-JET で厳しい基準の下で研修したお陰で、日本の就職先の会社で助かっています」との便りがありました。 

第１～８期のプログラム修了生 265 名生のうち日本企業への就職は 186 名、就職率は 70％に上ります。バングラデシ

ュ国内での就職（主に日系 IT 企業）も含めると、ほぼ 100%の就職率という、すばらしい成果を達成しています。 

 

 
B-JET の講義に聴入る研修生 

 
B-JET 研修生の休憩のひととき 

 

 

２．宮崎-バングラデシュモデルとは？ 

宮崎-バングラデシュモデル（以下、宮崎モデル）は、宮崎市内 IT 企業、宮崎市、宮崎大学の産官学が連携した、B-JET

修了生受け入れの仕組みです。JICA 事業の B-JET と、宮崎独自の取り組みである宮崎モデルとは密接につながってい

ます。 

まず宮崎大学は、市内企業就職予定の B-JET 修了生を短期留学生として受け入れ、３か月間にわたり日本語講座や

市内企業でのインターンシップ講座を提供しています。宮崎市は彼らに日本での生活ルール、防災対策を学ぶワークショ

ップを提供しています。また、市内企業に採用費用の助成を行なっています。 
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宮崎市内の IT 企業、宮崎市、宮崎大学それぞれが、B-JET 修了生を受け入れようとする明確な理由・インセンティブが

あるため、宮崎モデルは、円滑に運営されています。宮崎市内の人材紹介企業である（株）B＆M（以下、B＆M）の荻野紗

由理代表が調整役を担っていますが、誰か一人がリーダーとなって推し進めているわけではありません。 

 

３．宮崎-バングラデシュモデルの成り立ち 

宮崎モデルは、2016 年 IT 分野における、宮崎のビジネスとバングラデシュの人材との出会いを基に形成されました。 

2014 年、宮崎市の教育 IT 企業である（株）教育情報サービス（以下、KJS）は、JICA の中小企業・SDGs ビジネス支援

事業に採択されました。同事業の下、KJSは 2014年～2020年にバングラデシュで eラーニングに関する調査、普及・実

証活動を行いました。その活動中、2016年５月、荻野次信社長はバングラデシュ IT人材の可能性に目をつけ、２名を採用

しました。この採用にあたり、バングラデシュにソフトウェアの開発拠点を持つ、（株）BJIT（以下、BJIT）が支援しました。こ

れを機縁に KJS と BJIT は合弁会社 B＆M を設立しました。 

宮崎市は当時、IT 企業の誘致を積極的に進めていましたが、IT 人材不足に頭を悩ませていました。その時に宮崎市の

立地企業に選ばれていたKJSが、バングラデシュ IT人材を雇用し始めたとの情報が入りました。宮崎市は、「IT人材は海

外から来てもらうこともできるのか！」と行政サポートの検討を開始しました。 

BJIT は当時、バングラデシュの開発拠点で働いている現地社員向けの日本語教育を強化したいと考えていました。

BJIT の明石康弘社長は、KJS を通して宮崎と縁ができたことから、日本語教育に定評がある宮崎大学に相談し、両者で

日本語教育に関する産学連携モデルの検討を始めました。 

これら関係者で情報交換をする中で、地方創生を促進する宮崎モデルの原案が出来上がりました。そして 2016 年の

Japan IT Week の際、BJIT の明石社長が JICA 関係者に宮崎モデルの原案を提案、JICA と共有したところ、国際協力

を促進する価値が加味され、B-JET の原案へとつながっていきました。 

 

４．最後に 

今回の記事はB-JET、宮崎モデルを中心に書いていますが、ここに至るまでに、現地バングラデシュ側にも、①青年海外

協力隊員による IT 資格試験の普及啓発活動、②国家 IT 資格導入の技術協力プロジェクトという、二つの大きな源流が

ありました。 

ダッカに駐在経験もある元 JICA 職員の狩野剛氏（ミシガン大学研究員）が執筆中の書籍（JICA 研究所のプロジェク

ト・ヒストリー・シリーズとして 2021年夏頃発刊予定）では、青年海外協力隊が始めた IT人材育成運動から、B-JET及び

本モデルまでの 14 年間（2008 年～2021 年）を綴っています。詳細は以下の URL をご覧ください。  

 https://ict4d.jp/BDbook 

 
 
 

■５）理事連載『バングラデシュの独立に寄りそう（1971 年 3 月）：非暴力非協力運動と武力弾圧』 

  －バングラデシュ独立・国交 50 周年記念シリーズ No. 9－ 

                             理事 太田清和 
 

１．国民議会延期の発表と非暴力非協力運動 

（１）3 月 1 日、国民議会の無期限延期が発表されると、ダッカでは市民が街頭に繰り出した。怒りと苦悶で身を震わせ、

口々に「独立を！」と叫んだ。東パ各地で住民が抗議デモを行い、軍・警察との衝突が相次ぎ、また怒りのやり場を求め、西

パの手先役となっていたビハーリーも襲撃した。 

ムジブルは「東パが混乱に陥れば、総選挙で得た成果が失われてしまう」と危惧し、暴力を制止しつつ、住民の怒りを政

治的モーメンタムに転化させようとした。3 日、ムジブルは市内の演説で、「①独立を勝ち取るためには平和が必要であり、
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宗派間の暴力は止めよう、②非暴力非協力運動に取組みたく、6 日まで東パ全域でハルタルを実施する、③3 月 7 日にラ

ムナ競馬場で大集会を行う」と呼びかけた。ムジブルの呼びかけに応じ、東パは粛然とハルタルを実施した。学生・市民は

皆、ムジブルが 7 日に「独立」を宣言するものと期待した。 

（２）6 日、ヤヒアはラジオの特別放送で、ムジブルの独立への動

きに機先を制すべく、「①今次事態の全責任はムジブルにあると非

難し、②事態打開のため3月25日に国民議会を招集する、③国軍

は国家の一体性を護る責務がある」と述べた。 

これを受け、ムジブル/AL（アワミ連盟）は、ヤヒアに軍事介入の

口実を与えることになると、独立宣言は控え、非暴力非協力運動に

より住民の連帯を強化し、ヤヒアに政治的圧力をかける方針を取っ

た。 

７日、ムジブルはラムナ競馬場に数十万人の聴衆を集め、「①ベ

ンガルの自由と解放を求める闘いに終わりはない、②軍事的圧力を受けているが、非暴力非協力運動で闘い抜く、③私が

死を迎えても、それを乗り越えて闘い続けて欲しい、④今回の闘争は解放のための闘争であり、独立のための闘争である。」

と独立を見据えた歴史的な演説を行った。 

［参考１］3 月 7 日の忘れ得ぬ演説（日本語訳） 

（http://www.el.tufs.ac.jp/media/html/pc/News20171110_225842.html） 

→Internet で「東京外国語大学」and「3 月の忘れ得ぬ演説」の２単語で検索可能 

［参考２］3 月 7 日の忘れ得ぬ演説（映像 YouTube） 

   ・ベンガル語カラー版： （https://www.youtube.com/watch?v=Uu967gl03MU） 

 ・日本語字幕付きカラー版： （https://www.youtube.com/watch?v=2H2843thY0M） 

 

（３）ムジブルの非暴力非協力運動は、ガンジーの非暴力不服従運動に例えられる。ガンジーの非暴力運動は非暴力

の思想と信条の実践であり、不服従運動は、英国植民地者側の道徳的良心に訴える抵抗運動であった。ムジブルの非暴

力運動は東パの混乱を回避しようとするものであり、非協力運動は、西パが支配する体制に替えて、東パ中心の体制を築

こうとするものである。 

ALとしてハルタルを求める以上、賃金を協力者に支払わなければ、ハルタルを維持出来ない。そのためには協力者の勤

務先に賃金支払いを求め、協力者が賃金受取れるよう、銀行を部分的に開業させる必要がある。こうして自然発生的に一

政党であるALが、州政府に代わり行政命令を次々と発出し、３月７日の演説で宣揚を経て、14日には35項目指令を発令

し、州政府、警察、教育、運輸、銀行など各分野で行政権を掌握した。 

AL としては、総選挙で東パ住民から政治的正統性を得たとの自負がある。また東パ住民の殆どが AL 支持であったた

め指令に応じ、AL の指令は東パ全域に行き渡った。しかし、パキスタン中央政府にとっては、AL による行政権の掌握は一

線を越えるものであり、法的正統性は認められず、『動乱』である。ムジブルは、3日の演説から自分の『死』に言及しており、

非暴力非協力運動が『国家反逆罪』に当たると認識していた。ムジブルは、命を賭して非暴力非協力運動に独立への道

を切り拓こうとしていた。 

（４）国軍の軍事行動が迫るかの脅威下にあって、ムジブルがこれだけの運動を展開できたのは、印が後ろ盾となってい

たからでもある。ムジブル自身は印に依存し過ぎてもとの考え方であったが、AL 幹部は印と緊密な関係を維持していた。 

 印は、かねてムジブル/AL 支持の立場。12 月総選挙の結果を踏まえ、ムジブルが上手く政治的妥協を図っていくと

みていた。印では3月１～10日が総選挙の投票期間であった。2日、遊説を終えたガンジー首相は、国軍/RAWから、ヤヒ

アが 2 月下旬以降軍事行動に動いているとの報告を受け、バングラデシュへの支援と承認の可能性を検討するよう指示

した。また駐米大使を通じ、米国にパキスタンに対し軍事行動を制止するよう求めた。 

 

1971年3月7日  ムジブルのラムナ競馬場での演説 
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2．国軍の対応 

（１）ヤヒアは優秀な軍人であるが、政治家としての洞察力/判断力やバランス感覚を具備しているかは別である。ヤヒア

は民政移管という大きな命題を背負っており、普通選挙、LCO、サイクロン、総選挙と、国家の難題に次々と向き合わなくて

はならず、精神的に追込まれていた。ハミッド、ピールサーダなど国軍首脳部は、ヤヒアを不安視しつつも、大統領/戒厳令

司令官として矢面に立たせ、全てをヤヒアの責に帰すよう行動していた。 

国軍は、2 月 20 日に内閣を解散して支配権を強化したが、文民排除により合理的な政策システムが損なわれ、政府内

の議論が国軍一辺倒になっていった。国軍内は、尚武の気風を誇るパンジャブ出身が殆ど。ベンガル人は懦弱であり、銃

口の前に屈するとの先入観があった。国軍内では、東西パの協調を口にするだけで、反逆者とされかねない雰囲気であっ

た。 

（２）国軍は、2 月に”Operation Blitz”を策定し、西パ軍の東パへの移送を開始した。同作戦の目的は、ムジブル以下

AL 勢力を駆逐し、東パ州政府と東パ軍の権威の回復であった。同作戦に反対するアハサーン知事（海軍中将）を更迭し、

3月1日付けでヤクブ東パ軍司令官に知事を兼任させた。東パ政情に関する国軍と東パ軍との認識は大きく隔たっており、

ヤクブは、ヤヒアに東パの実情を理解してもらうべく東パ視察を要請したが、この要請が拒否されるやいなや辞任した。ヤヒ

ア/国軍は東パ軍司令部が弱腰であるため、ムジブル/AL を増長させていると見做していた。 

（３）このような緊張が続く下、ヤヒアはブットーへ依存する傾向を強め、ブットーは国軍との関係を一層深めた。５日、ヤヒ

アは国軍首脳部を交え、ブットーと５時間にわたり協議を行った。 

翌６日、ヤヒアが３月 25日に国民議会招集を発表すると、直ちにブットーも出席を表明した。また同日強硬派ティッカ・カ

ーンを東パ戒厳令司令官に起用した。その裏でムジブルに対し、ダッカに赴き６項目綱領につき対話の用意があるとのメッ

セージを送った。3 月 25 日は、戒厳令発布の２周年に当たる。ヤヒアは、武力弾圧に向けて準備の進捗振りを見極めつつ、

同日を『X Day』に設定した可能性が高い。 

国軍は毎日、C130 大型輸送機３機でダッカに軍事物資を搬送した。PIA 航空は、民間人の搭乗を断り、兵員の東パ輸

送のため、毎日 11～12 便を運航し、ピ－ク時には、ロンドン便を取り止めダッカ便に振り向け、15 便を運航した。 

日本は、12 日と 13 日、JAL の救援機でダッカから邦人約 200 名を緊急脱出させた。 

（４）15 日、ヤヒアはムジブルとの立憲会談のため、国軍首脳を率いダッカに入った。ダッカに入って、東パでは AL が州

職員/警察はじめ、軍内ベンガル人も含め、広汎な支持を得ており、東パ全体に分離独立への機運が高まっていることを認

識した。当初の考え通り、武力で抑え込むしかない。17 日、ヤヒアは、ティッカ・カーンに作戦計画を仕上げるよう指示した。 

    

3．立憲対話 

（１）16日、国軍とALとの立憲対話が始まったが、奇妙な対話の構図である。立憲対話は本来、総選挙で選出された諸

政党の間で行われるもの。この対話は、国軍より AL に申入れ、ヤヒアは「力を以てムジブルに強硬に迫り、翻意を促す」と

していた。しかし実のところは、「武力弾圧の口実を引出す」ことが目的であり、何よりも武力弾圧の兵力態勢が整うまでの

「時間稼ぎ」だった。 

 ALには６項目綱領に基づく憲法草案があったが、国軍は用意していなかった。ムジブル/ALは対話に意欲を燃やし、

これに対しヤヒア/国軍は融和的であった。戒厳令の撤廃、貿易/関税、援助などの論点も、法律・経済の専門家の参画を

得てほぼまとまり、国と州との関係も協議が進展していた。 

ここでヤヒアはブットーを呼び寄せた。21 日ダッカ入りしたブットーは、ほぼまとまっていた国軍/AL 協議案に強硬に反

対した。当初よりヤヒアは、譲歩を行った上で、ブットーに潰させるシナリオであったとみられる。22 日、ムジブルが「国軍

/AL協議案を受入れるよう」求めたところ、ブットーは「国軍が権力をベンガルに手放したくない以上、国軍と交渉するのは

愚かである」と応えたとされる。 

（２）23 日は『パキスタン・デー』であった。ダッカ市民は『抵抗の日』と呼称し、市内は抗議の黒旗とバングラデシュ

(BD)国旗で埋まった。街頭デモが大規模に行われムジブル邸に向かった。AL の私設学生民兵が『ジョイ・バングラ（バン

グラに勝利を）』を叫び行進、ムジブルが閲兵した。市内が独立に向けて高揚し、解放感に溢れていた。 
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23日、AL協議団は搭乗車両にBD国旗を掲揚して大統領官邸に入った。

国軍は、パキスタンへの侮辱であると受止めた。ALと国軍の協議で、AL憲法

案では『連邦制（Federation）』の用語が『国家連合(Confederation)』に

差替えられていた。国軍側は、国家連合は問題外であると反発した。AL 側は

ムジブルの指示によるものであり、ヤヒアとの最終交渉で決められるべきもの

とした。24 日夕、国軍/AL 協議が行われたが不調に終わった。  

ムジブルは情熱に燃える人柄であっただけに、立憲対話の最終局面で、学

生/市民の高揚感におぼれてしまった面がある。ムジブルの脇の甘さである。

とはいえムジブルがいかに対応したところで、国軍の武力弾圧方針に何の変

わりなかった。 

    

４．武力弾圧：Operation Searchlight 

（１）2月末以降、国軍は東パ情勢の急展開に応じ、”Operation Blitz”の改訂を進めていたが、3月に入り”Operation 

Searchlight”を策定し、20 日に国軍首脳の承認、23 日夕刻にヤヒアより裁可を得た。新作戦は、①AL が東パ（軍内も含

め）で広汎な支持を得ている状勢を踏まえ、②中央政府/国軍の東パでの権威/支配を取戻すことを目的としており、③東

パの広汎な組織/ヒトを作戦対象とする性格上、欺瞞、狡猾、奇襲、電撃の要素を色濃く帯びていた。  

（２）”Operation Searchlight”は、26日 1:00に開始予定であった。25日夕、AL党員は国軍の動きを察知し、路上に

バリケードを組み、駐屯地からの進軍を阻止しようとした。 そこで国軍は、作戦を2時間前倒し、23:00一斉に出動、23:30 

攻撃を開始した。攻撃先は、東ベンガル連隊本部、国境警備隊本部、警察本部、ダッカ大学、オールド・ダッカなどである。

1:30 ムジブルを自宅で逮捕した。翌 26 日には、国軍はダッカをほぼ制圧した。    

（３）26日夕、ヤヒアはラジオ放送で「ムジブルはパキスタンの敵。反乱と独立を企てており、ALを非合法化した。事態が

落ち着けば、民政移管に取組む」と述べた。 

ほぼ同じ頃、ジアウル・ラーマン少佐が、チッタゴン放送局からラジオ放送で、バングラデシュは独立したとして徹底抗戦

を呼びかけた。 

 

 

■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/ 
 

1973 年 3 月 23 日 抵抗の日と 
バングラデシュ国旗 
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