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■1）巻頭言：『バングラデシュの「摘み菜文化」－スベリヒユ（Baita Shak）を食べよう―』 

京都大学東南アジア研究所連携教授 

会員 安藤和雄  

 

朝市でのスベリヒユの販売 

スベリヒユ（写真 1）を雑草と言い当てる読者はかなりの植物愛好家か、家庭菜園や畑で野菜を栽培されている方だろ

う。私が住む名古屋では6月に入りそれまで草もあまり生えてこなかった畑の畝に、スベリヒユが次々と現れます。昨年3月

に定年退職し実家の田畑で稲と野菜を栽培する都市農家の

生活が始まり、バングラデシュの定期市であるハットと同様、

月の七の日（7〃17、27）には農協の朝市で野菜を販売してい

ます。朝市は午前 6 時から 8 時に農協の敷地内の一角で開

催され、終了後には、91 歳の母を軽トラックの助手席に乗せ、

母がこれまでリヤカーで野菜を引き売りしてきたお得意さん

相手に、訪問販売しています。朝市や訪問販売でスベリヒユ

を昨年同様 2021年も 6月 17日から売っています。12号の

ビニール袋に 300g、たっぷりとスベリヒユが入った一袋が

100円です（写真2）。味に癖があるということと、草（雑草）とい写真 1 スベリヒユ（栽培されている 2020 年 8 月 16 日） 
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うイメージが強いので、なかなか購入してもらえませんが、リピーターも何人かでてきています。私はスベリヒユを「新しい野

菜」として定着させたいと考えています。2015 年に都市農業振興基本法が施行され、日本政府も都市農家、都市農業の

役割を再評価しています。都市住民が農業や農的暮らしの驚き、新鮮さ、多様性を実感することを通して、農業が今も重要

な生業の一つである日本の過疎地域や、農村人口が多数である発展途上国に関心を抱いてもらいたいのです。雑草のス

ベリヒユを野菜として販売する。これほどインパクトのある話はそうそうありません。この発想はバングラデシュの「摘み菜

文化」から得ました。 

 

摘み菜（シャーク Shak）文化 

子供や女性たちが乾季にキャベツ、カリフラワーなどが植わっている野菜畑、道

路の堤、灌漑用水路に生えた雑草をせっせと摘んでいるタンガイル県ドッキンチャ

ムリア村の日常の風景が思い出されます。長期派遣専門家として参加した JICA

の農業々農村開発研究協力プロジェクト（1986 年 5 月から 1990 年 7 月）で、私

はダッカではプロジェクトの事務調整全般を行い、その合間をぬって時間の許す

限りこの村に宿泊、日帰りで調査に出かけていました。雑草摘みは乾季だけでは

なく雨季にもよく行われていました。屋敷地などでは Bhul khul shak（ホナガイヌ

ビユ）、Denkhi shak（イノモトソウ属の一種）、Gima shak（ザクロソウ科グリナス

属の一種）、Karkon shak（ミツデハンゲ）、この他に、田畑では雨季の Kolmi 

shak（ヨウサイ）、年間を通じて摘まれる Henchi shak(和名、学名不詳)、そして、スベリヒユもこの村でもよく食材として

利用されています。村の友人の話ではスベリヒユは大変好まれているそうです。スベリヒユは乾季（冬）の畑雑草で、Baita 

shak と呼ばれています。葉物野菜にもシャークという名前がついています。例えばアマランサスはラールシャーク、アオビ

ユはダタシャークと呼ばれます。若い茎葉や葉を食べることができる雑草や野菜はベンガル語では OO シャーク（Saka と

も表記されます。ただしａは弱く発音されます）なのです。スベリヒユの料理方法は、摘んできたら水洗いをして、鍋に油をひ

いて、タマネギ、ニンニク、アオトウガラシと一緒にいためて、蓋をして炒めたときにでる汁で蒸し煮して出来上がりです。こ

の調理法が、野菜、雑草を問わず村でのシャーク料理の一般的な方法です。村に滞在中、私はシャーク料理が楽しみでし

た。氾濫原に立地するドッキンチャムリア村では、雨季には湛水を利用した水田で稲やジュートの栽培が、乾季には水がす

っかりひいて畑状態となった水田でナタネの栽培が盛んです。ジュートやナタネの若葉、家庭菜園的に栽培されるサトイモ

の葉、ユウガオのシュート（若い茎葉）もシャークとして好んで食べられています。 

カレーがバングラデシュの主な料理であることには違いないのですが、シャーク料理もなくてはならない一品なのです。

シャークはサンスクリット語源をもつ言葉のようです。英語―サンスクリット辞典によれば Vegetable の説明で、Edible 

Plant として補足されて Shaka(シャーカ)、もしくは Shada（シャダ）と説明されています。ただし語末の a はサンスクリット

ではベンガル語同様弱く発音されます。恐らくサンスクリットでもシャークのように聞こえたのではないかと思います。古く

から食べられる野草（雑草）をシャークといい、摘んで食べていたのではないかと私は考え、シャークを「摘み菜」と表現して

みました。ネットで検索すれば明らかなように、雑草の「摘み菜」利用はバングラデシュでは現在でも日常の食卓を支える

食文化なのです。 

 

スベリヒユを食べてみませんか 

スベリヒユ（学名 Portulaca oleracea）は 1 年草、日本では生育期間 3～10 月、畑地、樹園地、桑園の夏草の代表的

な強害草。種子繁殖します。強害草のイメージが強いためか販売していても、「これって畑や道端に生えている草でしょう。

食べられるの？食べるの？」とよくお客さんに尋ねられます。学名が示しているように、ベランダ、花壇などに植わっているポ

ーチュラカと同種の植物です。ポーチュラカの花は 3 ㎝くらいで、赤、ピンク、紫、黄色などとりどりですが、強害雑草のス

ベリヒユは 0.5 ㎝前後の小粒の黄色い花をつけます（写真１）。ポーチュラカはハナスベリヒユまたは花ポーチュラカともい

い花を楽しみます。ポーチュラカを知っているお客さんは「これ見たことがある」と反応します。しかし、皆さん、スベリヒユや

写真 2 スベリヒユの朝市での販売 

（2021 年 6 月 17 日） 
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写真 3 栽培しているスベリヒユ（左端の畝）（2021 年 8 月 16 日） 

ポーチュラカが世界では野菜であり、摘み菜で食する「雑草」であることに意外な顔をされます。私は、こうした誤解をとくた

めに朝市で宣伝チラシを配布しています。テレビやインターネットでも紹介されているようにスベリヒユは抗酸化物質やオ

メガ３脂肪酸を多く含んだ話題の雑草で、山形や

沖縄では食文化として定着していることや、アジ

アやヨーロッパ諸国では野菜の他に薬草として

利用されていること、そして何よりもお客さんの雑

草というバイアスを払拭するために、スベリヒユを

野菜として栽培している写真を載せています（写

真 3）。スベリヒユは、現在でこそ強害草ですが、

日本でも古代から食材であったことが知られてい

ます。『日本の野菜文化史事典』には、スベリヒユ

は万葉集にも掲載されている古典野菜で、平安

時代には山菜利用の記録が残されていること、江

戸時代には栽培されていたことが紹介されていま

す。日本では「摘み菜文化」としてスベリヒユは消えつつありますが、バングラデシュでは今も現役です。バングラデシュの

文化的豊かさの一つは「摘み菜文化」が食文化を支えていることなのです。日本では趣味の領域に押し込められてしまい

ましたが、雑草の食材利用である「摘み菜文化」は、在地の知恵がいかんなく発揮された生きる工夫です。雑草の「摘み菜

文化」は、世界、アジア諸国、各地域で、農のある豊かな暮らしを共時的に発展させてきたことでしょう。スベリヒユを食べて、

人が自然に抱かれ共時的発展をしてきた農業、農村の驚きと新鮮さを実感してください。私のおすすめ調理方法は、一度

しっかりと茹でてシュウ酸を抜き、ちくわを入れた酢味噌和え、味噌汁の具、納豆にいれて食べることです。バングラデシュ

のシャーク料理も絶品だと思います。 

 

 

 

■２）外部寄稿：『バングラデシュのガロ母系社会』 

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 

ジュニア・フェロー 

上澤伸子 

 

わたしは 2004 年から、バングラデシュの少数民族ガロの女性たちと「リグリマ」（ガロ

語で団結、共働の意味）という相互扶助グループを共同運営しています。彼女たちの生

活世界を理解するために 2005 年から研究を始め、昨年、東京外国語大学で本テーマ

のもと博士学位を取得しました。 

 

1.母系制に対する誤解 

バングラデシュの中北部国境地帯とモドゥプール森林地帯に、ガロと呼ばれる少数民

族が約 8～10 万人暮らしています（図 1）。かれらはチベット々ビルマ語派ボド語群に属

するガロ語と、ベンガル語を使用しています。総人口に占めるムスリム々ベンガル人の割

合が 9 割以上であるバングラデシュにおいて、クリスチャンである少数民族ガロの人び

とは、民族的にも宗教的にも少数派といえます。 

ガロの人びとの一大イベントはクリスマスです。12 月後半になると、都市へ出稼ぎに

行った人たちが帰省するので、ガロの村人はクリスマス行事だけでなく、結婚式をいくつ

も執り行い、豚肉と米粉入りのガロ々カレーを作って祝います。 

 

 
図 1 中北部のガロ集住地域 
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また、ガロの人びとは南アジアでも数少ない母系社会を形成しています。ガロ社会では、一般的に結婚すると夫が妻の

実家に入り、子どもが母の姓を継ぎ、娘が母の資産を継承します。実際わたしが調査したマイメンシン県の村でも、妻方居

住が 6.5割、母姓を継ぐ子が 9割、土地を相続する娘が 7.5割います。そう聞くと、さぞかし女性が家庭やコミュニティで力

をもっているだろうと思ってしまいます。バングラデシュという国自体は父系社会ですので、奇異に感じられるかもれません。

しかし、母系社会は、父系社会をひっくり返したような社会とはちがいます。また、一口に母系社会と言っても、じつはさまざ

まな形があることもわかってきました。ここでは、ガロの母系社会で女性が力をもつ場面ともたない場面があること、時代を

経て変化していることについてお話しします。 

母系制は基本的に、女性のみを介して祖先とつながるシステムです。人類学者マードックが世界の563民族を調べた結

果、母系制をとる民族は 84 であったと述べています。分布地域は、アフリカ、北米々南米、オセアニア、東南アジア、インドと、

広範にわたっています。バングラデシュでは、おそらくガロを含めても 2～3 民族のみでしょう。 

母系制に関する誤解の中でもっとも多いのは、「母権制」との混同です。じつはほとんどの母系社会では、女性ではなく

男性が政治的々社会的主導権をにぎっているのです。その意味では、「母権制」は存在しないといわれています。 

 

2.ガロ母系社会の変容 

ガロの母系社会でも、村長や祭司（かつてはソンサレックと呼ばれる土着信仰を守っていました）、母系親族集団のリー

ダーなど、重要なポストは男性に占められていました。19 世紀末に家父長的なキリスト教が入ってきたときには、土着信仰

を受け継いできた人びとからの抵抗がありました。しかし、いったんキリスト教が受容されると、ガロ社会ではもともと祭司が

男性だったので、土着信仰の男性祭司からキリスト教の男性牧師への移行もすんなり受け入れられました。現在ではガロ

の人びとの 9 割以上がクリスチャンです。近年になって、とくにプロテス

タント教会に属するガロ女性たちが、教会の家父長的な側面に異議を

唱え、その結果、女性の牧師が誕生しています。 

社会的な面では、たとえば不倫問題が起きたときには、母系親族集

団の母方おじ（母の兄弟）が当事者双方の親族を招集し、親族会議を

開きます。そこでは女性も男性も自由に意見を述べることができますが、

最終的な判断を下す権限をもつのは母方おじです。また母系的特徴が

顕著に表れる土地相続においても、問題が起きたときには、おじに加え、

村長が関わってきます。このように今も昔も母系社会では母方おじが重

要な役割を果たしています。ただ現在では、これらの問題がより大ごと

に発展したときには、コミュニティ内で解決を図るよりも、地域の司法機

関に訴え出るケースが多くなっています。このように、ガロの母系社会も

時代の流れとともに変化しているのです。 

 

3.家庭内での力関係 

 生活の面ではどうでしょうか。ムスリムのベンガル人女性が社会規範によって行動の制約を受けることがあるのに比

べると、ガロの女性たちはいくらか行動の自由度が高いといえます。村に住む女性たちは田んぼで田植えや稲刈りをし、夫

の同行なしで市場へ買い物に行き、ダッカまで遠出をしたりします。ところが、家庭のなかでは、少し様子がちがうようです。

ガロの女性に、夫婦どちらが決定権をもつかと質問すると、たいていの女性は、夫婦 2 人で話し合うが最終的な決定権は

夫にあると答えます。 

ひとりのガロ女性がこんな話をしてくれました。その女性は診療所で働くかたわら、所有する農地を耕し、自宅の敷地内

に雑貨店を開いています。夫は遠方の NGO に単身赴任で働いていて、一週間に一度家に帰ってきても、一日中寝てばか

りで、3 人の子どもの世話をしてくれません。おまけに、たいした理由もないのに妻を殴るのだそうです。わたしはどこか身近

な話を聞いているような錯覚を覚えました。  

ガロの家庭でも、不倫や離婚、けんか、DVなど、日本と同様の問題が起きていますが、少なくとも女の赤ちゃんは男の赤

ちゃんと同じように温かく迎えられています。父系社会が主流を占めるインドやバングラデシュにおいて、女児の誕生が時

として歓迎されない場合があることを考えると、ガロ社会では、すべての女児が生まれたときから喜びをもって迎えられてい

ること、そして女性に土地所有権があることは、ガロ女性の人生に何らかのポジティブな影響を与えていることはまちがい

ないでしょう。 

 

 
写真 1 中北部国境地域に住むガロ女性たち 



日本バングラデシュ協会       メール・マガジン 8７号（202１年７月号） 

5 

 

 

■３）会理事寄稿：『バングラデシュ随想： 1999～2002』 

開発コンサルタント（株）パデコ技術部長 

元国際協力銀行ダッカ首席駐在員 

理事 大西靖典 

 

私がバングラデシュと本格的な関わりを持ったのは、1999 年 10 月のことでした。同月、私が勤めていた海外経済協力

基金（OECF）と日本輸出入銀行とが統合し、国際協力銀行（旧 JBIC）が発足しました。発足直後、私は、旧 JBIC のダッ

カ駐在員事務所の初代首席駐在員として赴任しました。事務所の職員は、運転手やメッセンジャーを入れてもたった 9 名

でした。旧 JBIC は、円借款も所掌していましたが、円借款は、その後国際協力機構（JICA）に移管され、私も旧 JBICから

JICA に移籍となりました。 

私のバングラデシュ在勤は、1999 年 10 月より 2002 年 8 月までの 2 年 10 ヶ月。20 年も前のことですので、正確さ

には欠けるかもしれません。とはいえ、20年も前のことですが、当時の記憶が次々と思い出されてきますので、つらつらと綴

らせて頂くこととします。 

 

１〄当時のバングラデシュ 

当時バングラデシュは世界最大の貧困国とされ、財務大臣も「貧しいから援助してくれ」と率直に言う国でした i。一人当

たり GDP は 418 ドル（当時の日本 38,532 ドル）、貧困率 48%、電化率 32％、5 歳未満児死亡率 86.5 人/1,000 人。 

円借款にて支援したジャムナ橋は完成していましたが、ダッカからの道路整備が遅れ、橋東岸まで 3 時間以上かかるこ

とがざらでした。国家経済は輸出の 7 割を占める縫製産業が支えていましたが、多国間繊維取り決め撤廃を控え、縫製産

業の将来が危ぶまれ、戦々恐々としていました ii。若者の人気就職先は政府か NGO。まだまだ民間部門が育っていない状

況の中、新たな産業の育成が課題となっていました。 

在留邦人は協力隊を含めても300人台、日本政府/援助関係者が半数以上を占めました。日本商工会は20社と少し。

（協力隊を除き）日本人は皆、数か月に一度のバンコクもしくはシンガポール脱出を、バングラデシュに戻り次第直ちに次

の脱出までの日数カウントを開始しました。 

 

２〄洪水とたくましいバングラデシュ人 

幸いにも任期中に大洪水には遭遇しませんでしたが、最初に驚いたのは「池」の水面からニョキッと出る木々。田んぼが

水につかって「池」のようになり、木々も根っこからではなく、幹の途中から見えているだけだったと分かるまでには、少し時

間を要しました。しばらくして機上の人となる機会が訪れ、機中から眺めてみれば国土全体が「水浸し」、「びしょびしょ」な

のを目の当たりにし、ようやくバングラデシュでは洪水というものは何なのか、その本質を知りました。 

そういえば、当時日本で報じられたバングラデシュのニュースは、洪水やサイクロンによる災害と定員を遙かに上回る乗

客を乗せた船の沈没だけでした。 

それでも自動車が洪水に遭ってもエンストしないよう、マフラーの排気口を上に向けるたくましいバングラデシュ人。

1998 年の大洪水時には、リキシャワーラーが船頭に早変わりしたと聞きます。また同年のコメ生産量は洪水被害があった

にもかかわらず豊作だったと。水の恵みもさることながら、水と上手に共生するたくましいバングラデシュ人。 

 

３〄ダッカでの生活 

ダッカでもしょっちゅう計画停電や突然の停電がありました。水も施設のトラブルから時に不足し、やってはいけないので

すが、各家庭が小さなポンプを設置し、水の取り合いになったこともありました。固定電話もイードの前になると不通になり、

電話公社の地区担当技術者に々々々を渡して初めて復旧しました。 

多くの邦人家庭が冷凍庫を持ち、バンコクやシンガポールで買い出した肉や魚などだけでなく、期間限定のラッシャヒ々

マンゴーやライチも 1 年分買い溜めて保存し、少しずつ食べていました（ラッシャヒ々マンゴーは世界一と確信しています）。 

ダッカで外国人が行けるレストランも増え始めていました。インド料理のみならず、中華、韓国、タイ、イタリア、トルコも…。

名前を忘れてしまいましたが、グルシャン々サークル ２ のそばに、ダッカの「アンナミラーズ」と邦人社会が呼んでいた女性

ウェイトレスのいるイタリア々レストランにも何度かお世話になりました。新規開店した「ムーベンピック」には、おいしいアイス

クリームを買いにバングラデシュの若者たちと一緒に並びました。 

20 年前、バングラデシュは既に食糧自給を達成済でした。年間コメ生産量 2,400 万トン。ちょうど日本を人口で追い越
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した頃でしたが、日本の生産量 7～800万トンの 3倍で自給！ おかずがまだ行き届かないので仕方ない面がありましたが、

バングラデシュの人々は本当にお米が好きでしたね！ 

 

４〄バングラデシュの経済成長 

今の成長に驚くばかりで、最近はバングラデシュがどうなっているのか、ぜひ知りたいところです。20 年前は飛躍に向け、

ちょうど力をためている時期だったのかもしれません。 

2018 年に後発開発途上国（LDC）の卒業基準を達成したバングラデシュ。一人当たり GDP は約 2,000 ドルに達し、

コロナ禍があっても高度経済成長も継続。今や新興国の一つにも数えられることがあるバングラデシュ。貧困率 24%、電

化率はなんと 92％、5 歳未満児死亡率 30.8 人／1,000 人と大きく改善しています。 

一方、国家経済を支えてきた縫製産業は、労働賃金の上昇と国際競争の激化という状況の下、高付加価値化による競

争力強化が必要となる一方、産業の多角化が以前より増して課題となってきています。そのためには投資環境の改善が不

可欠。世界銀行「Doing Business Report」（ビジネス環境報告書）での順位が 190 か国中 168 位（2020 年）というの

は低すぎますね。 

 

微力ながら、バングラデシュと日本の双方がWin-Winとなるよう理事職を務めたいと思いますので、よろしく願い申し上

げます。 

 
i ちなみに、今やアフリカの貧しい国々でも「援助より投資をくれ」と言います。 
ii 山形辰史先生（日バ協会元理事）の予言通り杞憂に終わり、バングラデシュは勝ち組に。 

 

 

 

■４）理事寄稿：『コロナ禍の教育と児童労働』 

立教大学准教授 

理事 日下部尚徳 

 

１〄コロナ禍と教育への影響 

2021 年 6 月 28 日、朝 9 時までの 24 時間における新型コロナウイルス新規陽性者数は 8,364 人となり、これまでの

最大値である 4 月 7 日の 7,626 人を上回った。ダッカに拠点を置く研究機関 ICDDR.B¹が 5 月 25 日から 6 月 7 日に

かけて実施した調査によると、ダッカでの新規陽性患者の実に 68％からデルタ株が検出された。デルタ株は隣国インドに

おける爆発的な感染拡大の主要因と考えられていることから、政府は危機感を強めている。 

バングラデシュにおける感染拡大はもともと脆弱な医療体制をさらに圧迫し、好調な経済に大打撃を与えるだけでなく、

中長期的にはその影響が次世代を担う若年層にも波及する。とりわけ深刻なのは、教育格差の拡大および公教育からの

ドロップアウトだ。バングラデシュでは 2020 年 3 月 17 日以降、すべての教育機関が閉鎖されており、3,600 万人以上の

生徒が学校に通えていない。 

 

２〄教育格差の拡大〆オンライン教育へのアクセスと退学の危機 

教育省（MoE）と初等々大衆教育省（MoPME）は新型コロナウイルス流行初期の 2020 年 3 月から、国営放送

Sangsad TV による教育プログラムや、オンライン教育のためのプラットフォーム「konnect」を活用した遠隔教育を推進し、

教育機関閉鎖中の子どもたちの学習機会の確保に努めてきた。しかし、こうしたオンラインツールには必ずしも全世帯がア

クセスできるわけではない。中には教育への投資を諦める家庭も見受けられ、これにより子どもが児童労働に従事せざるを

得ない状況が生まれている。 

世界銀行が、奨学金対象の中期中等教育の生徒（9 年生）2,000 人以上を対象に行った調査によると、テレビによる代

替学習プログラムの存在を認知している生徒の割合は 86％に上るものの、実際にプログラムを利用している生徒はそのう

ちの約半数にとどまるという実態が明らかになった。オンライン授業にいたっては、そもそもインターネットにアクセスできる

環境にある生徒はわずか21％で、実際にオンライン授業を使用しているのはそのうちの2％にすぎない、という結果がでて

いる（World Bank 2021）。インターネットは使用量に比例して通信料が高くなることから、貧困層を中心に利用を躊躇し

てしまう人が少なくない。 
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同じく世界銀行が 2020年6月に実施した調査では、教育機関の閉鎖により、教育に費やす時間が少なくなったと報告

している家庭が約半数に上った。また 94％の世帯において、子どもが家事や育児に従事する時間が増えたという。さらに

は母親の 25％が、教育機関が再開しても子どもが学校に戻らないことを懸念していることが明らかになった（World 

Bank 2020）。これは 1 年前に実施された調査であることから、現状はより深刻であることが予想される。経済分析を専門

とする民間の研究機関「南アジア経済モデリングネットワーク（SANEM）」が昨年10月に開催したウェブセミナーでは、教

育機関の閉鎖による影響として、全学生の 30％（約 1,000 万人）が退学の危機に直面するという試算が公表された。 

 

３〄児童労働 

6 月 10 日に ILO と UNICEF が公開した報告書によると、2020 年初頭における世界の児童労働者数は、4 年前から

840万人の増加をみせ、実に1億6,000万人に達した。この値は新型コロナウイルスが世界的に流行する前のものであり、

同報告書は続けて、2022 年末までに新たに 890 万人が児童労働に従事せざるを得なくなると指摘する。そのうち半数に

あたる 490 万人が 5～11 歳の子どもであると予測されている（ILO & UNICEF 2021）。 

当然のことながら、バングラデシュにも児童労働を規制する法律がある。しかし、インフォーマルセクターが多業種に広が

るため、実際には把握されないままに、多くの子どもが児童労働に従事しているという厳然たる事実がある。そのため、コロ

ナ禍での貧困悪化や教育の中断は、バングラデシュにおいては働く子どもの増加に直接つながってしまう。 

特に女子児童労働は、統計に表れにくく注意が必要である。彼女たちは、他人の家での家事使用人労働や隠された性

産業など、人目につかないところで働いていることが多い。筆者が ILO ダッカ事務所にインタビュー調査を実施したところ、

コロナによる貧困の悪化と教育からのドロップアウトに加え、女性の社会進出に伴い増加する家事労働のニーズから、児

童労働従事者にあたる女の子の家事使用人は増加しているという。 

 

４〄日系企業へのメッセージ  

最後にこのような困難な状況下であっても経済活動を継続されている日系企業の方々に敬意を表したい。日系企業の

たゆまぬ努力によって、これまでも、そしてコロナ禍においても多くの人びとの生活が支えられている。しかし、それでも前述

のようにコロナ禍における児童労働の増加は防ぎようのないものとなりつつある。 

日系企業が児童労働を放置しているとは考えられないが、下請けや調達先、納入先などサプライチェーン上における児

童労働は見過ごされやすい。現地で雇った社員が自宅で 10 歳の女の子を使用人として雇っている可能性もある。こうし

た問題は一義的には現地の不十分な法整備や社会経済環境によるものが大きいが、当地で活動する日系企業も知らな

かったではすまされない時代になってきた。 

2011 年に国連人権理事会で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」は、法的拘束力はないものの、グローバ

ルなサプライチェーンも含め、すべてのプロセスで児童労働や強制労働などの人権侵害が起きないよう対処する責任があ

ると明記している。日本政府もこれにならい2020年10月に「ビジネスと人権に関する行動計画（2020-2025）」を策定し

ている。 

これに加え、人権に関する目標を多く掲げる SDGsへの注目の高さから、こうした問題への対応状況を示す非財務指標

への社会的関心も、これまでにないほど高まりを見せている。企業の人権侵害リスクの把握から予防策の施行までのプロ

セスを示した「人権デュー々デリジェンス」は英国や米国、EU など多くの国や地域で法制度の中に組み込まれているおり、

SDGs にも反映されている。知らなかったではすまされないサプライチェーン上での児童労働を防ぐためにも、こうした先

行事例から学ぶと同時に児童労働問題に長く関わる NGO などとバングラデシュ進出企業との連携を模索していく必要

があるだろう。  

 

注¹ 以前はバングラデシュ国際下痢研究センターの略称として使用されていたが、現在は略称が正式名称となっている。 
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■５）理事連載：『バングラデシュの独立に寄りそう（1971 年７月）：  

キッシンジャーの電撃訪中とインド亜大陸』 

－バングラデシュ独立・国交 50 周年記念シリーズ No.13－ 

理事 太田清和 

 

１〄ベトナム戦争からの脱却 

（１）ベトナム戦争が泥沼化し、米国の市民の心が揺らぎ、社会が混沌とする状況下、ニクソンは、『法と秩序の回復』と

『名誉ある撤退』を公約として選挙戦に勝利し、大統領に就任した。ニクソン政権にとり、ベトナム戦争からの脱却は、最

優先の政策課題だった。 

ニクソンは、米軍のベトナムから一方的かつ段階的な撤退を進め、就任当初に 54 万人に上っていた米軍の規模を、

71年7月には半減させた。同時に『ベトナム化政策』に取組み、南ベトナム軍へのテコ入れを図り、軍事的な自立を促し

た。その第１段階は、南ベトナム軍に地上戦を肩代わりさせ、米軍は輸送と航空支援を行うという『役割分担』であった。 

（２）北ベトナムからラオス、カンボジアを経て南ベトナム解放民族戦線へとホーチミン々ルートが伸び、補給が行われてい

た。70 年 5～6 月、米軍/南ベトナム軍は、カンボジア進攻作戦でホーチミン々ルートの遮断を図ろうとしたが、はかばか

しい成果が得られなかった。そこで改めて、米軍と南ベトナム軍は『役割分担』の下、ホーチミン々ルートの遮断を図るべ

く、71年 1月よりラオス進攻作戦を行った。ラオス作戦が山場を迎えた 3月初め、周恩来首相がハノイを訪問、「中国人

民は、ベトナム人民とインドシナ諸国人民を全力をあげて支援する決意である」とする共同コミュニケを発出した。ちょう

どこの時期に、解放軍が総反撃を行い、南ベトナム軍は総崩れとなり、ラオス作戦は失敗した。『ベトナム化政策』の限

界も見えてきた。 

北ベトナムを背後から軍事支援する中国とソ連と渡りを付けないことには、ベトナム戦争から足を洗うことが出来な

い。 

（３）6 月 13 日、ニューヨーク々タイムズ（NYT）紙が、国防総省自身がベトナム介入の内幕を調査分析した秘密報告書

（ペンタゴン々ペーパー）の連載を開始した。直ちに司法長官が NY 地裁に掲載停止を要請したが、秘密報告書の暴露

が、ワシントン々ポスト紙、ボストン々グローブ紙へと広がった。米国市民のベトナム反戦と真実を求める世論に抗しきれず、

6 月 22 日、国防長官は、秘密報告書の公開を余儀なくされた。 

ニクソン政権としては、ベトナム戦争泥沼化をケネディ々ジョンソン民主党政権の責任に帰することができる。他方、現政

権としてベトナム戦争をどう収拾するのか、という当事者責任が重くのしかかってきた。 

 

２〄キッシンジャーの歴訪 

（１）キッシンジャーは、7 月 1～13 日にサイゴン、バンコク、ニューデリー、イスラマバード、パリ（ベトナム和平会談）を歴

訪した。 

米国内がペンタゴン々ペーパーで炎上していたので、誰もが歴訪の主目的は

ベトナム問題であるとみた。米国メディアは、キッシンジャーを訪問先で追いかけ

回したが、印パ両国はほぼノーマークだった。 

（２）3 月 25 日の武力弾圧は、米国内世論を憤激させた。米国民は、ヤヒア/国

軍が民主主義を否定し非人道的な殺戮を行ったことが許せなかった。米国が供

与した武器（M24 戦車と F86 戦闘機）が東パ住民の弾圧に使われていること

に道義的な呵責を覚えた。4 月初め、米国務省は、3 月 25 日以降、対パ武器供

与を暫定停止した。そして難民支援に力を注ぎ、支援規模では1億ドルと他国を

圧倒した。 
1971 年 7 月 7 日  

キッシンジャーのガンジー首相表敬 
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 国務省としては、①東パの不安定な現地情勢を直視し、②AL 穏健派との政治的解決を図るよう、ヤヒアに対し働きか

けるべきとの考え方が強かった。しかし、国務省とホワイトハウスとの政策を調整する機会が無かった。 

（３）キッシンジャーのインド訪問では、東パ問題が最重要議題となった。6 月 22 日付け NYT 紙が、パのパドマ号（6.9

万 t）が米国製軍用機 8 機を搭載して、ニューヨークからカラチへと出港したと報じたこともあり、印側（ガンジー首相、シ

ン外相、ラム国防相、ハクサル首席補佐官）は、対パ武器供与を集中的に批判した。なぜ米国が、印パ両国への武器禁

輸を政策変更し、パへの武器供与を行うことにしたのか？ 政策変更の裏には何があるのか？ 一様に米国の意図を

探ろうとした。 

キッシンジャーよりは、印に心構えをさせるために、2 年越しに対中関係改善に努力していることを慎重な言い回しで

伝えた。 

キッシンジャーは印側との一連の会談を通じ、印が東パ問題を軍事的解決しようとしている『戦争への意思』を確信し

た。  

 

３〄キッシンジャーの訪中 

（１）キッシンジャーは、ヤヒア/国軍に対し、印が戦争に向け動いていると伝えた。しかしヤヒア/国軍の反応は鈍く、国際

社会の武力弾圧批判、難民への国際的同情、印パ戦争の可能性と行方、パの東西分裂など考えようともしていなかっ

た。 

（２）7 月 8 日、ファーランド米大使（政治任命）公邸の夕食会には、『中国イニシャチブ』のバックチャネルを担った役者

達が一同に揃った。キッシンジャー、ヒラリ駐米パ大使、スルタンカーン々パ外務次官、ヤヒアである。夕食会の場で、キッ

シンジャーが腹痛を訴え、ヤヒアの強い薦めを受けて、ナチアガリ（イスラマバードより北北東 90km、車で 3 時間）の大

統領山荘での静養することになった。 

翌9日8:00 車列が迎賓館からナチアガリに向かった。しかし車中にキッシンジャーの姿はなかった。このとき、キッシ

ンジャーは、ヤヒアが手配したパキスタン航空B707旅客機の機中の人であり、北京まであと 1時間まで近づいていた。 

 7 月 9～11 日、北京でキッシンジャーは周恩来と４回、20 時間にわたり会談を行い、11 日 15:00 イスラマバードに

帰着した。ヤヒアに表敬した後、テヘラン経由でパリに向かい、12日、パリで北ベトナムのレ々ドクトと3時間にわたり秘密

会談を行った。 

（３）7月 13日 7:00に帰国、サン々クレメンテでニクソンに報告を行った。米

中の共同発表が、7月15日22:30（米国東部標準時）にセットされていた。

ニクソンの発表に先立ち 18 ヶ国のワシントン駐在大使に事前通報する必

要があった。通報は基本的に国務省の役目であり、ここで初めてロジャーズ

国務長官以下国務省の関係者が招き入れられた。発表 1 時間前から手分

けして各国に通報が始まった。キッシンジャーは印ソを受け持った。日本は

ロジャーズが引受け、牛場大使に電話連絡すると、安川外務審議官を通じ、

閣議を終えた佐藤総理に発表 3 分前に伝えられた。 

（４）22:30 ニクソンは、NBC 全米報道で、1972 年 5 月前の適当な時期

に訪中すると発表し、世界をアッと言わせた。佐藤総理は日記に、「すなほ

に慶賀すべき事だが、これから台湾の処遇が問題で、一層むつかしくなる。」と記した。 

 

４〄社会党西村議員のインド訪問 

（１）日本社会党の西村関一参議院議員は、ガンジーの非暴力主義、サルボダヤ運動に共鳴していたところ、印政府より、

ニューデリーでの世界連邦世界会議に招待された。 

7 月 24 日、カルカッタ着。25 日に難民キャンプを視察、26 日には求めに応じバングラデシュ臨時政府のホセイン々

アリを往訪した。ホセイン々アリは、パキスタン政府の駐カルカッタ総領事であったが、東パ出身。4 月 17 日のバングラデ

1971 月 7 月 15 日 ニクソン訪中発表 
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シュ独立宣言を受けて、東パ出身の館員達と共にバングラデシュへの忠誠を誓った。パの駐カルカッタ総領事館はバン

グラデシュの代表部となり、臨時政府の対外活動の拠点となっていた。 

（２）7 月 27～28 日には、ガンジー首相、シン外相などと会見した。 

印側より、東パ問題のため日本より初めて訪問する国会議員を歓迎するとして、印側の立場の説明があった。西村議員

は、難民キャンプの窮状に心が痛んだ、日本も難民受入れ支援 250 万ドルの拠出を決めたが、さらなる難民支援の必

要性を国内で訴えていきたいとした。 

また東パ問題/難民問題の根本原因が、ヤヒア政権の民意を無視した武力弾圧にあるので、ヤヒアを説得し、ムジブ

ル/AL と政治的解決を図るよう努めることにも意見が一致した。 

しかし国連監視団の受入については、意見が分かれた。西村議員よりは、印のゲリラに対する訓練や武器供与、軍事

的解決などの噂を払拭し、国連を通じ世界の問題として解決を目指すべきと主張した。これに対し、印側は、東パ問題は

パの国内問題である、国連が政治的に関与すれば、東パ問題は印パの二国間問題と受け取られてしまうと強硬に反対

し、平行線を辿るばかりであった。   

 

 

■６）イベント、講演会の案内 

 

■7/30(金)オンライン勉強会 

「結核対策を通じたコミュニティエンパワメント  バングラデシュと共に 40 年」 

 https://www.jocs.or.jp/news/18073.html 

 （日本キリスト教海外医療協力会 2021 年 7 月 30 日開催） 

 

日 時 2021 年 7 月 30 日（金）19〆00～20〆30 

 （20〆30～21〆00 は弊会事務局長による派遣希望者説明会を実施します＊） 

参加費 無料 

定 員 20 名程度（先着順） 

注意事項 オンライン会議システムの Zoom を使用いたします。https://zoom.us/ 

 

 お申込みはこちらから  

https://www.jocs.or.jp/news/18073.html 

申込〆切 2021 年 7 月 23 日（金）17〆00 

 

第 2 回目は、石川信克元ワーカー(医師)からバングラデシュの人々と共に取り組む結核対策から学びます。結核は世界の

死亡原因上位を占める疾患の一つであり、単一の感染症としては、HIV/エイズを超え最大の死亡原因となっています。新

型コロナウィルス感染症の影響から、結核により命を奪われる人がさらに増加するとも危惧されています。結核の多くは開

発途上国、特にアジアとアフリカに集中しており、「小さくされた人々」にとって、結核は命だけではなく、経済的や社会的な

損失も起こりうるリスクを含んでいます。 

 

石川元ワーカーは、1978 年から 1986 年まで JOCS からバングラデシュに派遣され、帰国後も 1990 年まで短期ワーカ

ーとして年 2回現地を訪問し活動を継続しました。女性を中心とした村の保健ボランティアが患者を発見し治療する、地域

住民参加型の結核対策を展開しました。この結核対策は、患者を治すだけに留まらず、女性の地位向上、そしてコミュニテ

ィのエンパワメントへも寄与するモデルとなりました。石川元ワーカーは、その後も、公益財団法人結核予防会結核研究所

の研究や活動を通じて、バングラデシュを含め、他の途上国の国々の結核対策に関わり続けています。石川元ワーカーと

バングラデシュの人々との 40 年にわたる結核対策の歩みから学びます。 
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■オンライン講座シャプラバ！ 

 「国際協力入門講座～ここからはじまるあなたの国際協力～」（7/31） 

 https://www.shaplaneer.org/news/events/shaplaba_210624/ 

 （シャプラニール＝市民による海外協力の会 2021 年 7 月 31 日） 

 

国際協力に関心があるけれども、何から始めたら良いかわからない。国際協力というワードを聞いても漠然としていてイメ

ージがわかない、そんな方にぴったりのオンライン講座、「国際協力入門講座～ここからはじまるあなたの国際協力～」を

開催します。 

 

シャプラニールは、南アジアのバングラデシュとネパールで、児童労働削減や初等教育の推進など子どもの権利を守る活

動、洪水やサイクロン常襲地域でのコミュニティ々行政の防災力強化などに取り組んでいます。社会の仕組みや支援から

取り残された人々に寄り添いながら、「すべての人々がもつ豊かな可能性が開花する社会の実現」を目指して活動していま

す。 

 

世界中で COVID-19 の流行拡大が続き、シャプラニールの活動国のバングラデシュとネパールでも、厳しい状況が続い

ています。このような状況の中でも、多くの皆さまによるご支援によって活動を継続することができています。 

 

今回のオンライン入国際協力入門講座では、広報グループの長瀬桃子職員が、国際協力についてよく知らない方でもわ

かりやすく、シャプラニールがバングラデシュとネパールで取り組む活動や見えてきた成果、またCOVID-19下で取り組む

現在の活動状況も合わせてお話しします。また、日常生活で国際協力にかかわるためのヒントもお伝えできればと思いま

す。 

 

ぜひオンラインでお気軽にご参加ください！ 

 

＜こんな方におすすめ＞ 

々おうち時間が増えて、何か新しいことを始めたい！ 

々国際協力について知りたい 

々NGO や南アジアについて知りたい 

々国際協力や NGO の活動に興味がある 

々将来 NGO など国際協力の世界で働きたい方などなど、どんな方にもオススメの講座です！ 

 

【日時】7 月 31 日（土）13〆30～15〆00 

【会場】 オンライン（ZOOM を利用、参加希望者に URL とパスワードを配布） 

【登壇者】 長瀬桃子（広報グループ） 

【定員】 90 名 

【参加費】無料、500 円寄付付き、1,000 円寄付付きからお選びいただけます。 

※参加費による収益は、シャプラニールが南アジアで実施する活動全般に役立てます。 

※寄付付きチケットをご購入いただいた方には、会報最新号（PDF 版）を差し上げます！ 

 

【お申込み方法】 

以下の「イベントに申し込む」ボタンからお申し込みいただくか、下記のお問合せ先まで、お名前／ご連絡先（電話／

E-mail アドレス）をご連絡ください。お支払い方法は、Peatix による事前決済（クレジットカード払い々コンビニ払い）となり

ます。お申込み後、参加者の都合によるキャンセルでの返金は致しかねますのでご了承ください。 

※Peatix 経由でのお申込みが難しい場合は以下までお問い合わせください。 

連絡先アドレス〆event@shaplaneer.org 

【締め切り】2021 年 7 月 30 日（金）23:55 までチケットの購入が可能です。 
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■７）『事務連絡』 

〇協会行事々講演会等記録動画の開示〆 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〆 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、メール々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。宛先〆 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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