
日本バングラデシュ協会       メール・マガジン 8９号（202１年 8 月特別号） 

 

 

1 

  

 

バングラデシュの独立に寄り添う（1971 年 8 月）特集号：人道主義と国際政治 

目次 

 

はじめに 

 

１．日本ベンガル友の会（奈良毅） 

・手記：鈴木孝昌『私が遭遇したバングラデッシュの夜明け（その１）』 

・復刻：奈良毅『東パキスタン問題についての訴え』（サルボダヤ 1971 年 6 月号） 

・復刻：日本ベンガル友の会編『東パキスタン問題資料集その一』(1971 年 7 月) 

・アッピール 

・中村平治『東パキスタン問題の歴史的背景について』 

・奈良毅『バングラ・デシュ国際会議（1971 年 9 月、ニューデリー）』に参加して』 

（日本ベンガル友の会会誌 No.2） 

 

２．日印サルボダヤ交友会（岡本光司） 

・寄稿：上田恵介『岡本光司先生ご夫妻－日印サルボダヤ交友会青年部での思い出』 

・寄稿：渡辺 博『「融和」と「友和」による平和を願う』 

・記事：『秘密使節が東京で語る』（1971 年 8 月 23 日 毎日新聞夕刊） 

・写真： 秘密使節の来日（於ホテルニューオータニ） 

・復刻：ナラヤン『世界はパキスタンの残虐をなぜ黙過するのか』（『サルボダヤ』8 月号） 

・復刻：松谷被鐙『パキスタンの難民キャンプを訪ねて』（サルボダヤ 8 月号） 

・復刻：松戸行雄『力』を越えて『力』の連鎖を断て』（サルボダヤ 9 月号） 

・復刻：バングラ・デシュ仏教会『パキスタン軍の仏教徒弾圧を告発する』（サルボダヤ 10 月号） 

 

３．アジア経済研究所（桐生稔） 

・寄稿：桐生稔『独立前後のバングラデシュ －歓喜と懸念－（その２）』 

・復刻：桐生稔『世界の孤児 東パキスタンの悲劇』（毎日グラフ 1971 年 8 月 15 号） 

 

４．論考 

・太田『ニクソン・キッシンジャーのパキスタン傾斜政策（前編）』 

  

５．グラビア・新聞記事選集 

・1971 年 6 月 1 日号  『フォト』 

・1971 年 8 月 15 日号 毎日グラフ特集『生きる！ 『―死のパキスタンをのがれて－』 

・1971 年 8 月 10 日 読売『ソ連・インドが”不可侵条約” 三極アジア急進展』 

・1971 年 8 月 10 日 日経『ソ連の対角線外交 米中ラインに対応』 

・1971 年 8 月 12 日 読売『ウズ巻く三極外交 インド亜大陸の宿命』 

・1971 年 8 月 17 日 毎日『なぞ多いラーマン裁判』 

 

 

  



日本バングラデシュ協会       メール・マガジン 8９号（202１年 8 月特別号） 

 

 

2 

  

はじめに   

 50 周年記念編集部 

 

 1971 年にバングラデシュの独立に向けて、日本国内では様々な団体・個人が自発的に運動を起こし、お互いに連動し

ていました。その中で代表的な存在は、日本ベンガル友の会です。日印サルボダヤ交友会も日本ベンガル友の会と連携し

ていました。またアジア経済究所は東パキスタン問題研究の拠点でした。これらの団体・人々„全員敬称略‟の間をジャラー

ルがつないでいました。                       

 

○日本ベンガル友の会„奈良毅‟ 

3 月 25 日の武力弾圧を受けて、東パキスタン出身の留学生達は、『Bangladesh Society』を結成し、抗議行動を起こし

た。パキスタン大使館は、反政府活動に当たるとして、パスポートを没収するなどと威嚇し、彼らの言動と行動を厳しく監視

した。 

窮地に陥った東パ留学生達は、奈良毅のところに相談に来た。奈良毅は、「彼ら留学生達を護り抜かねばならない」と決意

し、4 月 12 日『日本ベンガル友の会』を設立。「東パキスタンの暴虐を傍観してはならない、人道主義の立場から解決を」

と訴える運動を開始した。 

奈良毅は、ベンガル研究者であり、同僚の奈良康明、中村平治などと一緒に運動を開始した。とはいえ『友の会』は立ち上

げたばかり、組織も資金もゼロからのスタート。ほぼ奈良一人で動かしているのが実情であり、また『友の会』の活動も思う

ようにならないという悩みが募った。そこに現われたのが、鈴木孝昌である。 

 

○日印サルボダヤ交友会„岡本光司‟ 

「日印サルボダヤ交友会は、東パキスタンの武力弾圧に敏感に反応した。藤井日達日本山妙法寺山主の指導の下、ガン

ジー平和連盟、奈良毅東京外国語大学助教授(当時)、 

インド大使館などと連携して東パ問題についての講演会を開催したり、同交友会の会誌編集局長岡本光司氏は会誌の発

行を通じて独立運動を支援するキャンペーンを張り、青年達„渡辺博氏や上田恵介氏など‟を指導した。 

同交友会の母体は、日本山妙法寺。藤井日達上人が、1918 年に遼陽で創設した新興の日蓮系仏教教団である。藤井上

人は、1930 年にインドに渡り「日本の仏教を西天に還す」ことをめざした。同師は 1933 年にガンジーと親交を結び、非暴

力主義に影響を受けた。日本山妙法寺は、戦争の惨禍を踏まえ、戦後は平和運動に力を注いだ。インド国内各地、海外各

国には、ガンジーの弟子達により、サルボダヤ運動が広がっていて、藤井師は 1961 年に日印サルボダヤ交友会を設立、

ガンジーのサルボダヤ精神と日本の仏法とによる平和実現を目指した。」 

 

○アジア経済研究所„桐生稔‟ 

アジア経済研究所は、現代のアジア地域研究の拠点。各国、各分野別の研究者を揃え、現実的かつ実践的研究を特長と

していた。桐生稔は、1967～70 年に東パキスタンで在外研究した後、本部でビルマとパキスタンを担当していた。また後

任の長田満江よりは、現地„ダッカとカラチ‟から月例報告が届いた。さらにアジ研内で東パ問題を、インドや中国の研究者

とも議論出来た。桐生は、この研究環境にあって、ベンガル語に通じ、現地の土地勘を有する研究者として、東パ問題に関

する卓越した論文を次々と発表し、東パ問題に視座を提供し、国民の理解を得ようとした„メルマガ 3 月特集号参照‟。 

 

○S. A. ジャラール 

ジャラールは、東大大学院卒業後、Pakistan Observer紙東京特派員。NHKベンガル語放送の初代出演者„アナウンサ

ー‟でもあった。日本在留は 10 年を越え、日本語も上手く、日本社会に豊かな人ネットワークを有していた。 
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3 月 25 日の武力弾圧を受け、『Bangladesh Society„チョードリー会長‟』を立上げ、メディア畑であったので広報を担当

した。 

4月17日、バングラデシュが正式に独立宣言。これを受け、18日にパキスタンの駐カルカッタ総領事„東パ人‟がバングラ

デシュに忠誠を表明し、同総領事館はバングラデシュ政府代表部となった。 

5 月 11 日、バングラデシュ臨時政府代表部は、ジャラールを日本特派員に指名し、日本の世論への働きかけを命じた。ま

ずインドのサルボダヤ指導者 J.P.ナラヤンの講演旅行の受入れ„6 月 18 日‟。次いでバングラデシュ僧侶の使節の受入

れであった„8 月 21 日‟。またインドで開催されるバングラデシュに関する国際会議„9 月 18～20 日‟への日本の参加呼

びかけを行った。 

ジャラールは、臨時政府からの指示に、奈良毅、日印サルボダヤ交友会、桐生稔などの協力を得て応え、バングラデシュ独

立に向けて日本国民の共感を広げていった。臨時政府との連絡は、秘密を確保し、パキスタン大使館に知られることなきよ

う、桐生稔のアジア経済研究所の住所を使った。 

なおジャラールなどの諸活動は、表向きにはバングラデシュ臨時政府側によるものとされた。インドの公式的立場は、①東

パ問題は、東西パキスタン間の内政問題である、②印は、大量の東パ難民を抱え込んだ被害国である、と慎重なものであ

った。インドの政府と在京大使館は、バングラデシュ独立運動について表に出て来ることはなかった。しかし、バングラデシ

ュ臨時政府は、組織、人員、資金をインドに依存しており、その活動はインドが実質的なグリップを握っていた 
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■1）私が遭遇したバングラデッシュの夜明け（その１） 

元日本ベンガル友の会会員 

オリエンタル・システム代表 

会員 鈴木孝昌 

 

１．社会に目を向けようとした 

„１‟技術者のあり方 

1971 年は、公害が大きな問題となった時期でした。立石電機三島製作所に技術者として勤めていた時に、「日本の技

術者」という本の「技術者は、製品を作ることに傾注するのではなく、それが社会でどのように使われているのか、何かの害

を及ぼしているのでは無いかを知るべきだ」の指摘に深く感化された。私は、技術者がいかにあるべきか、そのあり方を問

い、極力、社会に目を向けようとしていた。 

コンピューターを勉強したかったところ、たまたま立石電機の東京設計事務所に欠員が出来たことを知り、転勤を希望し

た。 

„２‟難民救済への募金 

当時は、転勤して間がなく、小さな食堂の 2 階に一部屋を借りしての不安定な生活を始めた。東大の近くだったので、キ

ャンパス内で行われた「公害問題」の講演も聞きに行った。田舎出の若造が国際情勢に関心を持つことは無く、東パキス

タンの正確な位置さえ知らなかった。新聞には武力弾圧の記事も載っていた筈だが、もっぱら身近な社会の記事を見てい

た。その中に、「難民救済の募金」記事に目が止まった。当時の自分には困っていると手を上げた人に、「関心を持っていま

す」という気持ちだけの寄付しか出来なかった。他の団体にも寄金をしていたので、「難民救済の募金」にも寄付をした。 

„３‟『日本ベンガル友の会』との出会い 

驚いたことにお礼の手紙が来た。その後再び、同じ募金の記事が出た。また、僅かなお金を送り、今度は電話で救援活

動の状況を聞いて、募金活動は、まだ成果を上げていないことを知った。 

後日、『日本ベンガル友の会』の事務所„奈良先生の自宅‟を訪ねると、私のような知識のない田舎者を、奈良先生は温

かく迎えてくれた。権威ある東京外語大学の教授でありながら、他人を見下さない先生のお人柄、ご自宅の雰囲気に、何

か安らぎを感じた。先生のご自宅には、七沢君という好感の持てる学生がいて、友の会の事務を引き受けていた。私に出

来ることがあれば、協力したいと思った。 

テレビを所有していない当時の状況から、新聞だけが社会への目であり、他と見比べる手段はなく、たまたま目にした

「募金の記事」と奈良先生からのお礼の手紙が、その後の人生を決める「運命」となった。 

徐々に『友の会』の活動に参加することが多くなった。写真技術を身に付けていたので、自分自身で、募金箱をデザイン、

製作して、東京都から街頭募金活動の許可を取った。 

奈良先生の温厚なお人柄のためか、会の活動にすんなりと溶け込めた。これには、何かと相談し易い七沢君の存在も大

きかった。 

 

２．保身と田舎者の決断 

„１‟エコノミックアニマルと保身 

会社の方は、東京に移ってから、コンピューター学校に通い出した。会社は、残業をしないで、退社時刻になると、すぐに

帰り、コンピューター学校に行くのを好ましく思っていない様子だった。„1971 年当時は大型コンピューターしかなかった。

日本でパソコンが出始めたのが 1979 年‟ 
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バングラデシュからインドに逃れた難民が激増した。そんなある時、奈良先生が「8 月にインドで難民に関する国際会議

が開かれるのに、日本からは誰も参加する人が無い」と嘆いていた。何度かその話をされた。日本人は「エコノミックアニマ

ルだ」と言われていた時代で、「大事な会議なのに自分の利益にならないことはしない」という態度では情けない。 

もし独立戦争に負けた場合は、バングラデシュを積極的に支援した自身の立場が失われる事を恐れるのは当然だと思

う。大抵の人は、他国での人道よりも、自分の今の保身の方が大切と考えていたようだ。当時、私が会社の重要な役職にい

たのなら、やはり同様に保身を選んでいたかもしれない。「コンピューター学校に行かずに、残業しろ」という、会社を好きに

はなれなかった。 

„２‟『日本ベンガル友の会』の責務だ 

ベンガルの難民に関する情報は、民間では恐らく奈良先生の所に最も多く集まっている。国際情勢にも詳しい奈良先生

が悩むのだから、これは深刻な事態だ。 

私は、「日本から誰も参加しないなんて、日本の恥だ。日本の将来に汚点を残す」と思った。差し迫った事態を最も知らさ

れているのは『ベンガル友の会』だ、『ベンガル友の会』が動かなければならない。「これは、私たちの責務だ」と感じた。逃

げてはいけない！ 私なら束縛が無い、私なら動ける。 

„３‟外国は未経験 

私はまだ外国に出た経験は無いし、英語だって、まともに話せない。国際情勢にも疎い。「バングラデシュ」の名も初耳だ

った。でも、奈良先生の困っている様子を見て、「オブザーバーとしてなら、私にも出来るのかも」と思った。 

それで後日、「国際会議の様子を録音するとか、難民キャンプの写真なら撮って来られますが…」と申し出た。 

奈良先生が、インド側の関係施設への連絡、航空券の手配など、旅の準備を整えてくれた。 

„４‟退職しインドへ 

 まだ若いしまだ若いし、やり直せる自信があったから、会社は退職した。「東のソニー、西の立石」と言われた一流企業

を離れてまで、バングラデシュに注ぎ込む「情熱を持っていた」と思われていたと感じる。実はそんな熱意はなくて、周りにも

まれ、押し上げられ、逃げ場を失った弱者に過ぎなかった。『ベンガル友の会』が動かなければならないという環境にあり、

会社との糸が切れそうな私なら動ける状況にあっただけだった。 

インドでの会議出席に向けて、身辺の準備をしている最中に、「国際会議は中止になった」と知らされたが、もう後戻りは

出来ない。他の大学教授とカメラマンも行くから、付いて行けば大丈夫と奈良先生に言われ、日本を後にした。 

バンコクから外人女性が加わり 4 名になった。 

 

３．難民キャンプ：名目の視察と本物の視察？ 

„１‟難民キャンプを見たか？ 

カルカッタに着いた翌日から、広大なソルトレーク難民キャンプや医療施設を見て回った。初めて見る光景に驚いている

うちに、視察は終わってしまった。 

それから、何故かニューデリーまで飛んだ。 

彼ら３人は、すぐにカシミールに行く飛行機の手配をした。私には知らされてなかった。 

私はどうすれば良いのか戸惑っていると、鶴島教授が「あなたは、このまま日本に帰りなさい」と言う。 

「でも、私はまだ十分に難民キャンプを見ていない！」 

„２‟このやりとりの光景を見ていたオイスカのニューデリー事務所の人が、怒って、カルカッタに戻れる飛行機の手配を

してくれた。カルカッタのマハボディ・ソサエティに連絡をし、その日はニューデリーのオイスカの宿舎に泊めてくれた。それ

から新聞社にも連れて行ってくれ、インタビューに応じると、日本で救援活動が行われるという記事が新聞に掲載された。 

１千万人という難民が苦しんでいるこの緊迫した事態の中で、しかも困窮した人たちを見て来たその足で、遊びに行く人

がいることに、大きな違和感を抱いた。 
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„３‟キャンプを撮影 

カルカッタのマハボディ・ソサエティは温かく私を迎い入れてくれた。 

次の日、街で会った英語の分かる青年に、難民キャンプを見たいからと、タクシーを借り切って難民キャンプに行く手配

とガイドを頼んだ。 

3～４箇所のキャンプを回ったと思う。泥だらけのキャンプを裸足で歩いているし、ドーム状に藁で作ったような小屋に何

家族も混じっていた。初めはカメラや 8 ミリで撮影していたが、こちらを見つめている難民の視線は、「あなたは、ただ写真を

撮っているだけで、私たちが今日を生き延びるのに、どんなに惨めな思いをしているかを知ろうとしない」と言っているように

思えた。 

„４‟撮影するだけ？ 

全くその通りだ。話を聞こうともしない、テント小屋に入って、生活の様子を見ようともしない。何不自由ない国から来て、

撮影が終われば、また何不自由ない国に逃げて帰れる者と、祖国を追われて、この不潔極まりない難民キャンプで今日一

日を生き延びられるか否か、自分の子供に食べさせる物も無いという絶望的な状態にある人々との間にある大きな隔たり

を感じた。カメラを向ける事がとても恥ずかしく、難民たちの目は、『撮影するだけで、他には何もしない』小生を責めている

ようで、耐えられなかった。 

気持ちが沈み、私は車に乗って帰れるが、この人たちは、嫌でも逃げ帰る場所がない。 

もし、自分の家族がこのキャンプに居るとしたら、気が狂ってしまっただろう。他人だから、見過ごすのか？ 

何もせず、そそくさと難民キャンプを後にする自分の薄情さを恥じた。 

„５‟ カメラが無い 

ソサエティに戻り、気が付くと８ミリはあるがカメラが無い！！ さては、タクシーを降りた時に、早々と帰って行ったガイドが

…。ソサエティの人に、「ここは日本ではない」とたしなめられ、警察に行くはめになった。 
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