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日本バングラデシュ協会の皆様へ  

メルマガ 3 月特集号『非暴力非協力運動と武力弾圧』 
－バングラデシュの独立に寄りそう－ 

 
■目次 
  ＊目次の見出しをクリックして頂ければ、直ちに本文に移ります。 
■Ⅰ．祝辞 
 ハシナ首相宛『ムジブ年及び独立 50 周年の祝辞』 

  理事 早川鎭
■Ⅱ．回顧・証言 
□１）独立前後のバングラデシュ －歓喜と懸念－（その１） 

  アジア経済研究所 名誉研究員
  会員 桐生 稔

□２）武力弾圧の記憶 
 理事 七田央

□３）バングラデシュ独立戦争のはじまりの頃の追憶（その１） 
                            NHK ベンガル語放送 出演者

アンワールル・カリーム
□４）亡夫 奈良毅と日本ベンガル友の会（その１） 

                                 会員 奈良安紀子
■Ⅲ．論文・論考 
□１）バングラデシュの独立宣言と解放戦争におけるシェイク・ムジブの求心力 

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授
前理事 外川昌彦

□２）ムジブル・ラーマン：逮捕までの最後の 3 日間 
理事 太田清和

□３）若狹丸の航跡とチッタゴン春の陣 
理事 太田清和

 
 
■Ⅳ．新聞報道選集（別冊） 
 
 
※ご参考 
既にメルマガで『証言』としてご寄稿頂き配信しているものは、次のとおりです。 
１）古家秀紀理事『バングラデシュと私』(52 号。53 号) 
２）伊藤隆史監事『地方から見たバングラデシュの思い出』（55 号、56 号） 
３）長田満江会員『1971 年 3 月にダッカで見たムジブル・ラーマン』（72 号） 
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■Ｉ．祝辞 
 ハシナ首相宛『ムジブ年及び独立 50 周年の祝辞』 

  理事 早川鎭 
 

バングラデシュでは、3 月 17 日から 26 日まで、ムジブ生誕 100 周年を祝う式典(Mujib Year)が行われています。 
バングラデシュ政府より私に祝辞を述べてほしいとの依頼があり、これを受け、3 月 4 日に大使館に赴き、ハシナ首相宛の
祝辞をビデオ撮影しました。この祝辞（写真を含めて 3 ページ）は渡辺一弘元理事のベンガル語訳のテロップ付きで、式典 
期間の間に国営テレビで放映（約 8 分）されました。祝辞は下記の通りです。 
 

記 
 

 
バングラデシュ人民共和国 

     シェイク・ハシナ首相閣下 

 

ムジブ年及び独立５０周年の祝辞 

 

この度は、ムジブ年とバングラデシュ独立５０周年に向けて、バングラデシュと日本の友好に務めた故早川崇の息子とし

てお祝いを申しあげます。 

この写真は、１９７２年３月１４日に独立直後の貴国を日本政府の親善特使として父と私ども一行が訪問した時の写真で

す。 

 

 

 

 この時のバングラデシュは、国全体が、開放感と独立達成の熱気に満ちあふれており、四日間の滞在期間にわたり、父

も気持ちが高ぶり、興奮をおさえられませんでした。 

独立直後の多忙な中首相官邸にお招き頂きいただいた際、ラーマン首相は父を抱きかかえるようにして親愛の情を示して

いただきました。 



日本バングラデシュ協会       メール・マガジン 8３号（202１年３月特集号） 

3 
 

半生を獄中で過ごしたベンガル解放の闘士とは思われない明朗さと温かさを醸し出す方でした。父が独立のお祝いを申

しあげた後、二人のお互い国作りに燃える情熱的な話はいつまでも尽きることがなく、情熱と情熱がぶつかり合い、溶けて

一つになりました。 

この会談において、ラーマン首相は、「バングラデシュを東西に二分しているジャムナ河の架橋を、是非とも日本に手掛けて

もらいたい。日本との友好のシンボルとなるであろう。」と情熱を込めて語りました。 

滞在期間中に早川一行が現地を視察すると、バングラデシュは内戦直後であったことから、各地の被害状況は想像を絶

するものであり、父は心を痛めました。 

父はこの訪問を通じ、バングラデシュと同じく戦争の悲惨さを体験し、復興を果たした日本は、同じアジアの一員として人

道主義に立脚し、タゴールの謳った「黄金のベンガル」を取り戻すため、バングラデシュのために一役買わなければならな

いと決意し、帰国の途につきました。 

早川の貴国への思いはジャムナ河架橋工事援助などの約束を果たすことから出発しました。以来今日に至るまで、数々

の架橋などやインフラ整備は日本の援助によって完成し、更に新たな「夢」である BIG-B（ベンガル湾産業成長地帯 The 

Bay of Bengal  Industrial Growth Belt）構想の実現へと繋がろうとしています。この計画に日本も大きな役割を果た

すことが出来るでしょう。 

 

１９７３年１０月には賓客として日本を訪れられたラーマン首相とそのご一行は、早川の故郷の和歌山にもおいでいただき

ました。 

 

この写真は、ご一行が和歌山に来られた時の写真です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

父は、ラーマン首相の日本訪問に際し、「農漁村に案内し、日本の普段の素朴な生活に接してもらおう」と考えました。小学

校の子供達や、ラーマン首相が黄色い果物がなっているのを見つけると、「それでは」と父の案内で一緒に車を降りて、み

かん農家と話し込むといった具合でした。 
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日本訪問のお礼として、ラーマン首相からベンガルタイガーの剥製を贈呈していただきました。この剥製は長い間早川

の自宅に飾られていましたが、２０１７年に東京のバングラデシュ大使館が新築になった機会に「両国の更なる関係の発展

に役立たせることは出来ないか」と考え、大使館に寄贈させていただきました。 

 

 

 

両国の友好の歴史的記念物であり象徴とも言える虎の剥製が、未来永劫友好のシンボルとして語り継がれることを願っ

ています。 

 

独立５０周年、生誕１００年、国交樹立５０周年の節目の年は両国の交流の礎を築いた父にとりましても感慨深いものが

あると思います。 

貴首相の卓越した指導の下、建国の父ラーマン首相の思い描いた「黄金のベンガル Sonar Bangla」の夢が実現され、

貴国が世界の平和と繁栄のため一層貢献されることを心から願い、ムジブ首相の誕生日と独立５０周年のお祝いの言葉

とさせていただきます。 

 

                              敬意を込めて 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 
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■Ⅱ．回顧・証言 

□１）独立前後のバングラデシュ －歓喜と懸念－（その１） 

大阪産業大学アジア共同体研究センター 名誉センター長 
アジア経済研究所 名誉研究員    

会員 桐生 稔 
 

１． 私のバングラデシュ独立への関わり 
 2 年間のダッカ大学での研究留学を終えて帰国したのは 1970 年 8 月であった。もう半年帰国が遅れたら、バングラデ
シュ独立への動乱に遭遇したはずだ。 

私が在留した 2 年間は、言わば独立への確かな兆しと、独立運動の草創が築かれた時であった。1969 年 2 月にアワミ
連盟のリーダーであったムジブル・ラーマンが釈放されてから、東パキスタン（以下東パ）の反政府運動は、明らかに独立を
目指す民族運動に発展していった。同年 3 月には独裁的権力を続けていたアユーブ・ハーン大統領が辞任、時の国軍司
令官ヤヒヤ・ハーンが大統領に就任、国軍の圧力が強化されて、一時は東パの民族運動が抑え込まれたかに見えた。 

しかし、東パでは確実に反政府・反西パ感情は昂っていたことは、私が帰国前に実施した農村調査で肌身に感じること
ができた。以下は、帰国後に日本で分析しながら、バングラデシュ独立に思いを馳せていた当時の私のつたない情勢分析
と、バングラデシュの友人たちのために行った誠に小さな役割について概説したものである。 
  
２． 独立運動に向かう過程 
（１）1970 年 12 月総選挙 

ヤヒヤ・ハーン国軍司令官は政権の座に就いた直後、全土に戒厳令を発令、東パの政治・社会混乱の収拾を目指した。
そして 70 年 12 月には民政移管の第一段階としての国会総選挙を実施した。 

1947 年の独立以来、政治的にも経済的にも西パが優先され、東パを支配するという構造が続いていた。東パの人々に
とって、インドを挟んで2000㎞も離れ、ただ一つイスラーム教徒が多数を占めるという共通点があるだけで民族も言語、文
化、歴史も違う東西が一つの国になっている不合理は、誰にでも理解できる。AL は、こうした不合理を正すには、少なくとも
国防と外交を除いて大幅な自治権が付与される憲法の制定が必要（6 項目要求）であるとして、総選挙に臨んだ。 

この総選挙でムジブル・ラーマン率いるアワミリーグ（以下 AL）が、全パキスタン国会議席の過半数を占め、西パを代表
するブット（ズルフィカール・アリ・ハーン・ブット）が率いるパキスタン人民党は第二党になった。この二大政党がそれぞれ
東パと西パを代表することになり、国会でも東西パキスタンの対立構図が鮮明になった。 

 
（２）1970 年 3 月 国会開会の延期と東パ情勢の流動化 

AL の 6 項目要求は、西パにとっては到底合意できるものではなかった。ムジブル・ラーマンは、人民党のブットおよび戒
厳司令官のヤヒヤ大統領とも数度にわたって会談、協議した。しかし、人民党は、AL との合意ができない国会の開催には
応じられないと主張して、71 年 2 月 15 日、議会をボイコットすると発言し、ヤヒヤ大統領は 3 月 1 日、国会開会を無期限
延期すると発表した。 

こうした動きには東パの政治家、政党、民衆は強く反発、全土が暴動状態になった。この頃から、反政府運動のなかで武
装する集団も現れ、さらには「独立」を要求する運動になって行った。ムジブル・ラーマンは、民衆に対して 71 年 3 月 14 日、
非暴力非協力運動（35 項目指示）を指令して、ヤヒヤ大統領と数度にわたって会談したが、事態はさらに混乱を極めてい
く。そして反政府運動は明確に「バングラデシュ独立」を目指す大運動となり、バングラデシュ国旗（現在の正式国旗の元
になる）を掲げ、学生を中心として組織された民兵隊（ジョイバングラ）が、ムジブル・ラーマンの閲兵を受けるなど、大会参
加者は「今日がバングラデシュ独立の日だ」と叫んだという。 

 
（３）3 月 25 日 国軍の行動開始 
 こうした反政府集会とデモは各地で行われ、警察や治安部隊と衝突を繰り返した。ヤヒヤ・ハーン政府は混乱状態に対
し、西パに駐留する国軍部隊を投入した。そして 1971 年 3 月 25 日に国軍部隊は一斉に行動開始、ダッカ大学学生寮な
ど銃撃、占拠した。26 日深夜ムジブル・ラーマンは、「独立バングラデシュの声」放送を通じて、バングラデシュの独立を宣
言した直後に国軍部隊に逮捕された。27 日には、「自由ベンガル放送」を通じて、後に大統領となるジアウル・ラーマン（当
時は Jia Khan と表記）少佐を首班とする臨時政府を樹立し、バングラデシュ解放軍を設立した。 
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（４）政府軍による制圧と独立宣言 
なお 3 月に入ってからの東パの急変動が現在のようにリアルタイムで伝わってくるわけではなく、日本にいる私たちは、

詳細な情報は内外の新聞に頼るほかに手段はなかった。したがって事実関係を確認するには数日経った後であった。 
 ともかく、東パは 7 万人に膨れ上がった政府軍によって制圧され、地下では「バングラデシュ独立政府」があり、解放軍
のような武装抵抗勢力が存在するという状況を確認できたのは 1971 年 4 月中旬であった。4 月 17 日にバングラデシュ
臨時政府が正式に独立を宣言し、ノズルル・イスラムが大統領に任命されたと発表された。以上が私の理解しているバン
グラデシュが独立宣言するまでの概略である。 
          （続く） 
 
（ご参考） 
私が 197１年と 1972 年に発表したバングラデシュ独立に関する主な著書、雑誌論文は以下のとおりである。 
雑誌論文など 
「ベンガルの春雷」 月刊 アジア 1971 年 1 月号 
「東パキスタン独立運動の行方 週刊 東洋経済 1971 年 4 月 3 日号 
「東パキスタン内戦の性格」－この人と一時間 週刊 エコノミスト 1971 年 4 月 20 日号 
「東パ独立運動挫折の意味」 週刊 エコノミスト 1971 年 5 月 25 日号 
「東パキスタン独立運動の内幕」（上・中・下） 月刊外交時報 1971 年 5 月、6 月、7 月号 
「東パキスタン独立戦争の行方」 月刊 アジア 1971 年 6 月号 
「世界の孤児東パキスタンの悲劇」 毎日グラフ 1971 年 8 月号 
「幻の抵抗組織ムクチ・バヒニ」 朝日ジャーナル 1971 年 12 月 17 日号 
「印パ全面戦争泥沼への道」 週刊 エコノミスト 1971 年 12 月 21 日号 
「ベンガルー大虐殺で始められた独立劇」 月刊 潮 1972 年 1 月号 
「正念場に立つパキスタン」 週刊エコノミスト 1972 年 1 月 11 日号 
「険しい独立の道」 毎日グラフ 1972 年 1 月 23 日号 
「新生バングラデシュの経済構造」 週刊 エコノミスト 1972 年 2 月 29 日号 
「希望と混乱の中で」 週刊 世界週報 1972 年 5 月 30 日号 
「再びバングラデシュを訪れる」 週刊 世界週報 1972 年 11 月 14 日号 
「パキスタン体制の崩壊過程」 月刊 アジア 1972 年 11 月号 
 
著書『バングラデシューインド亜大陸の夜明け』  時事通信社 1972 年 2 月 20 日初版 
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□２）武力弾圧の記憶 

理事 七田央 
 

１． 東京：パキスタン大使館と留学生達の集まり 
（１）3 月末の武力弾圧の後、駒込のアジア文化会館の地下食堂で、パキスタンの大使館と留学生達との集まりがあった。
自分も出席したが、大使館側からは、ラヒム書記官（ベンガル人）がおり、学生達の多くはベンガル出身であった。 
（２）議論はパキスタン国軍の武力弾圧に及んだ。大使館側よりは、次の説明があった。 

・ベンガル人留学生達のバングラデシュ支援の行動は反政府の政治活動に当たる。 
・大使館としては、かかる政治行動を是認出来ない。 
・したがってパキスタン・パスポートを没収することとなる、 
・また、文部省国費留学生は、学習と研究に専念すると義務がある。 

留学生達は誓約書を文部大臣へ署名の上、提出している。 
政治活動はこの専念義務に違反するので、留学生資格を失うおそれがある。  

 
２． ラッシャヒ：母国の家族の体験 
 出身地はラッシャヒ市である。家族達から次の体験を聞いた。 
（１）パキスタン国軍が展開した作戦は、住民を無差別に殺傷し、女性の尊厳を傷つけ、家屋・財産を焼却するものであった。
そこで自分の家族は、難を逃れるべく、自宅のあるラッシャヒから奥地へと疎開した。 
（２）住民達の間で、口伝てに、上流で殺戮場と化しており、死体がパドマ川に放り込まれる、その結果、死体と血が川を流れ
ている。すべての住民がパニックとなり、命からがらあちこちに逃げた。 
 
 
 
□３）バングラデシュ独立戦争のはじまりの頃の追憶（その１） 

（株）インストロン・ジャパン 前プロダクト部長 
NHK ベンガル語放送 出演者 

アンワールル・カリーム 
 
１．東パキスタン留学生の『バングラデシュ協会』の設立と活動 
（１）私は、1963 年に文部省国費留学生として来日しました。1965 年、千葉大学で日本語と一般教養課程を修了しました。
そして東京工業大学に進学し、1968 年に電子工学の学士号を取得しました。電気通信大学で電子工学の修士号を終え
た後、独立戦争当時は、世田谷区の森永莊に住み、東芝の実習生として働いていました。 

丁度その頃、1971 年 3 月 26 日、パキスタン軍が、東パキスタンの武器も持たない人々を残忍に攻撃しているとのニュ
ースが私の許に届きました。私はヤヒア・カーン総司令官の裏切りの行為に大きな衝撃を受け、州都ダッカに住む家族のこ
とが心配で堪りませんでした。私は、東京内外にいるベンガル人の人たちと連絡を取りました。 
（２）私達は当日 26 日、直ちに駒場の留学生会館に 10 人余りが集まりました。私達は、東パキスタンの恐ろしい状況につ
いて、お互いに慰め合いました。この会合での最初の行動は、『Bangladesh Association（バングラデシュ協会）』を設立
することでした。そして全員がバングラデシュへの忠誠を誓いました。私達のマン・パワーは極めて限られていましたが、私
達はとりあえず同会合に集まった仲間の間でそれぞれの役割を割り当てました。私達は、相互に連帯を維持し、バングラデ
シュと現地ベンガル人の犠牲者のためにできる限りのことをしようと誓いました。 

私は『バングラデシュ協会』内で、世界各国の元首/首脳、国連事務総長、主要な国際的な新聞社/雑誌社に対し、パキ
スタン軍によるジェノサイドと残虐行為を被っている、ベンガル人達への支持/支援を訴える電報を発出するグループにも
属していました。また私達は米国議会の上院議員達に訴状を送付しました。「訴えを承知する」との返事を呉れた上院議員
もいました。そのような議員の一人として、私は今なお、当時上院外交関係委員会の委員であった、フランク・チャーチ上院
議員の名前を覚えています。 
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２．奈良教授の『日本ベンガル友の会』の結成 
（１）ところが、私達在日ベンガル留学生の活動は、パキスタン大使館、特にフセイン大使の目に留まり、警戒されました。フ
セイン大使は私達の数名を大使館に呼び出し、いわゆる『反国家活動』に携わっているメンバーの氏名を聞き出そうとしま
した。 

ここで奈良教授との間に築いてきた緊密な関係に触れたいと思います。1968 年、奈良教授は東京外国語大学で夏期
ベンガル語集中講座を行おうとして、私に協力を求めてきたのでした。それ以来、奈良教授は私達に親しく交流を続けてき
て下さったのです。 

私達は、奈良毅教授に、私達の運動が危機に瀕していると相談しました。奈良教授は、同じ思いをしている日本人たちを
募り、『日本ベンガル友の会』を結成しました。 
（２）『バングラデシュ協会』は独自に活動を続けつつも、時には『日本ベンガル友の会』を表に立てて地下に潜る形で、日
本人の支援者と一緒に活動しました。私は、奈良教授が率いる『日本ベンガル友の会』との連絡役を務めました。 

また関西では鶴嶋雪嶺教授による『日本バングラデシュ協会連帯フロント』が設立されるなど、私達の運動に共感を寄
せる動きが広まりました。これら日本の諸団体は、私達が日本の知識人、ジャーナリスト、マスメディアの間で世論を動員し
ていくにあたり、大いに助けて呉れました。 
 
３．パキスタン軍の残虐行為 

私は、ここで、バングラデシュ解放戦争初期でパキスタン軍が行った残虐行為に触れない訳には参りません。 
解放戦争初期に、パキスタン軍が、残忍にもベンガルの若者達を標的としはじめたので、私の家族もダッカを脱出し、地

方に避難することとなりました。私の父は、家族の女性達は危険を避けるため、ダッカを去るべきであると決めました。また
私の 10 代の弟たちもダッカに住み続けることが安全ではないと感じました。 

近所の家族が、音頭を取って女性達が避難するグループを作りました。そこには母と妹のみならず、私の弟二人も加わり
ました。近所の家族の先導により、近所の家族の故郷、フォリドプールに疎開しました。女性達を含むすべての人たちが、1
日に長時間歩き、パドマ川を渡り、歩行と渡舟を重ね、ほぼ 2 日間をかけて、たどりついたのでした。 

さらに私のいとこが、パキスタン軍に属していましたが、この時期に行方不明となり、再び帰らなかったことに心が痛みま
す。彼はパキスタン占領軍による数百万人の犠牲者のうちの一人なのです。 
 
４．パキスタンの謝罪と国際裁判 
（１）顧みますに私は、パキスタンが、ベンガル民族にジェノサイドと残虐行為の形で犯した極悪の犯罪について、国家とし
て、国民として、人類の一員として、バングラデシュとその国民に対し、正式に謝罪するべきであると固く信じます。ここに私
は、ドイツが 1970 年にポーランド、2020 年にナミビアの両国に対し、自ら誠実に謝罪した模範を示すこととします。 

特に、西ドイツのウィリー・ブラント首相が、ワルシャワで膝を屈して謝罪したことは、深い良心の呵責を強調し、世界中で
広く賞賛されました。パキスタンは同様な誠意を示さなくてはなりません。そしてパキスタンによる賠償問題と共に、分離独
立に伴うパキスタンとバングラデシュの資産の分割問題とが未解決のままであり、相互の同意を得て解決されなくてはなり
ません。 
（２）私の考えでは、パキスタンがバングラデシュであれ程の規模で行った殺戮とジェノサイドを、ルワンダやバルカン諸国
のようにハーグの国際法廷で裁かれることなければ、国際社会と人類全体が罪を犯していることとなります。バングラデシ
ュでのジェノサイドの規模は、人命、レイプ事件と破壊などすべての観点からして、ルワンダとバルカンの２事案より遙かに
大きいものでした。ことわざに「遅れてもやらないよりはまし」といいます。ドイツが一世紀以上前に犯したジェノサイドにつ
き、良心の呵責を表明していることに注目すべきです。 

私は、国連の傘下でバングラデシュ国際法廷が設置され、裁判が行われ、正義が下されるべきであると強い信念を持っ
ています。そのような判決がない限り、世界は今後も恐ろしい先例を作り出し、バングラデシュの数百万の犠牲者は空しい
ままとなり、人類に対する極悪犯罪が罰せられることがないままとなるでしょう。 

 （続く） 
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1971 年 3 月 28 日（日） 東パキスタン留学生がアピール 翌日各紙が取り上げ 
 
［1971 年 3 月 29 日（月）毎日新聞］ 

 
 

［1971 年 3 月 29 日（月）日本経済新聞］ 

 
 

［1971 年 3 月 29 日（月）読売新聞 ］ 
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□４）亡夫 奈良毅と日本ベンガル友の会（その１） 

会員 奈良安紀子 
 

亡き夫、奈良毅が『日本ベンガル友の会』を設立し、バングラデシュの支援活動の先頭に立ったことは、奈良毅の生き
方そのものの顕れであると思います。そこで奈良毅の人生を振り帰りつつ、バングラデシュ支援のかかわりを述べることと
します。 
 
１．生い立ち、ベンガル語、インド留学 

亡夫奈良毅は、1932 年秋田市生れ。2 ヶ月半で奈良家に養子に出されました。養母は霊能を授かり、金剛峯寺で 3 年
間修行の後、人々の悩みや病を治す宗教活動に専念しました。毅は、そのような養母の姿を見て育ち、仏教の発祥地インド
に行ってみたいという憧れを抱いたように思っています。 

秋田大学進学後、養父母を相次いで病で亡くし、奨学金とアルバイトで秋田大学を卒業、そして 1955 年に東京大学大
学院言語科学科修士課程に学びました。親家族なく一人で苦学して学業生活を送った経験は、毅の人格形成に影響した
ものと思います。 

東京大学言語学科修士課程では服部四郎教授のご指導を受けました。何かインドの言語を学びたいと思っていたとこ
ろ、偶々ラーマ・クリシュナン・ミッションから派遣されていたダール教授（ベンガル人）と知り合い、ダール教授よりベンガル
語の個人教授を受けました。 

1958 年に修士課程を修了後、それまで貯めていた貯金を叩いて、貨物船でカルカッタに渡航しました。カルカッタの地
面に手を触れて、インドに親しみと愛おしみを覚えたと言っていました。ダール教授の紹介で、ラーマ・クリシュナン・ミッショ
ンに起居し、カルカッタ大学博士課程に学び、博士号を取得しました。そこで東京大学印哲学科出身の奈良康明先生（元
駒沢大学学長）と同一学科で一緒になりました。 

6 年間インドに学び、その宗教と文化に惹かれながらも、自分はどうしてインドでなく日本に生れたのかを深く考え、日本
人として一生を過し、日本とインドの文化交流のために尽すことが自分の使命であるとの結論に達し、1964 年に帰国しま
した。 
 
２．東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所での研究と夏期ベンガル語講座 

帰国後、服部教授に誘われ、1965 年に開設されたアジア・アフリカ言語文化研究所に就職しました。同研究所は、東京
外国語大学に付置された国立共同利用研究所で、各国の言語と文化を極めようとする様々な研究者が集められていまし
た。文部省より委託研究を受けたり、各国の大学など研究機関と共同研究を行っていました。奈良も、冬はインドのマイソー
ルの大学や研究所との共同研究、夏は東京の言語文化研究所で調査研究を行うなど、毎年インドと日本を往復する学究
生活を送っていました。 

毎夏、言語文化研究所では、2 ヶ月間の夏期短期言語集中講座を開催しており、５〜6 年に一度、奈良にベンガル語の
集中講座を行う順番が巡ってきました。同集中講座は、日本人講師とnative speakerとが一緒に進める形を取っていまし
た。そこでベンガル人の留学生2名（東パ西パとで言葉が異なるため各1名）に助手をお願いしていました。そして奈良は、
夏期講座が終わった後も、東西ベンガル人との交流を大切にしていました。 

 
３．東パの武力弾圧と留学生達 

1971 年 3 月に武力弾圧があると、東パの留学生達は、パキスタン中央政府に対する抗議の声を上げ、新聞社などに訴
えるなどの行動をとりました。当時のフセイン駐日大使は、東パ出身でしたが、中央政府の側に付き、留学生達の言動に目
を光らせました。 

フセイン大使は東パ留学生達に対し、①反政府政治活動を行えばパキスタン・パスポートを没収する、②国費留学生は、
学習/研究に専念する誓約違反であるとして、文部省に留学ビザの取り消しを申し入れると、脅したのです。留学生達は、
困り果て強い不安感を覚えて、奈良のところに相談に来ました。 

奈良はカルカッタ留学時代に、東パも訪れており、東パが西パの支配のため苦しんでいる実情も知っていました。したが
って留学生達の心情と苦しい立場は、直ちに理解出来ました。学生達に頼ってこられれば、何とかしなくてはならない、自
分自身が、東京での学生時代、身寄りも無く、お金もない、不安定な学生生活を送っていた経験があるだけに、東パ留学生
が置かれている不安定な状況が、身に染みて理解出来たのだと思います。 
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４．『日本ベンガル友の会』の立上げと支援活動 

そこで奈良康明先生、中村平治先生などと相談し、4 月 11 日、アジア文化会館で『日本ベンガル友の会』を立ち上げ、
会長に就任しました。そして新聞社、テレビ局、学界、日赤などに『東パキスタン問題についての訴え』のアピール文を持参
して、キャンペーンを始めたのです。こうして奈良が『日本ベンガル友の会』を率いて表にでることにより、東パ留学生達は、
『友の会』を盾にして引続き活動を続けることが出来たのです。 

パキスタン大使館には、東パ系の職員も少なくないので、大使館側の動きも東パ留学生達に伝わってきます。それによ
ると、 

フセイン大使は、文部省に対し、東パ留学生が反政府活動を行っているとして、文部省に留学ビザの取り消しを求めた
のですが、文部省は外務省などの見解を聞いてみると答え、受け流されてしまったようです。 

また大使館のブラックリスト No.１は奈良毅との由。フセイン大使は文部省に対し、国立大学の教官が政治活動を行って
いるのは、国家公務員の職務専念や政治的中立の義務に違反していると訴えたようです。 

奈良は、「東パの武力弾圧は断じて許せない。留学生達が気の毒な立場にいるのだから、助けないわけにはいかない。
自分がやらなければ、誰がやるのか？ そのために首になっても構わない。」と全く動じるところがありませんでした。 

「そのうちお咎めがあるのだろう」と覚悟していましたが、結局、お咎めはありませんでした。 
                         （続く） 

 
 
 

■Ⅲ．論文・論考 

□１）バングラデシュの独立宣言と解放戦争におけるシェイク・ムジブの求心力 

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授 

前理事 外川昌彦 

 
１．東パキスタン自治権闘争 

1947 年の印パ分離で、英領インドからパキスタンとして独立を選択した東パキスタン（東ベンガル）の人々は、独立の果
実を享受した西パキスタン政府によって、再び差別と植民地主義的支配にさらされる。 

たとえば、ウルドゥー語を唯一の国語として東パキスタンに強制しようとする政策は人々の激しい反発を招き、1952 年に
広範な抗議運動が起きる。ベンガル語は、南アジアでも優れた文学的伝統を誇り、優美なヴィシュヌ派の宗教文学やノー
ベル賞詩人タゴールも生んでいる。 

そのベンガル語を守ろうとする国語運動の流れの中で、1954 年の東ベンガル州議会選挙で統一戦線が歴史的な勝
利を遂げ、1966 年にはアワミ連盟党首シェイク・ムジブル・ラフマンが指導する自治権闘争が展開され、1970 年の国会
選挙では、東パキスタンを地盤とするアワミ連盟が圧勝する。 
 
２．バングラデシュの独立宣言（1971 年 3 月 26 日） 

しかし、翌 1971 年 3 月、中央政府は議会の召集を無期限に延期し、軍事行動を起こして人々を弾圧する。パキスタン政
府軍は、3 月 25 日の深夜（日付の上では 26 日）にシェイク・ムジブを拘留すると、多数の活動家や知識人の虐殺を開始
する。ここに至り、東パキスタンの人々は、パキスタンからの解放戦争に踏み切るのだが、この時にシェイク・ムジブが人々に
発したのが、以下の声明である。 

 
「これは私の最後のメッセージとなるかもしれない。本日、バングラデシュは独立した。私はバングラデシュの人々に要請

する。あなた方がどこにいようと、あなた方が何を持とうと、最後の瞬間まで、占領軍に抵抗を続けるように。このバングラデ
シュの土地からパキスタン占領軍の最後の一兵が追い出され、最終的な勝利が達成されるまで、あなた方の闘いは続け
られなければならない。」（出展：Bangladesher Swadhinata Juddha Dalilpatra. Vol. III. Dhaka: Ganaprajatantri 
Bangladesh Sarkar. 1982, p.1.） 
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このメッセージは、シェイク・ムジブがその拘留の直前に、東パキスタンの人々に向けて打電した、バングラデシュの独立
を宣言した声明として知られる。しかし、実際にムジブが、どのような形で独立宣言を行ったのかについては、今も様々な議
論がなされている。  
 
３．独立宣言の謎 

たとえば、当時、ムジブの自宅に無線電信の設備はなく、夜には電話も不通であった。また、ムジブは最後まで西パキス
タン指導者との政治交渉の余地を探り、本格的な軍事行動は予想していなかったと指摘する研究者もいる。そもそも当時
の状況では、国会選挙で圧勝したアワミ連盟のムジブが、もし独立を公言すれば、国民議会第一党としての正統性を失い、
政府に逮捕の口実を与えるだろう。 

パキスタン史家アーイシャ・ジャラールは、パキスタン建国の父ムハンマド・アリー・ジンナーについて、従来の定説を覆し
て、実際にはインド・パキスタンの分離独立は望んではいなかったと論じ、南アジア史研究者に反響を呼んだことで知られ
る（『パキスタン独立』井上あえか訳、1999 年）。ジンナーは、ここではむしろ、統一国家内でのムスリムの地位を確保する
ための政治交渉を試みるが、中央集権的な体制に固執するインド国民会議派の首脳部によって、最終的に印パ分離が選
ばれたとされる。 

皮肉な見方をすれば、中央集権的な体制に固執して、ムジブの運動を弾圧した西パキスタン政府首脳部は、この時の会
議派と同じ轍を踏んだと言えるだろう。 

 
４．解放戦争のカリスマ的な指導者 

いずれにしても、自治権闘争や国会選挙でのアワミ連盟の圧勝は、すでに独立運動の指導者としてのムジブの立場を
不動のものとしていた。 

解放戦争の 9 か月間、東パキスタンの人々は、独立運動に反対してパキスタン政府軍に内通する宗教政党支持者の妨
害活動もあり、政府の公称では、1,000 万人の難民、300 万人の戦争犠牲者、20 万人の女性へのレイプという、南アジア
現代史でも最悪の犠牲を強いられる。 

しかし、ベンガルの人々は、インド政府の本格的な軍事介入が始まる 12 月までの 9 ヶ月間、「ジョイ・バングラ」（ベンガ
ルに勝利あれ）の合言葉のもとで、パキスタン正規軍の軍事行動に対して、民衆のゲリラ部隊を組織して粘り強く戦い抜き、
バングラデシュの独立を勝ち取る。その解放戦争の 9 ヶ月間、ムジブはパキスタン政府に拘留されていたにも関わらず、
「7,500 万人のバングラデシュ人民の疑う余地の無い指導者」として、人々の支持を集めてゆく。 

すなわち、実際に独立宣言が発せられたかどうかは別として、長く困難な闘いに耐え抜いたバングラデシュの人々にとっ
て、解放闘争の求心力としてのムジブが果たした役割は、間違いのないものだったと言えるだろう。 

1972 年 1 月 10 日。ムジブはパキスタン政府から奇跡的に解放され、新生国家バングラデシュに帰還する。旧ダカ空港
に到着したムジブを迎える人々の、「ジョイ・ボンゴボンドゥ」（ムジブに勝利あれ）という歓呼の声は、何よりもそのカリスマ
的な指導者としてムジブの役割を物語るだろう。 
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□２）ムジブル・ラーマン：逮捕までの最後の 3 日間 
50 周年記念編集部 

理事 太田清和 
3 月 23 日 
（１）学生たちは純粋、情熱的、そして急進的である。アワミ連盟(AL)の学生達は、年初から、バングラデシュの国旗を定め、
タゴールの『我が黄金のベンガル』を国歌とするなど、愛国的な動きを強めていた。 

非暴力非協力運動でALが行政権を掌握する状況下、22日夜には、ラジオ・パキスタン・ダッカ支局は、『ラジオ・ダッカ』
と称して放送を始めた。 

3 月 23 日は『パキスタン・デー』であったが、パキスタン政府は祝日を取り消した。AL 学生達は同日を『抵抗の日』と称
し、抵抗と犠牲の印として黒旗を掲げ、独立に向けて大規模な示威運動を主導した。各紙には『パキスタン特集』に替えて
『バングラデシュ解放特集』を組むよう求めた。 

当日は市内各所でバングラデシュの国旗が売出され、AL 学生達は全ての家に国旗の掲揚を求めた。市内の家屋や車
両のみならず、多くの政府庁舎にもバングラデシュ国旗が翻った。外国公館にも各国旗に並べてバングラデシュ国旗の掲
揚を求め、多くの公館がこれにしたがった。中国総領事館がパキスタン国旗を掲揚しようとすると、学生達が構内に立ち入
り、パ国旗を引きずり下ろし。バングラデシュ国旗を掲揚した。 

退役したマジッド少将とオスマニ大佐（後に解放軍司令官に就任）が、旧軍人達を率いて軍隊行進、ムジブル邸に向か
った。AL 学生の私設民兵旅団『ジョイ・バングラ（バングラに勝利を）』が、バングラデシュ国旗を掲げ、木製の模擬ライフ
ル銃を肩に、ムジブル邸に向かった。ムジブルも AL 私設民兵旅団『ジョイ・バングラ』を閲兵した。 

ダッカ市内は独立への機運と熱気で満ちあふれた。しかし、このダッカ市民の行動は、国軍をいたく刺激した。誇り高い
パンジャブ軍人達にとっては屈辱そのものであった。 

＊1971 年 3 月 23 日の CBS ニュース：https://www.youtube.com/watch?v=taDFGjpyJlc 
 
（２）ダッカ市民が興奮で沸き揚がっているとは裏腹に、ムジブルは不吉な予兆を感じていた。ムジブルは、23 日午前の第
3 回立憲協議で、AL 顧問団より、”Federation”に替えて”Confederation”を提示させたが、国軍側はこれに強く反発し、
険悪な雰囲気となった。AL 側は、「この問題は、翌 24 日のムジブルとヤヒアの最終会談で決着すべき問題である」とした。
協議は中断となり、夕方に再開することになった。同夕にAL顧問団が大統領官邸を再訪すると、ヤヒアが終日官邸には居
らず、「国軍が取り込み中である」旨伝えられた。立憲協議は翌 24 日に延期となった。 
 まさにこの時間帯、ヤヒアは国軍首脳部と”Operation Searchlight”の実行を決定した。 
同夜、ヤヒアは中小政党代表を呼び出し、「立憲協議で合意に向け全力を尽したが、ムジブルが頑固なままだ。一体どうす
ればよいのか？ これでは自分は世界の笑い者だ。誰であれ、我慢の限界というものがある」と武力弾圧をほのめかした。
中小政党代表は、「今少し協議を続けるよう」「自分達が間に入っても良い」と口々にヤヒアの説得を試みた。しかし、ヤヒア
は言い切った。”Too late！”。 
 
3 月 24 日 
（１）午前、中小政党代表達は、国軍から「午後のカラチ行き最終便でダッカを出るよう」に求められた。中小政党代表 2 名
は、各々ムジブル邸に駆けつけ、武力弾圧のおそれがあるとして、国軍との立憲協議で”Confederation”を取下げるよう
求めた。 

ムスレム連盟評議会の Shaukat も、ダッカ出発に先立ちムジブルに電話で、「これからカラチに帰るが、もはや立憲問題
につき協議できないかもしれない」と伝えた。ムジブルは、次の通り応えた。 

・致し方ない、立憲協議の行方は保証できない。もう無理だ。 
・立憲協議の賭けで敗れた。立憲問題で受入れ可能な解決が見出せるとは思わない。 
・武力弾圧となれば、敵味方の区別が付けがたいから、早く出て行った方が良い。 
・この世では会えないが、必ずや天国で再会できよう。 
この間も、AL 顧問団は、憲法案の細目を詰める作業を続けた。ムジブルの”Confederation”を求める姿勢は不動だっ

た。 
 

（２）この日、国軍のファーマン少将とラジャ少将は、ヘリで東パ各地に展開の各旅団司令官を巡回し、自ら策定した”
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Operation Searchlight”を示達した。 
ムジブルは、終日、自宅内を落ち着かない様子で行き来していた。漠然とした不安と裏切られたのではとの思いが交錯

していた。 
ラングプール、ミルプール、サイドプールと、各地で緊張が高まり、国軍と住民とが衝突し、国軍が発砲するなど、次々と死

傷者が出はじめた。特にチッタゴン港では、3 月 3 日より海軍軍艦スワット号が停泊しており、軍事物資を陸揚げしようとす
る国軍と、これを阻止しようとする市民との間で、にらみ合いが続いていた。24 日、遂に国軍が荷揚げを強行し、国軍と住
民とが衝突し、多数の死傷者が出る事態となっていた。 
（３）夕方、事態がいよいよ緊迫する中、AL 顧問団と大統領顧問団との第 4 回立憲協議 が 2 時間にわたり行われ、憲法
案の細目が議論された。AL 側より、「これが AL の最終案であり、顧問団レベルではこれ以上議論できない、各地で緊張
が高まっており、一刻も早い決着が求められている。明日、ムジブル・ヤヒアの首脳会談で合意を得、大統領により布告をお
願いしたい。」と主張した、 

これに対し、ピールサーダは、「駄目だ。今夜は国軍には協議があるので、明朝に会合することとしたい。国軍側より電話
で会合時間を連絡する」と言い切った。AL/大統領顧問団間の専門家レベルでは、翌日の協議日程を取決めてあったの
で、大統領顧問団よりその旨進言したが、ピールサーダは聞き入れなかった。 

AL 顧問団は、沈痛な思いで大統領府を去り、ムジブルに国軍内の強硬派が合意案を受入れていないと報告した。 
ピールサーダは、AL 顧問団が去ると、西パから呼び寄せた政府顧問達に対し、翌日ダッカを退去するよう指示を行っ

た。 
大統領法律顧問のハッサンは、警護官を伴い密かにムジブル邸を訪れ、ピールサーダの告知を伝えると、ムジブルは答

えた。 
・国軍の連中は汚いなあ！ 
 

3 月 25 日 
（１）25 日、軍と住民との衝突が各地で広がっていた。 
朝、ムジブルは AL 幹部達を前に、指示を行い、後事を託した。 

・国軍が弾圧に来る、 
・AL 党員は、直ちに逃走するか地下に潜って、闘争を続けるように。 

またムジブル自身については、次のように述べ、自宅に残った。 
・私の同胞達を残して、ダッカを去ることは出来ない、 
・彼らは私のために苦しみ、血を流して呉れているのだ、 
・私が一人逃げれば、国軍が彼ら全てを亡き者にするだけだ、 

そしてパキスタン旗を焼却し、高らかに述べた。 
・自分はパの指導者ではない、バングラデシュの指導者である。 

ムジブルは、ヤヒア一行がダッカ空港より出発したと伝えられると、覚悟を決めた。 
22:00 護衛（国境警備隊、AL 党員）達を遠ざけた。 
22:30 カマル・フセイン AL 法律顧問が別れを告げに訪れると、ムジブルは、「国軍側から立憲協議の電話はあったか？」

と尋ね、カマルより「ありません」と返事を受けると、次の通り語気を強めた。 
・これから独立だ！  
・私達は団結し、闘うのだ！  
・解放戦争が始まった。私達は勝利する。 
AL 党員が市内路上にバリケードを設置し、国軍の進軍の阻止を図った。 
ムジブル邸は静寂に包まれた。家族はムジブルの外に、メグム夫人、次男ジャマル、三男ラッセルと、4 名のみ。これにム

ルシェド秘書官と避難を固辞した門衛の 2 名が留まった。長男カマル、長女ハシナ、次女レハナは予め避難させていた。 
 

（２）Hotel Intercontinental では、ブットー一行が最上階 11F 全室を借上げ、立て籠もっていた。 
夜になると Hotel 側は、10F の最西方スイートルームを外国人記者達に開放した。同室から、北方に軍駐屯地、警察本

部、西方にムジブル邸、国境警備隊本部、 南方にダッカ大学、オールド・ダッカが見渡すことが出来た。外国人記者達は、
武力弾圧を目の当たりにすることとなった。（翌日、国軍に拘束され、カメラ、フィルム、メモなど一切を没取された後、カラチ
に移送された。拘束を解かれてパキスタンを出国した後、記憶を頼りに、武力弾圧の生々しい模様を世界に発信した。） 
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23:00 国軍が一斉行動開始。国際電話が不通となり、ダッカは国際社会から孤絶した。 
装甲車両などがバリケードを踏み潰して進軍していった。 

23:30 国軍が攻撃を開始。砲声、銃声で、窓ガラスがビリビリと震えた。 
0:30 アーメッド AL 顧問は、Hotel Intercontinental の 10F スイートから軍用車両約 60 台がムジブル邸に向うのを

視認して、ムジブル邸に電話で攻撃に向かっていると警告した。 
0:50 アーメッド顧問はムジブル邸に再び電話し、至急避難するようにと伝えた。電話に出たムルシェド秘書官は（泣きな

がら）「膝を屈して避難をお願いしたが、逃げようとされない。（ムジブルは）国軍がどうするか見たいものだ」と仰っていると
答えた。 

1:00 市内電話回線も切られた。 
 

（３）1:30 トラック・ジープ 50 台がムジブル邸の門前に到着した。兵士達は、ムジブル邸に射撃を続け、窓ガラスが割れ
吹き飛んだ。兵士達は、玄関を護っていた護衛を射殺。二階の寝室に駆け上がった。一家４名は二階に居た。ムジブルは、
メグム夫人と子息 2 名を、銃弾を被らないよう、バスルームに避難させていた。 

ムジブルは、銃声の中で、大声を張り上げた。 
・撃つのは止めろ！ 撃つのは止めよ！  
・他人の家には、電話をしてから訪問するものだ！  
・俺はいつも自宅にいるよ！ ここにいる！  
・自分を撃つのはいい。しかし私の家族や子ども達までをどうして撃つのか？ 

兵士達が一瞬ためらったところで、少佐が、「もう撃つな」と射撃を止めさせた。 
少佐は、ムジブルに「ここに命より逮捕する」と告げた。 

ムジブルは、「家族にお別れを言いたい」と望み、これを少佐は許した。 
ムジブルは、家族一人一人にキスをし、次の言葉を残した。 
・自分は殺されるだろう。もう会うことはない。 
・しかし自分の国民はいつか自由になり、私の魂はそれを見て幸せである。 
ムジブルは最後に、妻に告げた。 
・自分が死んでも、私の国民は恥じない。 
・自分が降伏すれば、私の国民は世界に顔向け出来ない。 
軍兵士は、ムジブルを小突きながらジープに連行した。ジープの座席に据わったところで、ムジブルは「パイプと煙草を

忘れた。」と一言。そこで兵士が、そこでムジブルを邸内に連れ戻した。妻メグムが、夫にパイプと煙草を渡した。 
 
（４）ブラッド駐ダッカ米国総領事は、25 日、16 名を招き夕食会/映画会を催していた。 
23:00 頃、ブラッドは館員から、①AL 学生達が、国軍の進軍を防ぐため、道路にバリケードを築いている、②ヤヒア、国軍首
脳一行が突如ダッカを発ち西パに帰った、との連絡を受けた。ブラッドは、「申し訳ないが、今夜は早くお帰りになった方が
良い」とお開きにした。 

客の一人が檜垣総領事。米公邸を出たが、各道路には材木を横倒しにしてバリケードが築かれているところで、あちらこ
ちらで通行止めに合いながら、米公邸から、普通は自動車で 5 分位のところを、この夜は帰宅するに約 30 分もかかった。 

そして、風呂を浴びて寝ようとしたところ、使用人が「変な音がする」と注意喚起。屋上に出て耳を澄ますと、かすかに遠
方で戦車のエンジンの音がしないわけでもない。寝室に戻り、就寝しようとしたところ、公邸の裏のムジブル邸で激しい銃
声が聞こえてくる。しばらく銃声が続いた後、逮捕される直前であろう、ムジブルの絶叫が闇に響き渡った。 

ジョイ・バングラ！ 
＊3 月 26 日の CBS ニュース：  https://www.youtube.com/watch?v=0tQk4r0FtmY 
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［1971 年 3 月 27 日（土） 朝日新聞夕刊］ 

 
 

 

 

□３）若狹丸の航跡とチッタゴン春の陣 

50 周年記念編集部 

理事 太田清和 
 

（注）本稿は、開示を得た外交史料をベースに、吹浦忠正氏著書『血と泥と』から加筆した。 
 
若狹丸が残した航跡は、11 月のサイクロン/高潮被災から 3 月の武力弾圧まで、東パキスタンに寄りそった日本を、クッキ
リと浮き上がらせている。 
1970 年 12 月 1 日、日本政府は、 東パ被災支援の第 2 弾として、150 万ドル（5.4 億円）相当の救援物資を、日本赤十
字社を通して供与すると決定した。その枢要は日本米 5,000 トン（70 万ドル、2.5 億円）であった。 
 
１．チッタゴン港入港まで   
（１）2 月 13 日、日本郵船所属の貨物船若狹丸（7,327 トン、乗組員 42 名）は、日赤委託の日本米 5,109 トンを積み取り、
長崎港を出航した。 
3 月に入り東パ情勢は、1 日の国民議会無期限延期の発表により、急速に悪化、3 日には全国でハルタルに入った。同日、
チッタゴン港の沖合に海軍軍艦スワット号が姿を現し、市内が騒然となった。11 日、同港の荷役夫達はスワット号からの軍
事物資の陸揚げを拒否すると決めた。この間、アワミ連盟（AL）は非協力運動を進め、市庁、警察、銀行などを次々と支配
下に置き、行政権を掌握。市民は国軍への食糧不売運動を展開した。 
18 日にスワット号が接岸。数万人の市民は港湾施設を取り囲み、軍事物資の陸揚げを許さないと、連日大規模なデモを
繰り広げた。AL のチッタゴン『地域行動委員会』が同港の業務にも関与、国軍による武器搬入を阻止するため、積み荷の
検査を実施していた。 
（２）13 日、外務省は、駐パキスタン大使館、ダッカ、カラチの総領事館に対し、若狹丸には緊急食糧救援の意義があり、入
港許可、水先案内人、荷役作業などの円滑な実施に向け、パ側に協力を申入れるよう訓令を発出した。 
 これに対し、曽野明駐パ大使は、同 13 日夜直ちに「パは内乱に立ち入るかの瀬戸際にあり、①この日本米が、（食糧入
手に困難を感じている）国軍が抑えるか、ムジブル支配の行政機構の手に入るかで大問題となる。②もし我が方が進んで
国軍にその役を依頼すれば、東パ民衆の怒りを買うおそれ極めて大であり、これは今後の日本、東パ関係に悪影響を及ぼ
す。③よって本使としては、直接国軍に申入れることは賛成いたしかねる。」と返電した。 
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 曽野大使は、同 13 日インド放送の「米国の食糧支援（小麦）輸送船が、チッタゴンに向かう途中、カラチへの寄港を指
令された」との報道に注目していた。翌 14 日付ダッカ紙もインド放送と同様の報道を行った。これに対し、14 日正午のパ
キスタン放送及び15日付け西パ各紙は、（13日のインド放送を引用することなく）「戒厳当局が、①チッタゴン港での荷下
ろしは支障なく行われている、②支援食糧を運搬するチッタゴン向け船舶がカラチに回航された事実は無い」と報じた。し
かし14日、米大参事官は日本大使館員の照会に対し、「極秘に願いたいがと前置きの上、チッタゴン向けの小麦を積んだ
米船舶がカラチに回航された」ことを認めた。 
（３）曽野大使は、①パ外務省/経済省に対し、ひとまず協力を申入れたが、中央政府がどこまで現地に影響力を有してい
るかが分からない、②現地で国軍が優先処理すれば、荷揚げ夫がボイコットするおそれがある。このように種々考慮の後、
この際内外の注目を惹き付けることが円滑処理を促進するとの結論に至り、15 日プレス・リリースを発した。 
＊標題「日本の若狹丸が 5,109 トンの米を積載し、16 日にチッタゴン着」 
・東パのサイクロン被災者を救済する食糧が日本赤十字からパ赤十字に贈られる。 
・日本国民は、若狹丸がチッタゴン港で早期に荷下ろし、配布されることを願っている。 
16 日各紙に同プレス・リリースが掲載されたことを受け、日本大使館よりパ外務省に働きかけたところ、先方は港湾局/経
済省と連絡をとり、あらゆる協力を惜しまない旨約した。 
16 日、（同日の日本郵船からの依頼を受け）外務本省よりダッカ総領事館に対し、若狹丸は 18 日頃チッタゴン到着予定
であるが、港外に 29 隻待機中であるので、緊急食糧援助の意義に鑑み、優先的入港と陸揚げにつき、特別の配慮方申入
れるよう、訓令を発した。 
17 日、檜垣正忠総領事は、AL、現地のパ赤十字、食糧省に対し協力を依頼した。 
（４）このような緊迫した状況下、18 日に若狹丸はチッタゴン港外に到着、速やかな水先案内人の誘導を得て 19 日に入港。
21 日に接岸後、直ちに 1日 700 トンのペースで荷下ろしを開始し、24 日夕までに日本米 2,649 トンを順調に陸揚げした。 
ここで事態が急変した。24 日夜になり、チッタゴン港内外では国軍と市民とが衝突し、国軍が市民に発砲、内戦の様相を
呈してきた。パ海軍は直ちにチッタゴン港を閉鎖した。 
 
２．チッタゴン春の陣 
（１）チッタゴン春の陣の主役は、ジアウル・ラーマン東ベンガル連隊次長（陸軍少佐）である。ジアは、1936 年ボグラ生れ。
1947 年の分離独立を受けて一家はカラチに移住。カラチで中高等教育を受けた後、陸軍士官学校に入学、軍人の道を
歩んだ。1960 年、カレダ・ジア（フェニ出身、当時 15 歳）と婚約。1965 年の第 2 次印パ戦争で戦功を挙げた。 
しかし東パでの駐在勤務を通じ、次第に国軍とベンガルとの関係に疑問を抱くようになった。1970 年 10 月に東パ第 8 連
隊次長としてチッタゴンに着任直後、11 月にサイクロン/高潮が襲い、政府/国軍の対応の不手際、総選挙とその後の政
治的混乱を直視した。そして AL がチッタゴン行政権を掌握していくのを目の当たりにし、一旦ことある場合、身の安全を顧
みない覚悟を固めていた。 
（２）3月25日の夜、連隊長（西パ出身、陸軍中佐）が、ジア少佐はじめベンガル出身士官に罠を仕掛け殺害を謀った。ジア
は、これを鋭く察知。際どく難を逃れ、反逆を決意した。直ちにベンガル人側近で身の回りを固めると、連隊長を拘留の上、
自ら銃殺した。そしてベンガル出身の士官 6 名兵士 220 名を率い、ベンガル解放軍を組織し、チッタゴンの AL、警察との
連携/協力を進めた。夜が明けると、ジア率いる解放軍と国軍との間で、軍武器弾薬庫、ラジオ放送局はじめ市内の拠点を
巡る攻防戦が始まった。 
26 日は終日、若狹丸には銃砲声が聞こえてきた。夜になると停電のため市内は暗闇に沈んでいたが、23:00 海軍は若狹
丸船尾 500ｍの地点から曳光弾を打ち上げ、港内の 8 ヶ国 43 隻の船舶が煌々と明るく映し出された。 
27 日、軍艦スワット号では国軍が、荷役作業に当たっていたベンガル人兵士達を、不意打ちで襲撃。ベンガル兵士達は、
同僚の西パ兵士達から襲撃を受け、ショックの余り、あるいは訳が分からないまま、逃げ場を失って、カルナフリ川に飛び込
んだ。これに西パ兵士達が甲板から激しく銃弾を浴びせ、ベンガル兵士達を水中で射殺していった。 
（３）27 日、解放軍はチッタゴン放送局を占拠すると、次の放送を行った。 
「ジアウル・ラーマン少佐は、バングラデシュ人民共和国政府の独立を、同政府暫定首班としてここに宣言する」 
しかし、シディキ国会議員、マリク元工業相など地元の AL 指導者達が、同宣言では「国軍中堅幹部が単に反乱を起こした
と受け取られる」と説得。第２の独立宣言を放送した。 
「ジアウル・ラーマン少佐は、我らの偉大な指導者ムジブル・ラーマンの名において、バングラデシュの独立をここに宣言す
る」 
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（４）29 日、上流より若狹丸には死体 3 体が流れてきた。30 日、パ空軍の F86 セイバー戦闘機 2 機が、放送局とその周辺
に機銃掃射を浴びせた。港外に停泊の駆逐艦２隻が、艦砲射撃を行った。若狹丸の周辺には死体が次々と 30 体も流れて
きた。 
 
３．港外への離脱        
（１）若狹丸の乗組員達は、内戦の戦場におかれ、不安に駆られ、人命の危険にも晒され、早急の港外出航を切望した。伊
藤和夫艦長が直接、現地の海軍司令部に出港許可を求めたが、許可は得られなかった。 
外務省は、28 日、日本郵船から要請を受け、駐パ大使館とカラチ総領事館に対し、安全保護と港外出航許可に向けて、海
軍総司令官（カラチ駐在）はじめ国防省/港湾当局に重ね重ね申入れを行った。ダッカ総領事館とは、25日23:00武力弾
圧開始以降、通信回線が途絶していた。 
31日、港内には外国船が約10隻停泊していた。伊藤船長は、隣りに停泊する英国船マクネア号と一緒に自力脱出を図ろ
うとしたが、パ海軍司令部より出港許可が下りない。そこで外務省は駐パ大使館とカラチ総領事館に対し、英国大使/総領
事と共同で、これら安全保護と港外への一時避難につきパ側に申入れするよう訓令を発出した。 
4 月 1 日、港外の２隻の駆逐艦からの艦砲射撃は激化するばかり。潮の流れか、若狹丸周辺に 50 体の死体がたまり、もの
すごい腐臭。蠅とカラスが死体にたかり、カラスが死体をついばむ。2 日夜には死体からの青白い燐が光る。 
（２）１日、英国は、チッタゴン在留英国人の引揚げに、同港停泊の英国船を使用することとし、ダッカより英総領事館員が
直接交渉のため現地入りした。2 日、外務省は、在京米国大使館より在ダッカの米国総領事館の非常用無線を通して、檜
垣総領事に対し、若狹丸の一刻も早い出港許可取付けを指示した。 
3 日、檜垣総領事は、米総領事館を通じ訓令を受領。 
4 日 9:00 檜垣総領事は戒厳司令部でファーマン少将と交渉。ファーマン少将より、「直接チッタゴン海軍司令官に掛け合
った方が良い。今日これからチッタゴン行きの第 1 便が往復するので現地に行ってはどうか」と示唆があったので、直ちに
応諾。 
（３）檜垣総領事は、午後空路でチッタゴンに赴き、伊藤艦長と面会。伊藤艦長は、「周囲が不気味であり、乗組員は皆生き
た心地がしない日々を送っており、水先案内人無しでもマクネア号を追尾して出航したい」と強く要望した。 
檜垣総領事は直ちにパ海軍司令官を往訪し掛け合ったが、司令官は「事態は急速に改善されつつある」と言って聞かない。
そこで「乗組員全員が出航を希望している。直ちに出航せしめることが先決である」と単独出航を認めるよう迫ったところ、
司令官も諦めたる模様なるも、「単独出航は絶対に認められないが、6 日には水先案内人を付け、出港するよう取り計らう」
と約した。檜垣総領事は、ダッカ行き飛行便出発時間が迫っていたので、名刺の裏に諒解事項をメモし、同司令官から伊
藤館長に手交するよう依頼し、空港に向かった。 
5 日 8:00 英国船マクネア号は、英国居留民 119 名を乗せて出港した。若狹丸は水先案内人がつかない限り出港出来な
かったので、乗組員全員が艦上に整列して見送った。6 日 6:00 約束通り、水先案内人が若狹丸に乗船。8:30 無事出港し
た。 
（４）なおチッタゴンの戦況の方は、3 日夕、 F86 戦闘機 2 機が、最後の拠点である放送局の一角に激しい爆撃を加え、終
局に近づいてきた。国軍は、解放軍が立て籠もる放送局の包囲網を狭めていった。ジア少佐ほか約 40 名、辛くも国軍の包
囲網を潜り脱出、チッタゴン丘陵地帯に逃れた。チッタゴンは陥落し、春の陣は終わった。ジア少佐の部下約 100 名が国
軍に拘留されたが、その後の運命は分からない。 
   
４．残荷の取り扱いと帰還 
（１）4 月 7 日、外務省は、日本米の残余分 2,460 トンはパキスタンの所有に帰しているとはいえ、現情勢下において西パ・
カラチに輸送することは、内外の世論への影響も考慮すれば適当ではないと判断を下した。若狹丸の乗組員の休養、飲
料水/食糧補給のためシンガポール向け航行を指示した。若狹丸の航行中に、東パ情勢の改善とチッタゴン再搬入のため、
ペナン、シンガポール諸港での陸揚げ、一時保管の可能性を調査したが、倉庫スペースが十分でないことが判明した。ま
たこれ以上の長期保管は、米が変質すると危惧した。 
（２）そこで 8 日、外務省は、緊急食糧援助を日本に求めていたフィリピンに供与することを申し出、即日同意を取付けた。パ
側に対し、東パ援助米のフィリピンへの転用につき同意を求めたが、パ側は、同意せず、カラチへの回航と荷揚げを主張し
て譲らない。 
しかし、外務省は、日本として西パへの供与は絶対避けたいとして、曽野大使自らパ紙布ハイレベルで協力に説得を推し
進めるよう訓令を発出した。９日に曽野大使が、パ側とやりとりを重ねた後、最終的に同意を取付けた。 
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（３）13 日、外務省は日本郵船に対し、マニラ寄港と、残余米全量の陸揚げを指示した。 
15 日、外務省は、①2 月の長崎出航以来、若狹丸の米が 2 ヶ月にわたり熱帯の高音多湿の海上におかれ、変質している
可能性も絶無とは言い難い、②仮にも変質していた場合、フィリピン側への供与は控えるべきと考えた。そこで 2 月に長崎
港で荷積みに立ち会った専門家を、急遽マニラに品質検査のため派遣。16 日同専門家はマニラ空港に到着すると、着岸
直後の若狹丸に直行した。数百袋の抜き取り検査を行ったが、変質米は全くみられなかった。 
（４）翌 17 日夕、同専門家が品質検査をさらに進め、最下部１インチに腐敗現象が起きているのを発見するに至った。最下
部の積荷が全て腐敗しているとは考えられないが、この際、最下部積荷総数 2,167 袋、143 トンについては積み下ろさず、
フィリピン側へ引渡も行わないこととした。この事情をフィリピン側に説明し、了承を得た。 
18 日、若狹丸は、日本米 2,317 トンの積下ろしを終了し、翌 19 日マニラ港を出航した。出航後 143 トンの変質米を海洋
投棄し、25 日に横浜港に無事帰還した。 
 
［1971 年 4 月 26 日（月） 朝日新聞］ 
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■Ⅳ．新聞報道選集 

50 周年記念編集部 
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