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（図１）カムルル・ハサン《この悪
魔たちを殲滅せよ》1971 年（バ
ングラデシュ独立戦争博物館で
販売の再印刷複製ポスター［英
語版］。） 
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■1）巻頭言：『バングラデシュ独立と美術作家たち（２）——カムルル・ハサン』  
福岡アジア美術館学芸員 

会員 五十嵐理奈 
  

バングラデシュ独立運動に関わった４人の美術作家を、独立の発端となった言語運動、 

独立戦争時、戦後にわけてコラムで紹介する。 

 

 《この悪魔たちを殲滅せよ》。パキスタン政府のヤヒヤー・ハーン大統領を悪魔に見立てた

ポスター（図１）は、パキスタンの横暴を伝えるイメージとして、独立戦争をとおしてバングラデ

シュの人々に広く知られた。1971 年 3 月 25 日深夜、ヤヒヤー・ハーン大統領の指揮のもと

パキスタン軍が東パキスタンを攻撃し、独立戦争が始まった。4 月、東パキスタンはバングラ

デシュとしての独立に向けた臨時政府を発足させ、その情報放送省がプロパガンダ・キャン

ペーンとして少なくとも 10 万枚を刷って東パキスタン全土に配布したのがこのポスターであ

る。肉づきのよい頬に太い眉のヤヒヤー・ハーンの特徴をとらえつつ、見開いた目に舌を出し

て耳を尖らせた悪魔らしい残忍性が加えられたデザインは、当時情報放送省の美術デザイ

ン局長であった美術作家のカムルル・ハサンが手がけたものである。 
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カムルル・ハサン（Quamrul Hassan, 1921-88）は、ベンガル民俗芸術に根ざした素朴

でデザイン性に富む作風を築き、バングラデシュ近代美術のひとつの流れを生んだ美術作

家である。西ベンガルのカルカッタに生まれ、1930 年代のカルカッタ官立美術学校在学

中にブロトチャリ運動（宗教やカーストを超えて全インドの人々の自尊心や国民意識を高め

るための運動）に参加して植民地主義に抵抗し、また共産主義の理想に共鳴して英領下で

抑圧されたインドの労働者の窮状を版画やポスターにして告発するなど、学生時代から政

治活動に関わった。1947 年のインド・パキスタン分離独立の後は、東ベンガル（東パキス

タン）のダッカに移住してダッカ美術学校や演劇・文芸団体を設立するなど、ベンガル文化

の振興に奔走した。60 年代末の東パキスタン自治権要求運動では、彼の自宅は美術作

家や演劇人、ジャーナリストなど異業種の文化人が集まる場となり、夜を徹して反政府ポス

ターを描いて、夜明けとともに街頭に貼って回ったという。 

そして、1971 年の独立戦争開始前夜の 3 月 23 日。カムルル・ハサンは、政治集会の拠

点となっていたダッカのショヒド・ミナル（ベンガル語公用語化運動殉難者の碑）に、《この

悪魔たちを殲滅せよ》ほか、10 枚ほどの手描きポスターを掲示して、西パキスタンの非道を

訴えた。4 月には独立戦争を外から支援するためにカルカッタへ移り、臨時政府の情報放

送省の美術局長に就任し、教え子ら若手美術作家をデザイン部に集めていくつものポスターを手がけた。《この悪魔たちを

殲滅せよ》の最終ポスター・デザインは、まず臨時政府らが発行する新聞『週刊ジョイ・バングラ』の 5 月号に掲載され、そ

の後、さらに独立戦争をとおして西パキスタンとの戦いが続く東パキスタン全土にポスターとして配布され広まったのであ

る。 

ベンガルへの敬意から、自らを美術作家ではなく職人としての絵師（ポトゥア）と称して、郷土愛にあふれた絵画を描く一

方、一貫して宗教主義や独裁主義を嫌い、独立後も 80 年代のバングラデシュの軍事政権を鋭く批判する先駆的なパフォ

ーマンス（図２）や風刺画を発表するなど、美術をとおして社会の変革や運動に実践的に関わった活動家でもあった。 

 

 

 
■２）企業便り： 『バングラデシュにおける Honda 二輪事業のご紹介』 

Bangladesh Honda Private Limited 
前社長 勝木日海彦 

 
Honda のバングラデシュ二輪車製造販売現地法人 Bangladesh Honda Private Limited で今年 4 月まで社長を努

めておりました勝木と申します。弊社のバングラデシュ事業につきまして、簡単ではございますが弊社の取り組みについて
ご説明させいただきます。 
 
Honda 二輪事業のバングラデシュにおける歴史 

日本では Honda というとまず自動車が思い浮かぶと思いますが、弊社の祖業は創業者の本田宗一郎が人々の日々の
生活が便利になるようにと自転車にエンジンをつけて販売した事に端を発する二輪車です。この庶民の足を、という考え方
は今でも変わらず、社是にも「適正な価格」でと謳っており、この考え方に基づいて世界中で事業を展開しております。 
 

Honda は二輪車、四輪車、そして発電機などの汎用製品と３つの事業を展開しており１年間の世界販売台数合計は約
3 千万台に上ります。その中でも、アジアを中心に庶民の足として活躍する二輪車はその約 3 分の２を占めており、世界で
は「Honda」と聞くとバイクをイメージする方が圧倒的に多いことがご理解頂けるかと思います。 
 

（図２）カムルル・ハサンによるパ
フォーマンス《芸術家の抵抗》
（1987 年）の記録写真を用いた
ポスター（デザイン：カリダス・カ
ル マ カ ー ル 、 制 作 ： Creative 
Studio、1991 年） 
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Honda には「需要のある所で生産する」という経営思想があり、特に二輪事業においては積極的に現地生産に取り組
んできました。バングラデシュにおいても Honda の事業の歴史は古く、まだバングラデシュが独立する前の 1966 年から
弊社がパキスタンで展開している合弁会社、アトラスホンダの東パキスタン工場として当地で二輪車の生産工場を操業し
ておりました。この古い歴史から、バングラデシュでは今でもバイクのことを「ホンダ」と呼ぶ方が沢山いらっしゃいます。 
 
バングラデシュへの再進出 

1971 年のバングラデシュ独立後、アトラスホンダの工場がバングラデシュ
工業省の傘下におさめられ、Honda ブランドの二輪車は細々と輸入販売され
るのみとなっていましたが、政情の安定化と経済発展、そして潜在的な二輪車
需要の大きさに改めて注目し、２０１2 年に工業省傘下の Bangladesh Steel 
and Engineering Corporation をパートナーとして再進出することを決めま
した。2013 年には CKD 生産を再開、そして 2018 年 11 月にはムンシガンジ
にあるアブドルモネムエコノミックゾーンに溶接・塗装を含めて部品の現地生産
が行える工場を構え、その後も良質な労働力に支えられ、プレスやエンジン組

立など段階的に現地生産を拡大しながら事業を展開しております。 
 
バングラデシュの二輪市場 

バングラデシュの市場としての魅力は何といっても１億６,650 万人の巨大な
人口です。バングラデシュの二輪市場は年間約５0 万台の規模ですが、これは
人口 1 億人弱のベトナムの二輪市場が年間 300 万台規模、人口 7 千万人程
度のタイでも年間 150 万台程の二輪市場があることを考えると、まだまだ普及
初期の段階であると言えます。 
バングラデシュの交通インフラは、二輪が人々の日々の足として活躍しているイ
ンドやベトナムと同じように脆弱で、公共交通機関での移動は不便です。実際
に二輪を購入してくださったお客様は、移動時間の短縮や、安い移動コストな
どその利便性を高く評価して下さっており、二輪車が普及する素地は元々十分
にあるのですが、過去、高い輸入関税により、価格が高く、庶民にとって高嶺の
花であったことが普及の妨げになっていました。 
 
 
 
 
Honda の事業展開 

Honda は 2013 年に CKD の組立てを開始しましたが、関税の影響により
エントリークラスの 110cc の二輪車でも販売価格は 149,000 タカ(約 19.3
万円)と隣国インドと比べて 3 倍近くと、お客様にとってはなかなか手が届きに
くい価格となってしまい、2013 年から 2015 年の二輪車の年間需要は 15〜
18 万台と極めて限定的でした。 
 

そのような中、弊社では再参入を決めた時点から二輪車をバングラデシュ
の庶民の便利な足として普及させ、二輪産業の発展を通じてバングラデシュ
経済に貢献するという明確なビジョンがありましたので、2015 年から 16 年に
かけ、Honda が中心となって二輪業界団体を巻き込み、部品の一部現地生産
を条件とした二輪車の関税引き下げをバングラデシュ政府に提案しました。この提案に対し、在バングラデシュ日本大使
館様の強力な後押しを頂いたこともあり、政府も工業化による経済発展、雇用拡大の可能性を真剣に受け止めてくれ、一
部の部品を現地で生産すれば大幅に関税を削減するという二輪産業ポリシーの制定が実現しました。 

その後、ポリシーを実行に移していく段階では紆余曲折はあったものの、政府との良好なコミュニケーションと在バング
ラデシュ日本大使館のご支援のおかげで順調に関税減免による製造コストの低減が進み、現在ではエントリークラスの二

Honda Bangladesh 社（工場外観） 

Honda Bangladesh 社 
（工場生産ライン） 

Honda Bangladesh 社 
（工場生産ライン） 
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輪車の価格は 89,900 タカ(約 11.6 万円)とお求めやすい価格を実現することができました。こうしたことでバングラデシュ
の二輪市場は 2015 年時点の 15.5 万台から現在年間約 50 万台まで伸長し、更に成長を続けており、弊社も販売網の整
備やバングラデシュのお客様の使い勝手を考慮した専用商品を投入するなどの活動を通じコロナ禍の中でも順調に事業
を拡大中です。中期的には年間百万台以上の規模の二輪市場になることが期待されています。この弊社の事例にありま
すようにバングラデシュでは時間はかかるものの、非常に大きなビジネスチャンスがあることがご理解いただけると思いま
す。 
 
まとめ 
バングラデシュは縫製業の成功により、輸出加工貿易に注目が集まりがちですが、新興国らしい旺盛な購買意欲から来る
巨大な国内市場のポテンシャルも大変魅力的であり、何より二輪車を手にしたお客様から「生活が豊かになった」、「人生
が変わった」といったお客様の声がダイレクトに届く非常にやりがいに溢れる市場です。また、バングラデシュは良質で豊
富な労働力に加え、在バングラデシュ日本大使館の日系企業への強力なサポート体制も整い、事業環境は着実に改善し
てきております。 
弊社も今後更なる事業拡大に取り組んでまいりますので、より多くの日系企業の皆様にご進出をご検討いただき、一緒に
バングラデシュを盛り上げていければと存じます。 

以上 
 

 
 
■３）会員寄稿：『黄金の輝きに魅せられて〜バングラデシュとの出会いと活動〜』 

エクマットラハンディクラフト 代表 
会員 渡辺麻恵 

１．バングラデシュとの出会い 
私が初めて『バングラデシュ』という国に興味を持ったのは 2008 年。 
当時日本で芸能のお仕事をしていた私は、旅のリポーターとして世界一周をする機会をいただきました。その旅の企画

のアドバイザーをしてくださったのが HIS の社員でベンガル人のボビー・A・ハックさんでした。 
「バングラデシュはまだまだ発展途上の貧しい国だけど、本当に素朴で、旅行者へのおもてなしの精神もあり、人々の生

きる力に溢れている素敵な国なのです。いつか HIS でもバングラデシュツアーをつくり、観光という産業で母国に恩返しす
るのが自分の夢です。」と、ボビーさんはいつも熱く語られていました。 

しかし、旅行会社としてツアーを企画するには、何か『売り』がなければなりません。 
バングラデシュは「一度旅行に来た人は必ずまた来る」と言われているほど、リピーターが多い国なのですが、世界遺産

などの分かりやすい魅力や、リゾートなど目に見えるアッピールが難しいため、売り出し方に苦戦されていたようでした。 
そんな中、ボビーさんは「スタディーツアー（学びがある旅）」という切り口で、その長年の夢を叶えられ、2009 年に HIS

初めてのバングラデシュツアーが催行されました。 
そのツアーに一員として参加したのが、私と『バングラデシュの出会い』です。 
 

２．初めて訪れたバングラデシュ 
初めて訪れるバングラデシュは、色彩に溢れ、騒音に溢れ、道を歩けば香辛料の香りが埃と湿気に交じり漂い・・・。視

覚・聴覚・嗅覚など、私の五感がフル稼働され、そして何よりこの国に生きる人々のエネルギーに、ただただ圧倒される日々
でした。 

実際に訪れてみると、ボビーさんがおっしゃっていたバングラデシュの魅力を肌で感じ、日に日に惹かれている自分を意
識しました。 

まさに・・・ショナール・バングラ（黄金のベンガル）。 
私は幼い頃から、キラキラしたものや綺麗なものが大好き。このバングラデシュは、私の好きなそうした輝きが、人々の瞳

の中に、笑顔の中に、生きる姿の中にある国でした。 
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３．エクマットラとの出会い 

そのツアーの最終日に、路上生活をする子どもたちのための NGO エクマットラを訪問し、今の夫やエクマットラの子ども
たちと出会いました。エクマットラを訪問した時に、貧しさや生まれた環境のせいにせず、「己の人生を変えるために機会を
つかみ取ろう」と努力している子どもたちを見て、胸がいっぱいにな
りました。 

私たちはうまくいかないと、すぐ人のせいや世の中のせいにして
しまうけれど、こんなに小さな子どもたちが、路上に生まれた運命を
受け入れて笑顔で頑張っている。本当に「素晴らしい！」と思いまし
た。 

その出会いを機に、夫との交際が始まり、日本とバングラデシュを
行き来する中で、そうした子どもたちを育てている夫や、ベンガル人
のエクマットラのメンバーたちのことを、国や人種を越えて純粋に
「すごいなあ！」と尊敬し、自分もその仲間に入り共に活動したいと
思うようになりました。 

そして 2012 年の 3 月、夫との結婚を機に移住を決意しました。
日本のように快適な暮らしができないことも、現地での活動は本当
に大変な仕事であることも承知していましたが、訪れるたびにこの国の持つ内なる輝きに魅せられて、本当に自然と「夫や
子供たちと、この国で生きていきたい」という気持ちにさせていただきました。 

 
４．エクマットラハンディクラフトでの活動 

私もはじめは、夫を支えるという気持ちで、エクマットラの青空教室やグッズ販売などの活動をお手伝いしていました。そ
のうちに私自身の妊娠・出産を機に、子どもたちへの直接的な支援に加えて、その母親である貧困層の女性にも何か具体
的な支援を行いたいという思いが生れてきました。 

バングラデシュで活動をしていると、「皆が私利私欲に走らずに、富
める者が貧しい人々のために利他の精神を持てば、もっと社会が良く
なり路上の子どもたちや虐げられた女性はきっと減っていくはずなの
に・・・」と憤ることや悲しく思うことが少なくありません。しかし残念な
ことに、この世界には多くの不平等や理不尽がはびこっていて、特に
この国の弱い立場の人々は、声を上げる場所すらありません。 

路上で誰の子か分からないまま身ごもってしまった女性、夫の暴力
から命からがら逃げてきた女性、何も悪いことをしていないのに家を
追い出されてしまった女性・・・。そうした社会の暗闇の中に置かれた     

彼女たちの悲しみに触れた時に、「今の自分にできることはない
か？」と必死で考えて、始めたのが手工芸品の制作と女性の雇用でした。現在は、エクマットラのハンディクラフト部門とし
て、女性の経済的・精神的自立を目指して手工芸品を作る工房の運営を現地で行っています。 

この活動をしていて一番嬉しいことは、諦めの色を浮かべていた女性たちの瞳に、自信と誇りが満ち溢れていく瞬間に
立ち会えることです。 

貧困という名の下に理不尽に搾取され続けてきた人生から、彼女たちは、自分で機会をつかみ、努力し、自信をつけ、自
分を誇れるようになっていく。目の輝きを取り戻していく。 

そうした姿を日々目の当たりにすることで、「人間とは機会があれば変わっていけるのだ」と、この国の子どもたちや女性
たちから私自身も、改めて人間の可能性を感じ、活動を頑張る力をいただいております。 

これからも現地での活動を通じて、この国の、そしてここに生きる人々の黄金の輝きを、見守っていきたいと思います。 
 
（エクマットラハンディクラフト公式 HP：https://www.ekmattrahandicraft.com/） 
【編集部注】本稿は、渡辺麻恵会員のご寄稿の『前編』です。『後編』はメルマガ 11 月号に掲載予定です。 

 
 

子どもたちの笑顔と 

エクマットラ ハンディクラフト工房 
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■４）会員寄稿：『原忠彦教授の民族誌と現代バングラデシュ社会に見る 

“政治経済領域と社会文化領域の乖離”』 
名古屋大学特任助教授 

会員 杉江あい 
 

原忠彦教授（1934-1990）は、南アジアにおけるムスリム民族誌/村落研究の先駆者である。東京外国語大学アジア・
アフリカ言語文化研究所は、2018-2020 年度に原教授の業績を回顧するプロジェクトに取組み、今年その成果が論集 1

として出版された。 
 

１．原教授のゴヒラ村での観察 
原教授は 1962〜64 年、チッタゴン近郊のゴヒラ村でフィールドワークを行った。ゴヒラ村の民族誌には次のような観察

がある。 
集落には一つのまとまりとしての機能はほとんどない。あるとすれば、だいたい宗教的な活動に属することか、あるいは

集落における調和の維持に関することだ。生産活動には何の協調もない (Hara1991: 67)2。 
原教授が、この民族誌を著されて 50 年、このような社会の傾向は現代のバングラデシュにおいても同様に見られるの

であろうか。 
 
２．後続の村落研究における共通性と変化 
後続の村落研究 23 件の事例に当たってみた。これらの村落研究は時期も地域も様々であり、日本人による研究（6 件）

を除く殆どの研究が、原教授の民族誌を参照していないにも関わらず、原教授の上記の観察は殆どの事例に当てはまっ
た。 

（１）村落社会の活動について、秩序維持/紛争解決や土地所有/生産活動を「政治経済的領域」と、宗教的活動/社会
的儀礼を「社会文化的領域」と、２領域に切り分けて考察したい。 

（イ）「政治経済的領域」における個人主義的傾向 
村落において土地の共有や共同耕作はほとんど見られず、秩序維持や紛争解決機能は、都市化の影響を強く受けた

地域において衰退傾向にあった。紛争解決機能低下の要因の一つには村落のリーダー（マトッボル）同士の権力争い、い
わゆる「ヴィレッジ・ポリティクス」の激化も挙げられる。 

（ロ）「社会文化的領域」における共同的活動の活発化 
1980 年代頃まで、一握りの富裕層が単独ないしは主導的にモスクを建設し、管理していたケースが多かった。それが

徐々に村や集落の人びとが資金を出し合い、共同でモスクを建て、運営していく方式が増えていった。この背景には、
1980 年代以降、農村地域の人びとの暮らしも徐々に良くなり、宗教的活動に投資する余剰・余暇が増えたのではないか
と指摘できよう。 

（２）バングラデシュの村落では、「政治経済的領域」では個人主義的な行動様式が卓越し、「社会文化的領域」では共
同的な活動が活発化していると言えそうだ。 

歴史人類学者の田辺明生東京大学教授は、著書『カーストと平等性』3 の中で、インドのオディシャー州における類似し
た状況を、「政治経済的領域と社会文化的領域の乖離」と表現している。歴史的にベンガル、ビハール、オディシャーの社
会には共通性が見られることが指摘されており、上記のような現代のバングラデシュとオディシャー州の村における似通っ
た状況もその延長にあるのかもしれない。 

以上、原教授の観察した村落社会の傾向がその後の研究においても同様に見られることについて記したが、漠然として
いるだけに、読者も今一つピンとこないと方も多いのではないだろうか。そこで具体的なイメージを持っていただければと、
ここに私自身の実際の観察・経験を 2 つ紹介したい。 

 
３．事例１：「土地はあげないけど，食事の招待（ダワット）には絶対来て！」 
バングラデシュの家族法は宗教ごとに異なり、ムスリムの女性は、兄弟の相続分の半分を親から相続する権利を持つ。

しかし、原教授の民族誌でも言及されているように、実際に女性が土地を相続することは稀だ。女性は相続権を放棄する
代わりに，兄弟に経済的な保証を求める慣行が見られる。しかし、私のフィールドのある家庭では，婚出した妹が父親の土
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地を相続する権利を諦めず、妹の相続分である土地を実質的に所有していた兄と揉めていた。こういった土地争いは、よく
聞く話である。 

ある日、ラマダーンのイフタール（夕方の断食明けの食事）だったか、家族の冠婚葬祭だったか、記憶が定かではないが、
兄が何かの機会に親族や近隣の人びとに食事の招待をした。しかし、妹とその家族は招待されたにも関わらず、行かなか
った。すると兄から妹に電話がかかってきて、兄は「なんで来なかったんだ」と泣きながら妹の薄情さを責めた。私からしてみ
れば「土地の問題があるから妹だって行かないんでしょ。そんなに妹のことが好きなら土地をあげればいいのに…」と、兄の
することにちぐはぐな印象を受けた。 

 
４．事例２：「仲介料は返さないけど，外国人（ビデシ）には何かおごってあげるよ！」 
バングラデシュ人である私の夫が、ダカでパスポートを取得しようとしたときのことである。当時、バングラデシュにはパ

スポートを発行する機関が 1 つしかなく、パスポートの申請・取得には多大な労力と時間、お金を要した。正式な申請手続
きを経てもなかなか取得できなかったので、何とか早く取得できるように、パスポート・オフィスの周辺をうろうろしている仲
介屋に法外な仲介料を払った。 

彼には高額な仲介料（確か、5 千タカ程度）を取られ、悔しいと思っていたら、その直後に彼は「あなたの奥さん、外国人
なんでしょ。何か食べさせてあげるよ」と夫に何度も申し出た。私は思わず、「何もおごってくれなくていいから、仲介料返し
て！」と口走りそうになった。彼にとって、都会に出てきて右も左もわからないような田舎の夫婦から高額な仲介料を取る経
済的行為と、遠くからやってきた外国人をもてなすという文化的行為を同時に行うことは矛盾しないようであった。 

 
 「政治経済的領域と社会文化的領域の乖離」がバングラデシュ社会でどれほど一般性を持っているかについては、さ

らに実証的に検証していく必要がある。しかし、2 つの事例に接して、「そういうこと、私もあった」「それ、バングラデシュある
ある」と思ってくださる読者が数多くいらっしゃるかもしれない。もしそうならば、この「政治経済的領域と社会文化的領域
の乖離」は、時代や地域を超えてバングラデシュ社会に共通する傾向と言えるかもしれない。 

  
 

１Togawa, M. and Dasgupta eds. 2021. Kinship and Family among Muslims in Bengal. New Delhi: 
Manohar. 
２Hara, T. 1991. ‘Paribar’ and Kinship in a Moslem Village in East Pakistan, Tokyo : Institute for the Study 
of Languages and Cultures of Asia and Africa. 
3 田辺明生 2010．『カーストと平等性—インド社会の歴史人類学』東京大学出版会． 

 
［参考］原忠彦教授の民族誌研究の業績回顧に関する寄稿 
・メルマガ 2020 年 3 月号（69 号）外川昌彦『原忠彦教授の業績（その１）』 
・メルマガ 2020 年 5 月号（71 号）外川昌彦『原忠彦教授の業績（その２）』 
・メルマガ 2020 年 9 月号（75 号）杉江あい『村における開かれた家族生活』  
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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 6 月）：  
援助国のパキスタンへの対応と印の難民問題の国際化キャンペーン』 
－バングラデシュ独立・国交 50 周年記念シリーズ No.12－ 

理事 太田清和 
 

１．世銀の東パ視察 

3 月末の武力弾圧以降、国軍は東パを軍事封鎖した。東パで何が起こっているか、国際社会には分らなかった。ダッ

カに外交公館を置く、日米英などでさえ、ダッカはともかく、地方で何が起こっているか分らなかった。５月中下旬に、国

軍が外国人記者向けの取材ツアーを 2 回にわたり手配した。国軍が記者達を虐殺現場に連れて行くと、住民と名乗る

人達が出て来て、「虐殺はヒンドゥー教徒/AL 過激派が行った」と証言した。 

（１）カーギル世銀調査団の東パ訪問 

６月にパリで、18 日に対印、21 日に対パの援助国会議（西側 11 ヶ国）が予定されていた。印パ両国の援助は、例年

パリ援助国会議で、印パが各々経済計画を提示し、ドナーよりプレッジを受ける形で行われていた。とりわけ 71 年 6 月の

会議は、印パ両国にとって５カ年計画（71〜76 年）の初年度に当たるだけに重要であった。加えてパにとっては、債務の

リスケジュール（返済猶予）が認められるかが懸かっていた。 

5 月 30 日〜6 月 11 日、世銀の調査団（カーギル団長以下 10 名）が、パリ援助国会議へ向けて報告書を作成のた

め東パ現地を視察した。国軍は、視察団一行を囲い込むように広報宣伝のツアーに力を入れた。カーギルは英国人。世

銀でカラチ在勤務歴があり、世銀本部で対パ援助を手掛け定期的に現地出張。そして今は南アジア部長。対パ援助問

題では右に出る者はいなかった。  

ティッカ・カーン戒厳令司令官以下国軍は、東パが正常化の方向にあると力説した。ところが世銀一行のダッカ滞在

期間に、市内では爆発音がとどろきゲリラ活動が活発化した。6 月 6 日、ティッカ・カーンが世銀一行を知事公邸の夕食

会に招待すると、公邸の近辺で爆弾が炸裂し、銃撃戦が開始された。投宿先のインターコンティネンタル・ホテル側は世

銀一行に対し、クラークからルームメイドに至るまで、次から次へと国軍の住民虐殺の証言・証拠を提供した。 

（２）カーギル報告 

（イ）6 月 10 日、カーギルはティッカ・カーンとの最終協議で（今次視察では「見るべきはすべて見、聞くべきはすべて聞

いた」と前置きした上で）次の通り述べた。 

(a)国軍の軍事行動の経済的影響は次の 4 点である。 

・市町村の破壊：ゲリラは選択的に破壊したが、国軍は無差別に破壊した。 

・交通網の破壊：弾圧直後にゲリラ側が国軍の軍事行動を阻止するため破壊した。 

・車両/船舶の喪失：国軍の徴用、所有者の隠匿、印への搬出の３ケースがある。 

・住民の恐怖と不安：これが最大の懸案である。 

(b) 戒厳令では治安は回復しない。国軍が東パに駐留し、治安回復と称し、AL やヒンドゥーを攻撃し、ゲリラに報復を行

っていることが、住民が恐怖と不安を抱く根本原因である。 

(c) パが債務危機に陥っていることは認める。パの公的債務返済比率（Debt Service Ratio）は、71 年初めの時点で

危険水準 20%を上回る 23%。アユブ・カーン時代、外国からの巨額の借入れで経済繁栄を享受してきたが、融資が

満期を迎え、構造的な債務問題となっている。 

(d) 東パ復興のため、3 億ドル（資金援助・商品援助）と２億ドル（食糧援助）の 5 億ドルが必要であると見積もった。援

助を行うにあたって政治的安定の確保が必要である。 

（ロ）ティッカ・カーンは、カーギル世銀団長の厳しい評価を受け容れず、激しいやり取りとなった。そして世銀の評価をそ

のまま中央政府に報告することもしなかった。そのため西パ新聞では「カーギルは東パの回復を楽観視」という見出し

が踊る始末だった。 
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２．パリ援助国会議/非公式協議とヤヒアの民政移管演説 

（１）パリ援助国会議/非公式協議 

（イ）6 月 18 日、パリで対印援助国会議が開催された。印は東パからの大量難民流入が経済発展計画の重荷となって

いると訴え、71-72 年度に 11.5 億ドルのプレッジを得

た。印代表団は引続きパリに留まり、21 日の対パ援

助国会議に向けてロビー活動を行った。 

（ロ）21 日、パリの対パ援助国会議では、会場の雰囲気

が凍り付いた。 

(a) カーギル団長が口頭で、世銀の現地視察での厳し

い見方を報告し、政治の安定が回復しない限り、新規

援助を見合わせるべきであると勧告した。 

(b) 日本代表団の阿曾村邦昭南西アジア課首席事務

官は次の発言を行った。 

・日本は、5 月 1 日の直前、突如パより一方的に債務モラトリアムの通告を受けた。  

・日本は、パの債務モラトリアムを受入れ、返済猶予の期間に利子を求めないこととした。 

・債務を返済しない国に、新規に融資することはできない。 

議長（スウェーデン人）は、「truism（自明の理）である」とコメントした。他の援助国からの発言はなかった。こうして対

パ援助は「政治的安定」が前提条件となることとなった。 

(c)西欧援助諸国から、東パ住民の救援が急務であり、国連の監視下で人道支援を行うべきであるとの意見が表明され

た 

(d)同会議では援助国側からプレッジが行われなかったので、「援助国会議」でなく「非公式協議」と呼ぶこととなった。 

（ハ）西パ紙は、「日本が債務返済しない国に新規融資はしない」と発言したことを報じ、パ国内で大きな反響を呼び、日

本への反発が広まった。 

（２）カーギル報告書の取扱い 

（イ）マクナマラ世銀総裁は、カーギル報告書（文書）の高度な政治性に鑑み、世銀内の配布すら禁じ、お蔵入りにしよう

とした。しかしカーギル調査団から反発を招き、同報告書は、7 月 13 日付け New York Times 紙で報じられた。リー

カーは、調査団の一員として報告書の起草に当たったファン・デル・ヘイデン（オランダ人）。マクナマラは、世銀内の

幹部に限定してではあるがカーギル報告書の配布を余儀なくされた。 

（ロ）因みにファン・デル・ヘイデンは、1950 年代、世銀の対日融資交渉団の一員であった。世銀が交渉で日本側に宿

題を出すと、翌日、日本側団員達が目を血走らせて答えを出してくる。そこで交渉後また世銀側より宿題を出すと、そ

の翌日、日本側団員達が充血した目で答えを出してくる。対日交渉では、このやりとりが繰返えされた。ファン・デル・

ヘイデンは「こんな融資先は見たことはない。日本は必ずや経済発展してすばらしい国になる」と確信したという。 

（３）ヤヒアの民政移管演説  

（イ）6 月 28 日、ヤヒアは、かねてからの予告通り、武力弾圧後の東パの方向性を示すべく、民政移管演説を行った。 

・国軍は、印/AL の国家分裂の破壊行動から東パを救った。今や東パは平穏になった。 

・非合法化した AL 議席を 2 分する。反逆しなかった議員の議席は剥奪せず、反逆した議席は剥奪し、補欠選挙を行

う。 

・憲法は、政府の憲法委員会が起草する。 

・これらの目標達成に 4 ヶ月かかる。 

（ロ）日本外務省の評価は、次の通りであった。 

・武力弾圧への反省がない、国際世論の厳しい非難の声に耳を傾けるべきである。 

東パからインドに逃れる難民 
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・東パがほぼ AL 支持であると理解出来ていない。これでは東パの政治的安定は不可能。 

・国内の民心をつかみ、ドナーから援助を得ることに役に立たない 

（ハ）ヤヒアの演説の目的は、民政移管の道筋を示すことによって、①債務の繰り延べを図り、②5 億ドルの西側援助を

求めることであった。カーギル報告書とパリ非公式協議を受けてのヤヒア演説は、何とも「間の抜けた」回答となった。 

 

３．東パ難民の大量インド流入 

（１）東パ難民の大量流入 

（イ）東パから越境してきたのは、①まず AL 指導者、②次いで抗戦していた国軍ベンガル兵、国境警備隊、警官隊、③そ

して国軍/民兵/ビハーリーの襲撃から逃れたヒンドゥーであった。東パで国軍の掃討作戦が行われていたため、不安

と恐怖に脅えて印に流入してきた。国軍は、イスラム教の宗教的浄化をめざしているように見えた。また大量の難民を

印に押し出すことにより、印の社会経済への負荷をかけようとの意図も窺えた。 

6 月以降の難民となると、必ずしも国軍の直接の脅威によるものではない。国軍駐留で力関係が変化した東パ社

会にあって、民兵/ビハーリーそしてムスリムがヒンドゥーを圧迫し、追い出したものが殆どであった。難民の 80%がヒ

ンドゥー。住民間でむごい宗派対立(Communalism)とみにくい財産/利権の争奪とが絡んで、東パは凄惨な様相を

呈していた。 

（ロ）難民数は、印政府発表では、5 月に 300 万、6 月に 600 万、8 月に 800 万、11 月に 1000 万とうなぎ昇り。パは

印政府の数値には誇張があり、その 1/2〜1/3 程度であるとしたが、米国務省は印の数値が実態に近いとした。印が

現場（国境/キャンプ）を抑えている以上、国連は印の数値を受け容れる外はなかった。 

1947 年の印パ分離独立の際は、東パより印に移住したヒンドゥーが 260 万人。分離独立時を上回る膨大な難民

流入である。国境周辺の村々は難民で溢れかえり、数多くの村で、村民より難民が多い状態になった。 

（ハ）社会経済面では、難民は印にとって重い負担となった。印は 5 カ年経済計画を部分的に取止め、難民の受入れと

支援に回すことを余儀なくされた。食糧問題、コレラの発生など衛生問題、雇用問題など地域社会への影響も深刻で

あった。 

（２）難民という政治カード 

（イ）政治面では、印は難民という強力なカード、「切り札」を手にした。 

・難民の悲惨なキャンプ生活には、誰しも同情を寄せる。パの非人道性を世界にアピール出来る。 

・国際的な人道援助を訴えることを通じ、国際社会を巻き込んで行くことが出来る。 

・東パ難民より若者をゲリラ（ムクチ・バヒニ）にリクルートすることが出来る。 

・そして何よりも、「東パ難民が安全に帰還できるような条件を創り出す」という、軍事進攻の『大義名分』を得た。 

（ロ）したがって東パ難民が印国内に移住し、印社会に吸収されることはあってはならない。東パ周辺の国境地域に囲い

込み、いわば『人質』として隔離幽閉しておかなくてはならない。 

（ハ）印は、難民キャンプ、軍事訓練、ゲリラ、臨時政府の管理を徹底した。 

・難民キャンプでは、パの諜報部員、学生過激派などが紛れ込まないよう警戒を払った。 

・国軍ベンガル兵、国境警備隊、警官は、軍事訓練はほとんど必要なく、武器・弾薬を供与すれば足りたが、指揮命令

系統や統率を欠いているので、印として目が離せなかった。 

・難民キャンプからリクルートした若者達には、軍事訓練を施し、解放軍に仕立て、印の軍事進攻を支援させ、独立達

成後は新国家の国軍兵力になることを期待した。 

（ニ）印は、バングラデシュの臨時政府のすべての対外文書に事前承認を求めた。これは AL 指導者の不興を買ったが、

印としては、東パ軍事進攻に向けて一元的かつ一貫した対応が不可欠であると考えていた。 
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４．インドの東パ問題の国際化キャンペーン 

（１）特使の派遣（ライ特使の訪日） 

印は、難民問題を『大義名分』として東パ問題の国際化のキャンペーンに乗り出した。 

（イ）印は、6月5日よりシン外相をソ連、仏、英、米の安保

理常任理事国に派遣した。6 月 8 日、最初の訪問先で、

印ソ共同コミュニケが発表された。「難民が安全に帰

還できる措置が必要」と書き込まれたことは、印の最

終目標を明確に示していた。 

（ロ）日本には、ライ特使（教育相）が来訪し、6 月 8 日 佐

藤総理にガンジー親書を手交した。ライ特使は、大量

の難民問題に議題を絞り、①印にとり経済、社会、政治、

安全保障問題となっている、②受入れ負担が重いとして難民支援を要請し、③そして「難民が安全に帰還できる条件」

を創り出すため、日本に東パ問題解決に向けて影響力の行使を求めた。 

佐藤総理は、①東パ問題はパ自身により解決すべきである、②難民支援を行う用意がある、③印には自制ある対

応を求めた。6 月 30 日付けで佐藤総理よりガンジー首相に返書が発出された。同返書では、①東パ問題の政治的解

決により、亜大陸の平和の維持を期待する、②難民救済のため 9 億円拠出を決定した、③印が大国として自制ある対

応を取るよう期待する、と述べられている。 

（２）国際世論戦（J. P. ナラヤンの訪日講演） 

東パ問題はパの『内政問題』。この『内政問題』という立ちはだかる壁に向けて、印としては国際世論に訴える、世論

戦に力を入れた。 

（イ）6 月、ガンジー翁と特に親しかった著名な平和運動家 J. P. ナラヤンが訪日した。5 月 19 日、フセイン駐日大使は

外務省に対し、ナラヤンの入国を拒否し、仮に入国しても政治活動をさせないよう申入れた。これに対し須之部アジア

局長より、①有効な旅券で観光ビザであれば、わが国の入管管理上拒否できない、②また講演することも、憲法で

『言論の自由』が保障されており止めることが出来ない、として申入れに応じなかった。 

（ロ）6 月 18 日、ナラヤンは、日本記者クラブと私学会館で「世界はパキスタンの残虐をなぜ黙過するのか」と題する講

演を行った（私学会館の講演会は、ガンジー平和連盟/サルボダヤ交友会の共催）。 

ナラヤンは、ガンジーの非暴力平和思想の流れに立って、ムジブルの非暴力運動を肯定・支持しつつ、ヤヒアの武

力弾圧の理不尽と残虐を放置してはならないと訴えた。これは誰にも分りやすく、うなずくことが出来る話であった。 

   
 
 

■６）イベント、講演会の案内 
 
□日本バングラデシュ協会第 8 回社員総会のご案内 

2021 年 6 月 26 日（土）11：00〜12：00 に第 8 回社員総会を予定しおります。 
 すでに、総会資料を事前に発送いたしております。お手元に届いていない方は、ご連絡をお願いします。 

また、総会はコロナ禍のため、ＷＥＢ配信にて行います。 
アクセス方法については、後日メールにご連絡いたします。 

 
 
 
 
 

マハトマ.ガンジーと J.P. ナラヤン 
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■７）『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/ 
 




