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■1）巻頭言：『独立戦争の物語』 

～アニスル・ホクの『母』～ 

東京外国語大学大学院教授 

元理事 丹羽京子 

 

バングラデシュの作家たるもの、およそ独立戦争に触れないということはありえないだろうが、そのなかでも突出してよく

読まれているのはおそらくアニスル・ホクのこの小説ではないだろうか。その名も『母（Ma）』、独立戦争の闘士たる息子と

その母が主人公だが、タイトルが示す通りどちらかというと母に焦点を当てたこの物語は、2003 年に初版が出て以来多く

の版を重ね、2021 年の時点でなんと 100 版を突破している。総計 20 万部以上を売り上げたことになるが、一冊売れたら

10 人読んだことになると言われる回し読み文化を持つバングラデシュではミリオンセラー以上の価値を持つことは間違い

ない。 

 

『母』の物語 

 話はいたってシンプルである。ソフィア・ベガムは夫が二人目の妻を迎えると知り、息子アザドを連れて家を出る。以来

二人は苦楽を共にしながら固い絆で結ばれて暮らしていたが、アザドがちょうど修士課程を終えたころ独立戦争が始まっ

てしまう。それまであまり政治とは関わりを持っていなかったアザドだが、このときばかりはいてもたってもいられず解放軍に

加わった。しかし彼はほどなくパキスタン軍の手に落ち、拘束されてしまう。アザドの母は面会を許されるが、それは母親を

通してアザドを懐柔し、仲間やアジトの情報を引き出そうという意図からのものだった。虐待に耐え切れず仲間の名前を言

ってしまいそうだともらすアザドに対し、母は仲間を裏切ることのないようにと諭す。そして米のごはんが食べたいと訴える
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アザドに、明日必ず差し入れると約束して帰途につく。翌日彼女は米のごはんと数々のおかずを携えて再びアザドに会い

に行くも、もはや会わせてはもらえない。そしてそのまま行方知れずとなる息子に彼女が会うことは二度となかった。この日

以来ソフィア・ベガムは、米のご飯を絶ち、硬い床に横になっていた息子に寄り添うために自身も床に寝るようになる。とき

が経ち、バングラデシュは独立するがしかし、アザドは帰らぬままである。そしてその母は実に 14 年の間ご飯を絶ち、床に

寝ながら息子を待ち続けたが、ついに帰らぬ人となった。彼女が亡くなったとき、この母を慕う息子のかつての同志たちが

集まり、手厚く葬儀がいとなまれた。その墓碑銘には「殉教者アザドの母」と刻まれたという。 

 

『母』の持つ力 

 この小説は実話をもとにしたもので、実在のアザドは 1971 年の 8 月 30 日に拘束され、以後行方不明となるが、独

立戦争中に亡くなったと目されている。そしてその母であるソフィア・ベガムはちょうどその 14 年後の同じく 8 月 30 日に

亡くなっている。作者はある人物からこの話を聞き、ぜひそれを書きたいとかつての同志や親族などから証言を集めたとい

う。ここには多くの人物が実名で登場し、時系列や地名なども基本的に実際に即したものとなっている。初版刊行後、さら

にいくつかの証言が寄せられ、多少の修正と増補もなされた。もちろん小説なので、想像で補われた部分も少なくないのだ

が、この女性が本当にあの時代を生きた「母」なのだと知ることの意味は重い。 

小説はソフィア・ベガムが幼いアザドを連れて裕福な夫の家を出るところから始まる。苦労を重ねながら自力で息子を育

て上げただけに、このあとの悲劇は人の胸を打たずにはいられない。しかし作中「アザドの母（Azader ma）」と表記される

ことがほとんどのこの女性は、息子しか眼中にない狭い視野の持ち主ではない。独立戦争が始まるや、息子の友人達でも

ある解放軍兵士を匿い、息子自身が危険な任務に関わることも止めたりはしない。そのクライマックスは、拷問を受け、ほと

んど立つこともできない様子の息子が仲間の名前を言ってしまいそうだと母に訴える場面にある。母自身も、兵士から息子

をうまく懐柔して仲間の名前を言わせれば即座に解放してやると言われているのだが、息子と対面した母は「強くありなさ

い、絶対に言ってはだめ」と言うのである。この場面あってこそ、アザドの母は「英雄の母」たりえたのであり、ただ米断ちをし、

冷たい床に寝てひたすら息子を待つだけではない殉教者の母というアイコンになりえたのだろう。 

 

「母もの」の持つ力 

 ベンガルは強力な母文化を持ち、「母もの」がとりわけ読者を惹きつけると言われている。有名なショットジット・ラエ

（サタジット・レイ）の「オプー三部作」のうち、二作目の「大河のうた」では、夫に先立たれ、息子と二人残された母が、コル

カタの大学に進学した息子をひたすら待つうちに亡くなってしまうシーンがしばしば話題に上る。あるいは、西ベンガルの女

性作家モハッシェタ・デビは世界的に高く評価されながら、それほど一般の読者に広く読まれるわけではないのだが、その

なかでやはり「母もの」である「千八十四番目の母」だけは広く受け入れられたという。ベンガルだけではない、日本でも

『母』のあらすじを聞いて「岸壁の母」を思い出す向きもあるかもしれない。息子を待つ母、あるいは息子に無償の愛を注ぐ

母のイメージは普遍的な力を持つ。 

 同時にこの小説の「母」はバングラデシュ独自の歴史における実在の人物でもある。あるレビュアーは、独立戦争を知

らないバングラデシュの若者にこの本を読ませたと語っている。バングラデシュ人にとっては忘れることのできない、あるい

は忘れるべきではない「母」の肖像がそこにはある。 

普遍的なアイコンとしての「母」、そしてバングラデシュ人だけが知る独立の重みを具現化する「母」がクロスするところに

この作品は存在する。 
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■２）会員寄稿： 『バングラデシュ船員のクラスターに思う』 

元 JOCS バングラデシュ派遣ワーカー 

鶯友会 牧病院 医師 

会員 宮川眞一 

 

［宮川眞一会員のプロフィール］ 

関西学院大学神学部在学中、アジア国際夏期学校を通じてバングラデシュを訪問。徳島大学医学部卒業後、福岡徳洲会

病院に勤務。2004 年より日本キリスト教医療協力会（JOCS）派遣医師としてバングラデシュにて医療活動。現在は牧病

院（愛媛）にて心療内科勤務。 

 

１．序章 

（１）2021 年 2 月末、愛媛県今治市で新型コロナ感染症のクラスターが発生。それは新造船を運用しに来たバングラデシ

ュ人船員のグループ 19 名と日本人通訳 2 名の内、約半数に及ぶものであった。 

私は、今治市の保健所に「バングラデシュの現地で NGO 活動経験があるので、なにかお手伝い出来ることがあれば、

ご連絡をください」と申し出た。 

すると直ぐに、愛媛県 COVID-19 の入院治療コーディネーターの H 医師から勤務先の病院に電話があった。彼は、

2020 年 3 月、当病院でのクラスター発生時にお世話になった方である。「宮川先生、ベンガル語しゃべれるの？ びっくり

したなぁ」と言う。即日私は、病院勤務外の時間帯を活用して、県の医療チームに参加することになった。 

（２）バングラデシュ人クルーたちは一箇所のホテルに収容されることになったが、症状が悪化している船長は COVID-19

拠点病院へ入院することとなった。 

「船長が入院を拒否して困っている。なんとかならないか？」 

現場に赴いて興奮状態にあった船長に、ベンガル語で話しかける。すると船長の態度が変わり、入院を受け入れてくれ

た。異国の地で、部下たちから 1 人のみ引き離され、ICU 隔離となれば、誰でも不安が先立つ。次いで文化の違いがあり、

これに自国のプライドが拍車をかける。しかし、思いがけず、日本人医師からベンガル語で話しかけられ、心が溶けることと

なったのかもしれない。 

（３）ほぼ 1日おきに収容先のホテルに出向き、船員たちを相手に電話で対応し、内科・精神科的ケアを行ったが、予想して

いた通りの問題が多発することとなった。 

「バングラブランドの薬が欲しい。飯がまずい、果物がほしい、お湯で色々ボイルしたい」。 

こうなると医療面接というより苦情処理係である。船舶会社から派遣された調整員と毎回顔を見合わせながら、県の職

員と対応に当たる。 

（４）同時に日バ協会の大橋さんに連絡を取り、在日バングラデシュ大使館、愛媛在住の JICA ボランティア（青年海外協

力隊）の OB・OG の方々より協力が得られないかと、お願いをした。大橋さんの動きは素早く、日バ協会からの金銭的サ

ポートもあり、また協力隊 OB の浜田淳司さんは、すぐにハラールに配慮したカレーを調達してくださった。 

「モジャパイセ（美味しかった）・・」 

さすが、食へのこだわりの強い人たち。代謝が高まったせいで（？） 微熱を生じたものが数名出たが、その日以来、スタッ

フへの要求・クレームは激減し、感謝の言葉に変わった。2 回ベンガルカレーを提供されて、よほど感激したのか、船長に至

っては「感謝状」まで提出してきた。 

こうしたエピソードを満載して、今治のバングラデシュ・クラスターは、国際問題にもならず、3 月 12 日に無事収束し、全

員の帰国が終了した。 

 

２．出会い 

（１）大橋さんとの出会いは、ダッカのシャプラニール事務所でのことだった。ちょうど大橋さんが事務所長を後任の吉田さ

んに交代する時期で、今ダッカでゲストハウスのドエルハウスを経営するハンナン氏も住み込みで働いていた。当時、私は

関西学院大学の神学部 3 回生で、現在同級生の多くはプロテスタント教会の牧師や教職についている。私は、キリスト教

の任意団体であるアジア国際夏期学校のプログラムに参加して、現地で夏休みの 1 ヶ月半を過ごしていた。 

アジア国際夏期学校に参加したのは、幼い頃に同郷出身の岩村昇医師（JOCS 元ネパール派遣ワーカー）の生き方に共

感し、何らかの形での海外協力活動に従事したいと思っていたからだ。 
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（２）その夏、村での識字教育プログラムや JICA 専門家が支援するクリニックの見学、現地 NGO（CHCP：当時の JOCS

の協力団体）の保健衛生プロジェクトの見学などを経験した。知識と現実とのギャップ、想像をはるかに超えた過酷な環境。

その中で伝わってくる当地国民のエネルギー。技術を持たない無力感＝なにもできない自分。 

毎晩、若造の私が、興奮して繰り出している言葉に、シャプラニールのお二人は真剣に向かい合って下さった。というより

「海外協力」や「開発」など、自身の勉強不足をボコボコにして頂いた。 

そのおかげで（？）純粋な青年は「海外医療援助のことを、きちんと理解できる医者になって、バングラに帰ってきてやる」

と再受験を心に決めたのでありました！ 

その後、怨念と執念の約 20年。念願かなって JOCSのバングラデシュ派遣ワーカーとなった赴任先に、最初に訪問して

下さったのも、実は大橋さんでありました。感謝しております。 

 

３．JOCS 派遣先での活動 

（１）チャンドラゴーナ・キリスト教病院 

JOCSの赴任先チャンドラゴーナ・キリスト教病院（Christian Hospital Chandraghona：以下CHC）は、首都ダッカに

次ぐ第２の都市チッタゴンから、車で１時間半ほど北東にある。 

百年前、バプテスト派のイギリス人宣教師が、ジャングルの中、要衝であるこの地に教会と共に CHC を開設した。以来、

地域の中核病院として看護学校・ハンセン病センターを併設し、現在に至っている。 

ここはバングラデシュの中でも様々な意味で特殊なところであり、チッタゴン丘陵地帯（Chittagong Hill Tract;以下 CHT）

と呼ばれる地域に隣接している。 

そこにはベンガル人のイスラム教徒とヒンズー教徒の他、少数民族の仏教徒とキリスト教徒が混在して住み、独自の文

化、言語、宗教を持っている。複雑な歴史・政治状況の中、紛争が絶えず、混乱が続き、当局と先住民族リーダーとの間の

1997 年の和平協定成立以降も、平和とは言いがたい状況が依然として続いている。そのため、CHT は、政府からの医療

政策が後回しとされ、医療過疎が厳しい地帯になっており、さらに悪いことには、熱帯病のマラリアの多発する地域でもあ

る。 

（２）CHC のプロジェクトの概要 

 CHC は、この CHT を含む 7 万人が住む４地区を対象として、海外 NGO から援助を受け、UNDP とも一部共同して、

プロジェクトを開始した。 

プロジェクトは、３つの活動からなっている。 

① 村在住のヘルスワーカー（Basic Medical Worker; BMW）のトレーニング実施と配置 

② 定期的な巡回医療チーム（モバイルチーム）の派遣 

③ 保健衛生教育・啓発を行う 

プロジェクトの目標は、地域のニーズに応え、病院を核にネットワークを結び、早期発見、早期治療のみならず、予防医学、

緊急医療をも実践、さらには将来、事業を行政に引き継げる日まで、地域に医療共同体が形成・維持されることである。 

 JOCS の派遣目的は、このプロジェクト立ち上げに参加し、病院の質も向上させていくというものであった。 

 

◆①村の在住のヘルスワーカー（Basic Medical Worker; 

BMW） 

病院で患者さんたちを診ていると、もっと早く適切な処置

が施されていれば助かったはずの方や、継続的に診なけれ

ばならない方に多く遭遇する。彼らは、病院まで来るのに 5～

6 時間、場合によっては、まる１日。近くに薬局もない僻地に

住み、まわりには適切なアドバイスを行える専門家もいない

のが普通である。統計から一例をとれば、病人が最初に行く

のは一番近い薬局。その薬局では処方箋なしで購入出来る。

しかしその薬局には資格をもった薬剤師はいない。 

 

☆CHC プロジェクト事例① 

ある日、トンチョンギャ族の少年が、脳性マラリアで意識不
家庭訪問する保健ワーカー 
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明の幼い弟を、まる１日かけて連れてきた。少年は自ら、弟が治れば、自分の人生を捧げ仏門に入ると私に誓った。弟は、病

院で一時的に意識を取り戻し、兄に笑顔を見せ話しもしたが、２日後帰らぬ人となった。治療が、もう２日早ければ救える命

だったのかもしれない。 

このプロジェクトでは、村に住んでいるお母さんたち（子育て経験がある）に保健師さんのような役目をしてもらっている。

生まれて以来地域を離れたことがないようなお母さんが２か月間の特訓を受け、村に居ながら、基礎統計調査（家族構成

や出生・死亡）の他、家庭訪問、啓発活動、医療相談、簡単なマラリア検査、薬の販売業務を担当している。 

村のお母さんたちが自宅で、マラリアの簡易検査（ＲＤＳ）（血糖測定器のようなものを使用）を行い、陽性の場合は薬を

出して経過をみるが、重症の場合は病院へ送る（トリアージ）。 

これができるようになったのが、プロジェクトの最大の成果でもあり目的でもあった。その結果、地域での熱帯熱マラリア

の重症化・死亡例は徐々にではあるが、減少をみている。また、彼女たちが、地域医療の要となりプライドを持って、小学校

の授業で衛生教育さえ担っている。 

 

◆②定期的な巡回医療チーム（モバイルチーム）の派遣 

「あの建物は何？」「ああ、あれは何年も前に作られたクリニ

ックさ、NGO が小さい子の健診なんかもやっていたよ。」「で

も、月に１回が、不定期になり、今じゃ建物だけさ」 

（「バングラデシュを知るための６０章」第２版 48 章 明石書

店 より） 

これは、巡回医療で訪問している山奥の村での会話であ

る。病院まで来るのが物理的・経済的に困難な人たちが住

む地域へ、医療の手を差し伸べる。それは、一見美しい話だ

が、多くの場合、援助無しでは、なかなか続けらないのが実

情である。また現場のニーズと環境にあったシステムを組ま

なければ、ごく一部の人たちが救われるだけになってしまう。

本来その役を担うべき政府は、CHC 周辺地域への援助を

後回しにしている。「持続可能な」医療の提供は、貧困問題

と強く関連して、一筋縄では扱いきれない。 

 

☆CHC プロジェクト事例② 

12 歳の少女が、細菌性の下痢をきっかけに、長期にわた

り重度の栄養失調に陥っていた。自宅を訪れ、少女を診断の

後、治療費の心配をする両親を説得し、緊急入院となった。

この日の巡回医療で自宅訪問していなければ、1 週間はも

たなかったであろう。 

地域住民参加型の出張クリニックを１~２週間に１回開設。

チームによる定期的な診療を 10 箇所で継続中である。モバ

イルチームは、医師１名、看護師（助産師）２名、検査技師２名、

薬剤師２名他 BMW（村のヘルスワーカー）で構成され、地

域に最低限の基材を持ち込んで診療している。 

重要なのは「行って、やってあげる」のではなく「一緒に取

り組もう」というコンセプトである。開設時には入念なアセス

メントを行い、村の有力者や宗教家を含め、事前協議を重ね、

診療場所の提供をはじめ、問題が生じた時も一緒に解決し

ていく姿勢を堅持している。ここでは医療チームよりも

Community facilitator (調整員)が手腕を発揮している。 

  

CHC の巡回医療 

劇を使った保健衛生教育 
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◆③保健衛生教育・啓発 

最も大切なのは「予防医学」や「プライマリーケア」の分野であり、病気にならないためには「何を知っておかねばならない

のか？」（教育）。もし、なってしまったら、「すぐに何をしないといけないのか？」（啓発）である。 

啓発活動は予防医学の要である。小学校の先生対象の講習会、村での啓発劇の実施、診療待ち時間を利用した患者教

育等を実施している。 

しかし、これら「自立」に向けた歩みはなんとも遅く、「貧困」は医療問題のみならず就労、環境、教育問題ともリンクしており、

『底無し沼』のようにも思える。加えて独立以来続いてきた「援助慣れ」が自立の意識を阻む。 

限られた医療環境の下で、毎日のように死んでいく患者さんを目の前にし、命の不平等、無力感も感じていた。それでも、こ

の地域では、待っていてはだめなのだ。出て行かなければ。そして家族や自らの自覚を生んでいかなければ。助かる命も助

からない。命は、待ってはくれない。 

 

４．結び 

（１）後発開発途上国でありながら、昨今の経済成長が目覚ましいバングラデシュで、病魔に対するのと共に繰り返されて

いる闘いがある。それは、やはり貧困との闘いである。 

都会ではＣＴやＭＲＩを常備した私立の医療検査センターが乱立し、高い検査費用を出し、「教授」と呼ばれる専門医から

治療が受けられる富裕層も多く出てきている。 

 

★CHC の目に映る貧困の現実 

ある日チャクマ族の 35 歳の青年が治療半ばで、CHC を去り村に帰っていった。血性の腹水の原因は、多分、肝臓がん

であろう。痛みもひどく食事もとれない。しかし、お金が続かない。亡くなってからでは村に連れて帰れない風習もある。限ら

れた治療の後、看取りを選択した家族の心中を、計り知ることは難い。 

栄養失調の子供の母親に栄養指導をしても、職もなく自給自足に近い生活の人たちに「それを買うお金はない」と言わ

れれば、どう答えればよいのか。医療の問題は、貧困や経済的自立の問題とより深く結び付き、独立して考えることはでき

ない。 

（２）貧困を含めたこのような過酷な環境の中、あきらめようとする

魂たちと共に、私たちは、どう闘っていけるのだろう。新型コロナウ

イルスとの闘いに、確固たる方向性が見いだせない現在、共に今

を生き延びるために何ができるのか。寄り添いながら生きるとは、

なんと難しいことであろうか。 

（３）それでも近年、ノーベル賞受賞者ユヌス氏の提唱するマイク

ロクレジットの他、「社会企業」「持続可能な開発のための教育

(ESD)」などは協働へのキーワードとなってきた。 

「持続可能な開発目標（SDGｓ）」が注目を浴びているのは、貧困

をはじめとする社会の諸問題を形骸化させたままにするのではな

く、これまでこの分野に関わりの薄かった企業や個人が、真剣に

目を向けてきているという意義があるのではなかろうか。 これから私

達が役立てていけるもの、希望の光の１つなのかもしれない。 

 

 

 

 

  

CHC 宮川眞一とスタッフ 
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■３）会員寄稿：『バングラデシュの障害女性の福祉(well-being)の向上を願って』 

上智大学アジア文化研究所客員所員 

会員 金澤真実 

 

私がバングラデシュの障害女性*と「出会った」のは、2005年から約1年間、修士論文の調査のためにマイメイシンの障

害者団体でインターンシップをおこなった時でした。それまでも障害者は見かけていたものの、障害女性たちと共に活動す

ることを通じて、様々な差別や貧困の中で生きる彼女たちの厳しい現実を具体的に知ったのはこの時が初めてでした。障

害女性は、どこにでも存在しているのに、まるでどこにも存在しないかのように不可視化されていることを知るにつれ、私自

身もこれまで障害女性を不可視化してきた一人であることに気づきました。このことが、障害女性の福祉をテーマに今に至

るまで研究を続ける動機となりました。そして、2021 年 3 月にこれまでの研究を「バングラデシュの障害女性の複合的困

難：ケイパビリティ・アプローチによる分析」と題する博士論文としてまとめることができました。この度、拙論の一端をみなさ

まにご紹介する貴重な機会をいただき、大変感謝しています。 

 

１．バングラデシュの障害女性の複合的困難 

障害女性は、障害者と女性という一般的には被差別集団とされている人々の中で埋没し、不可視化されてきました。障

害女性が日々の生活で経験する困難は、障害者差別やジェンダー差別に加え、障害男性の中にあるジェンダー差別や障

害をもたない女性の中にある障害者差別などによって、複合的で複雑なものとなっています。そのため、障害者支援とジェ

ンダー支援という別々の枠組みで実施されている既存の支援では、障害女性の福祉の向上は難しいように思われます。

拙論では、ケイパビリティ・アプローチ（CA）を用いてバングラデシュの障害女性の現状と複合的な困難を捉え、彼女たち

の福祉の向上につながる支援を考えようとしています。 

 

２．障害女性の定量的分析 

初めに、バングラデシュの平均的な障害女性像と彼女たちの現状を、政府統計局による「収入と支出に関する世帯調査

（HIES）」（2016 年）のミクロデータを用いて、婚姻、教育、社会保障プログラム、稼得（就業）、マイクロ・ファイナンス（MF：

低所得者や女性を対象とした融資などの金融サービス）の利用の５つの項目について定量的に明らかにしました。これら

の分析から、障害者全体では障害をもたない人に比べて、教育に対する不利益がとても大きく、加えて障害女性は障害を

もたない女性と比べて、婚姻、稼得、MF の利用で不利益を被っていました。特に、女性が経済的に自立することが一般的

ではないバングラデシュで、社会的にも身体的にも女性に「安全」を保障する結婚から障害女性が排除されていることは、

障害女性の生存に関わる重大な問題であり、未婚であることは地域社会からの排除にもつながっています。全体的には、

障害女性の困難は障害男性との比較よりも、障害をもたない女性との比較の中でより大きく表れることが分かりました。 

 

３．障害女性と障害をもたない女性との選択肢の幅（ケイパビリティ） 

続いて、障害女性の自助グループに参加する、ある意味ではエンパワーされた障害女性たちが、MF や職業訓練など生

活向上の手段を提供する障害をもたない女性主体の地域開発グループ（ショミティ）に参加することがほとんどない理由

を、ケイパビリティの視点から分析しました。『ケイパビリティ』は、ある人の実際には選択されない選択肢を含めた生き方

の幅、どんな生き方ができるかという自由を表します。重要なことは、その人が実際に選択したもの/ことだけではなく、選択

されなかった選択肢も含めるという点で、その人の選択集合の大きさを問題とすることです。 

ここでの問題に即していえば、障害女性が地域のショミティに参加する/しないを自由に（障害をもたない女性と同様に）

選択できる状況で「参加しない」ことと、何らかの理由で参加することが選択できない状況で「参加しない」こととは、「参加

しない」という結果は同じでも、その人の『ケイパビリティ』の大きさは異なります。障害女性に、障害をもたない一般的な女

性と同程度のケイパビリティを保障することは彼女たちの権利であり、障害女性が参加を選択できない「何らかの理由」を

取り除くことが社会に要請されます。 
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国際障害者デーに街頭でアピールをする障害者団体のメンバー 

 

 

４．ケイパビリティ広がりの道：ショミティへ参加する/しない自由の選択 

障害女性にショミティへの参加希望の有無を調査したところ、「希望なし」という女性が半数以上いました。その理由を

CAによって分析した結果、ショミティでは義務となる貯金をするための所得やMFを有効活用するための基礎教育、ショミ

ティへ参加するように誘ってくれる地域の友人知人など、障害女性が利用できる資源の不足が明らかになりました。同時に、

ショミティを組織する NGO 側の問題―それ自体は「良いこと」の表面的な理解や運用―も浮かんできました。具体的には、

既婚者のみ参加可能といった参加資格に関するルールや障害者への合理的配慮**なしに「障害者を特別扱いしない」と

いう対応、地域の人々の自己決定を尊重する「参加型開発」に障害者の参加がないことなどによって、結果的に障害女性

は地域のショミティに参加することを選択できない状況にあることが分かりました。これらの原因が改善されれば、障害女

性は、地域のショミティに参加する/しないを自由に選択することが可能になり、彼女たちの『ケイパビリティ』が広がると思

われます。 

 

拙論で、バングラデシュの障害女性の複合的困難をすべて解きほぐすことができたとは到底思えませんが、障害女性自

身が価値あると思う人生を生きる選択肢が保障され、地域の生活に参加し、障害をもたない女性と同じように泣き、笑い、

喜び、生きるための小さな一歩になることを願っています。 

 

（*）「障害」の漢字表記について、「害悪」など負のイメージがある「害」ではなく、仏教由来の「さわりや障害」を意味する

「碍」やひらがなで「がい」と表記されることも少なくない。これらの選択の背景には、障害を否定的な個人の属性ととらえる

障害理解があるといわれている。著者は、障害者自身が「害」であったり、「害」をもたらしたりする存在なのではなく、障害

者を受け入れない社会が「害」を作り出しているとする障害理解に立ち、「障害（者）」という表記を用いている。 

（**）合理的配慮は、国連障害者権利条約に規定された障害者の権利で、障害者に障害をもたない人と実質的な平等を

保障するために必要な配慮を行うこと。合理的配慮ができるのに行わない場合は、障害者差別とされる。例えば、聴覚障

害者が含まれるショミティで音声のみで情報を提供することなど。 

 

 

 

  

女性障害者グループの遠足 
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■４）理事連載： 『バングラデシュの独立に寄りそう（1971 年 8 月）： 米中接近と印ソ条約 

         －バングラデシュ独立・国交 50 周年記念シリーズ No.14－ 

理事 太田清和 

 

１．ニクソン・ショック 

ニクソンの訪中発表に世界がアッと驚いた！世界に衝撃を与えることが狙いであった。ニクソン・キッシンジャーの凄さは、

世界をショックで揺すぶり、意識を取戻してみると、異なった世界の眺望を見せたところにある。世界が二極から三極構造

に変わったと評された。 

 ニクソン・キッシンジャーは中国との戦略的関係の構築を目指した。国際社会の通念を覆すだけに、通常の外交ルート

では国務省、議会、メディアに潰されてしまう。そこで秘密ルート(back channel)で周恩来との直接対話を実現した。秘密

外交は、二人の個人的な性格とも絡んでいた。劇的に演出すればするほど、内外の意識を変え、政府、議会、マスメディア

からの異論も抑えることにつながる。戦後世界をほぼ一手に担ってきた負担を軽減し、米国の国益の維持と国際社会の安

定化を図ろうとした。 

対外戦略面では、ソ連を抑え東西関係を安定化し、ベトナム戦争の終結につなげる。国内政治面では、翌 72 年に現職大

統領として中ソ両国を初訪問し、大統領選挙戦の再選の追い風とする。ニクソン・キッシンジャーは、世界は超大国で動か

しているという意識が強く、各地域・各国の事情に目が向かないことが盲点となっていた。 

 

２．各国の対応 

 米中接近を受けて、どう対応するか、各国の外交の力量が問われた。 

（１）激震が国民政府を襲った。蒋介石は日米両国の説得に耳を貸さず、「一つの中国」の旗印の下、大陸反攻を唱え続け

た。10 月国連で国府追放のアルバニア決議案が可決されると、自ら国連を去り、安保理常任理事国の座を中国に明け渡

した。 

（２）南北ベトナムがハシゴを外された。北ベトナムは中国の裏切りを激しく非難し、ソ連に軍事支援を仰いだ。73 年 1 月に

パリ和平協定に合意し、米軍の撤退と再派兵がないと見届けると、南ベトナムを攻略、ベトナム戦争を終結させた。南ベト

ナムは見捨てられた。 

（３）ソ連の受けた衝撃は大きかった。ソ連は、東西関係の安定化（米ソ核軍縮交渉＋欧州の現状固定）に取組んでいた。ソ

連は、ニクソンの訪ソ願望の足許を見て、核軍縮交渉で遅延戦術を取った。米国は、米中接近でソ連に背後から揺さぶりを

かけた。爾後、核軍縮交渉は進捗をみせ、72 年 5 月ニクソン訪ソの際、米ソ間で核軍縮条約と ABM 条約が締結された。

欧州でも、71 年 8 月に米英仏ソ４ヶ国によるベルリン問題正常化の合意が得られ、東西欧州の和解が進んだ。ニクソン・

ショックは、ソ連より譲歩を引出し、東西関係を大きく前進させたとされている。 

（４）日本にとっては文字通り『頭越し外交』であった。佐藤政権は、69年と70年の日米首脳会談で、①沖縄返還、②日米

繊維、③対中政策での緊密協議を合意していただけに、③対中政策協議の約束が守られず傷ついた。『対米追随外交』

から『自主独立外交』を求める声が高まった。日本は、地理、歴史、文化、戦後の実務関係/人脈、最大の貿易相手国など

に鑑み、中国を文革の混乱から国際社会に迎え入れるにあたり、イニシャチブを取れる立場にあった。「日中関係をどうす

るか？」は、戦争の贖罪感もあり、戦後日本にとり大課題であった。ニクソン・ショックは、日中友好ブームの火に油を注い

だ。 

72年7月、国府への信義を重んじた佐藤政権を継いだ田中政権は、日米首脳会談で支援を得た後、一瀉千里、わずか

３ヶ月で日中国交正常化を実現した。また 73 年 1 月にパリでベトナム和平協定が締結されると、同 9 月、日本は北ベトナ

ムと国交を樹立した。その背景に政府と国民に、米国外交を見返したいという強い意識が働いた。キッシンジャーは、米国

が門をこじ開けると、日本が先にスタスタと入っていくことに苛立ち、許せないと考えた。 

 

３．パキスタンの対応 

（１）ヤヒアは、米中を橋渡しして内外で威信を高めた。しかし、代価であった武器は殆ど供与されず、皮肉なことにニクソン

訪中発表の 7 月 15 日、米国議会は東パ問題解決までは供与を停止する決議を圧倒的多数で可決した。 

ヤヒアは、8月5日、東パ危機白書を発表、武力弾圧を正当化し、９日にはムジブル秘密軍事裁判を開始すると発表した。

ガンジーは 24 ヶ国の首脳にメッセージを送付し、ヤヒアに影響力を行使するよう訴えた。 
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（２）14 日、森次官はフセイン大使を招致し、次の通り述べた。 

・ムジブル裁判はパの国内問題であるも、ムジブルの運命に関する内外の世論を注視してきたところ、判決次第ではパに

対して厳しいものとなると確信するに至った。 

・日本の憂慮が現実となれば、パの失うものは図りしれない。パの友人として、本件の推移に深刻な懸念を表明せざるを得

ない。 

（３）米国のロジャーズ国務長官はヒラリー大使に懸念を伝えた。20 日、ヤヒアはファーランド米大使に、「死刑判決が出て

も助命の請願があれば赦免する。自分は反逆者であっても処刑はしない。心配するな」と応えた。 

（４）ムジブルは、軍事法廷は処刑の許可証作りであるとて、弁護人を拒否し、一人孤独な法廷闘争を続けた。親交を温め

た竹中均一元総領事（1954～62 年ダッカ在勤）より届いた、ねぎらいと励ましの手紙は獄中のムジブルの心に染み入っ

た。 

 

４．インドの対応 

（１）インドの受けた衝撃は大きかった。米中パ 3 ヶ国が印の包囲網を形成するとなれば、まさに悪夢。しかしガンジーは、こ

のピンチをチャンスと捉えた。ガンジーには、秘密のカードがあった。印ソ条約である。 

69 年 3 月の中ソ国境衝突を受けて、グレチコ国防相が印に『印ソ条約』の締結を提案した。印ソ条約は軍事同盟では

ないが、中国を『共通の敵』とする認識の下、ソ連はもっぱら中国の抑止を狙い、印は宿敵パを念頭に置いた。 

条約交渉を推進したのは、ダール駐ソ大使、カウル外務次官（前駐ソ大使）、ハクサル首相首席補佐官。ガンジー側近に

よる秘密交渉であった。条約案文には政治、経済、文化など幅広い分野での全般的協力が書き込まれ、70 年に仮合意に

至った。 

ここで印内政に異変が起こった。69 年末に与党国民会議派が、首相派と長老派とに分裂し、ガンジーは少数与党とな

り、同条約を締結していく政治力を失った。印は総選挙までは締結出来ないとし、ソ連も了解。印ソ条約は据え置かれた。 

（２）71 年 3 月、ガンジーが総選挙で圧勝、東パで武力弾圧と、亜大陸情勢が動いた。4 月、ポドゴルヌイは亜大陸の安定

を望む立場から、ヤヒア宛親書で、武力弾圧の即時停止と政治的解決を求めたものの、ヤヒアが強く反発するので、ソ連も

関心を失っていった。 

ダールは、印ソ条約の締結時期を迎えたと考えたが、東パ問題担当のため帰朝することとなった。6月5日グレチコ国防

相への離任表敬で、印が東パ問題で中国の深刻な脅威下にあるとエサを投げた。グレチコがエサに食いついた。「中国が

印に軍事侵攻すれば、ソ連は座視しない。印ソ間に軍事協力を含む条約があれば、中国の侵攻へ抑止力になる」と続け

た。 

その直後、シン外相が訪ソ、印ソ条約交渉を再開することとなった。印は案文に第９条（軍事協力）を加えるよう提案し、

ソ連はこれに応じた。印としては、東パ軍事進攻に向けて、ソ連より武器など軍事支援への期待を込めたのである。 

（３）ガンジーは、対中脅威につき独自の認識を持っていた。4 月 12 日、周恩来はヤヒア宛てに「印がパ侵略を企てれば、

中国はパを支持する」との親書を送った。この周親書は「印パ戦争が起これば中国が軍事介入する」根拠として広く引用

されてきた。印は、同文は周親書の後段が公表されたものであり、実は前段に「東パ問題は、東パ人民の意思に基づき解

決されるべきである」との一文が存在し、前段の一文が中パ双方の公表テキストから削除されている事実をつかんだ。周

はヤヒアへのメッセージで「印が軍事的解決に乗り出す前に、パが政治的解決を図るように」と促していたのだった。中パ

間のやりとりを分析すると、中国がパの内政問題に関わりたくない本音が透けて見えてきた。印は、北東部の中国国境に

配置していた 6 師団のうち３師団を、密かに東パ国境に移動させた。 

（４）7月7日、ハクサルはキッシンジャーに「印パ戦争に中国が軍事介入した場合、米は印を助けてくれないのか？」と質し

た。キッシンジャーは回答を避けた。  

 7月17日、キッシンジャーよりジャー駐米大使に対し、「印パ戦争に中国が介入した場合にも、米国は印の助けに回るこ

とが出来ない」と伝えてきた。 

 このキッシンジャーの訪中後の発言の変化が、印ソ条約を締結する決定打となった。 

 ニクソン・ショックに印国内世論が沸騰した。プレスは「米中パ枢軸が形成」「印は国際的に孤立」と危機感を煽った。誰

しもソ連に抑止力を求める外はないと考える。 

 ガンジーは、米中は印パ戦争に介入しないと判断していた。印ソ条約を締結するチャンスである。非同盟からの逸脱を

憂う長老の声は萎えている。米中など海外からの猜疑心を危惧する声もかき消されてしまった。議会では圧倒的多数を確

保している。 
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（５）8 月 3 日にダールが訪ソして交渉。第 9 条は次の条文となった。 

「各締約国は、お互いに他方の国との間に武力紛争を行う第三国に対し、いかなる援助をも与えないことを約束する。 

 両国のうち、一方の国が攻撃され、あるいは攻撃の脅威を受けた場合、各締約国はこの脅威を除き、かつ両国の平和と

安全を確保するのに適切かつ有効な措置をとるため、直ちに相互に協議を開始する。」 

（イ）前段は、印がソ連の対パ武器供与を阻止したものである。 

（ロ）後段が最も重要な一文で、非同盟との関連と対外的意義が問われる箇所である。 

 印は、次のとおり非同盟と両立していると論じる。 

・第 9 条には「軍事」という用語が使用されていない。 

・東西何れかの軍事同盟に入る訳ではない。 

・ソ連との間で自立性を保っている。 

・非同盟といっても、軍事危機にさらされた場合、軍事協定を結ぶ権利まで排除されない。 

・アジア諸国との間でも同様な条約を結ぶ用意があり、その雛形となる。 

（ハ）ソ連は、①印ソ条約を、東パ問題との関連づけない、②パとの戦争の方途ではないとの立場を維持した。グロムイコ・

ガンジー会談でも、その立場を堅持し、流血は好まないとして印に自制を求めた。条文はまとまったが、運用については意

見が分かれたままであった。 

（ニ）９日、印ソ条約が締結された。僅少の側近が秘密裏に進めたの

で、電撃的な発表となった。印国内外の誰もが、米中接近に対抗す

る印ソ軍事同盟であると受止めた。１０日に印議会で圧倒的多数で

承認、１１日ギリ大統領が批准を了した。 

 

５．印より条約締結の申入れと日本の対応 

（１）8 月 6 日、カウル次官が宇山大使に、シン外相の 8 月末訪日を

申入れた。９日の印ソ条約調印後の 10 日、宇山大使に印ソ条約と

同様の条約を日本と締結したいと申入れた。印が本気で申入れた

のは、日本とインドネシアの２ヶ国。 

12 日、シン外相はジャカルタでの外相会談で東パ問題と印ソ条

約を取上げた。非同盟諸国と一緒に、東パ問題で対パ働きかけを提案したが、パより内政問題であると断られた。また印ソ

条約は非同盟を逸脱していないととうとうと論じ、インドネシア側を辟易させた。 

印は、タイ、マレーシア、シンガポールなどには声をかけたが、これら諸国は、印ソが東南アジア地域に影響力を及ぼすこ

とに警戒心を抱いた。 

（２）12 日、法眼外務審議官はコエリョ印大使に対し、「印ソ条約には、対象となる国からの反応への不安、また非同盟と両

立しているかとの疑問を覚える」とコメントした。 

福田外相は、両陛下ご訪欧を控え胆嚢摘出手術で長期入院が続き、シン外相の訪日がかなわなかった。28 日、宇山大

使よりシン外相に、右事情を説明しつつ、東パ問題、印ソ条約、中国、東南アジア諸国の反応、国連の動きなど、幅広く率直

な意見交換を行った。印は、東パ問題に囚われ、印ソ条約と非同盟につき独善的な解釈に陥り、視野が狭くなっていた。そ

こで、これでは国際的に通用しないと、印の見方を広げるようと努めたのである。 

 

  

印ソ条約調印式（1971 年 8 月 9 日） 
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■5）イベント、講演会の案内 

 

〇書籍 『バングラデシュ IT 人材がもたらす日本の地方創生 

 協力隊から産官学連携へと繋がった新しい国際協力の形』 

 https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-08-EK-1028155 

  

 価格 ¥1,100 

 著者名：狩野剛 

 ISBN：9784910089133  

 

内容説明 

南アジアに位置し、1 億 6,000 万人の人口を抱えるバングラデシュ。「デジタル・バングラデシュ」を政策目標の一つとして

掲げ、IT産業開発・IT人材育成に力を入れている。一方、IT人材不足と高付加価値産業の育成に悩む日本の地方都市。

本書は、バングラデシュ・日本を舞台にして、青年海外協力隊が始めたムーブメントから受け継がれてきた、バングラデシュ

の IT 国家資格導入、IT 人材・産業育成と、日本の IT 人材不足の解消という「地方創生」に同時に貢献する、産官学を巻

き込んだ現在進行形のバトンリレー。その軌跡を知る著者が、当時の関係者と共に振り返る。 

 

 

 

■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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