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日本バングラデシュ協会の皆様へ  
 
今般、泉裕泰大使より、「バングラデシュの可能性」題する寄稿が寄せられましたので、特別号として配信します。 
本寄稿は，2019年 5月 9日に大手町クラブで行われた、日本バングラデシュ協会第 29回講演会での、泉裕泰駐バン

グラデシュ人民共和国特命全権大使講演の講演録を、泉大使ご自身により会員の皆様へのご寄稿の形とすべくまとめて
頂いたものです。この寄稿そのものが、論点に富み、それなりの長さに及び、独自の意義を有していることから、『メール・マ
ガジン 6 月号(59 号)』にあわせ独自に『メール・マガジン 6 月号特別編（60 号）』として、会員の皆様に配信することとし
ました。 
 本寄稿の内容は、全く泉大使個人の見解でありますところ、その内容は会員の間に留めて頂くこととし、対外的引用や
転載は差し控えて頂くよう厳にお願いします。 
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「バングラデシュの可能性について」 
在バングラデシュ特命全権大使 
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１．はじめに 
 
シュボ ションダ！みなさん，こんばんは！ 
ただいま，ご紹介にあずかりました駐バングラデシュ大使の泉です。本日はお忙しい中お集まり頂き，ありがとうございま

す。どうかよろしくお願いいたします。2017年 9月にダッカに着任して以来，1年半以上が経過して，また，いろいろと感じる
ところがでてきたものですから，本日のこの報告会を開いて頂くことにいたしました。「いろいろと感じるところ」というのは，
主に，最近の，特にここ数ヶ月のバングラデシュを巡る変化についてです。バングラデシュ自体はまだそれほど外見が大き
く変わったというわけではありませんが，世界のバングラデシュを見る目がこのところ大きく変化してきた，そのことを現場に
いる者として，最近，非常に強く感じている次第です。 
 
今年 3月，ミラー駐バングラデシュ米国大使は，ダッカで開催された「米国貿易展示会」のキックオフ･プレスブリーフィン

グにおいて，「バングラデシュは，中国とインドの影の中から脱してきている（come out of the shadow of both China 
and India）」として，「今後 3 年間の内に，これまで北京やデリーを訪問していた米国の多くの企業経営者達はバングラデ
シュを訪問するようになるだろう」と述べました。また，米国ペンス副大統領は，昨年 11 月に，APEC 首脳会議に先立つ
CEO会合で演説し，「インド太平洋地域に対する米国の投資総額は 1兆 4千億米ドル（約 157兆 9500億円）にのぼり，
インフラ投資支援融資枠を今後更に 600 億米ドル（約 6 兆 8 千億円）規模にまで拡大する」旨を表明しています。 
 
そして，昨年末の選挙で大勝したハシナ首相は最初の外国訪問先として，2 月にドイツ，次いでアラブ首長国連邦に赴き

ました。ドイツでは，国際会議への参加が主目的である旨の対外説明でしたが，早速，ジーメンス社との間でパイラ地区にお
ける 3600MWの LNG発電所建設契約（約 28億米ドル）を結んでいます。またアラブ首長国連邦では，同じくパイラ地域
における LNG 受入基地の建設に合意（ENOC 社）し，更にはマタバリ地区における経済特別区設立についても言及して
います。3月にはサウジアラビアの商業大臣一行がバングラデシュを訪問し，今後，250億米ドル（2兆8千億円）の対バン
グラデシュ投資を行う旨を表明しました。中でも，ARAMCO 社は石油精製所，石油化学コンプレックス等 70 億米ドルとも
150億米ドルともいわれる大型投資を実施する意向を固めたようです。そして，あるバングラデシュ政府の高官は，わたしに
対して，「サウジアラビアは海外資産投資を活発化させており，将来に向けて更に巨額の対バングラデシュ投資を行う意向
を伝えてきている」旨内話するところがありました。 
 
従来，「バングラデシュの可能性」に目覚めていたのは，日本を除けば，中国，インド，韓国，それにごく一部の東南アジア

諸国くらいでしたが，今や，アメリカ，ドイツ，中東諸国が続々と参入して来ようとしています。彼らは何故，また何を目指してバ
ングラデシュに来ようとしているのでしょうか。今日は，私なりの観察を皆さんにご紹介して，ご批判を仰ぎたいと思います。 
 
なお，本日わたしの申し上げることは，全く個人の見解であって，いかなる意味においても日本政府の見解を代表するも

のではないことを，あらかじめはっきりと申し上げておきたいと思います。また，録音やビデオ撮影，講演内容の対外的引用
などは，どうか厳にひかえて頂くようお願い申しあげます。 
 

 
２、 バングラデシュの国力と可能性 
 
世界地図を広げてバングラデシュの位置を見れば，面白いことに気がつきます。それは，インドと中国，それに東南アジア

という世界の三大成長市場を線で結んだときにできる三角形，それをわたしは「成長のトライアングル」と呼んでいますが，
その三角形の中心にバングラデシュが位置しているということです。バングラデシュには，おそらくは 2 億人近い人口（公
式には 1.6 億人）が暮らしていますが，それだけでも莫大な国内市場を形成しています。国土面積だけを見ると，北海道二
つ分の大きさしかありませんが，人口を見るとバングラデシュが「大国の資格」を潜在的に備えた国であることが理解でき
ると思います。バングラデシュの平均年齢は 24 歳であり，人口の年齢構成も非常に若く，今後，2055 年までの長期に亘っ
て「人口ボーナス」が保証されていると言われています。 
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バングラデシュは，1990年代半ば以降，20数年間にも亘って，連続して5%以上の経済成長を達成してきました。特にこ
こ数年は 7%を超え，バングラデシュ政府によれば，今年は 8.13%の成長が見込まれています。多くの経済学者が，「バング
ラデシュでは既に経済テイクオフが始まっている」と見ています。バングラデシュのGDPは，2017年の数字で約 2615億
米ドルですが，これは，ベトナム（2204 億米ドル）とカンボディア（221 億米ドル）を合わせた額よりも大きく，実にミャンマー
（673 億米ドル）の 4 倍弱の経済規模となっています。バングラデシュ経済の思いのほかの大きさに驚かれる方も多いの
ではないでしょうか。国連によれば，発展のスピードはインドと並び世界のトップクラスであり，10 年後にはフィリッピンを抜
いて世界第 26 位（現在第 42 位）の経済になると予測されています。 
 
また，バングラデシュ政府によれば，国民の年平均所得は，2017年には 1620米ドルであったものが，2019年現在では

1909 米ドルと年間 8％以上もの伸びを示しています。 1000 米ドルを超えたのがつい 6 年前の 2013 年であったことと
考え合わせると，これは驚異的な伸びと言えます。平均所得はダッカ市内では全国平均の二倍と言われていますが，ダッ
カ市の人口は約 1000 万人，近郊を合わせた「大ダッカ都市圏」では 2000 万人になるとも言われていますから，既にそれ
だけの規模の人口が3000ドルを超える平均年収を得ていると見ることができます。ホンダは，年平均所得が1000米ドル
から 1500 米ドルになったのを契機に，2018 年にアブドゥルモネム経済特区でのオートバイ生産を始めました。しかし，ダッ
カ市内に限って見れば，既に四輪自動車の普及水準に達しつつあることが解ります。バングラデシュ政府は，目下，今夏以
降のタイミングでハシナ首相が直接表明する方向で「バングラデシュ四輪自動車戦略」の策定を進めており，日本企業の
進出を強く期待しています。JETRO ダッカ事務所によれば，バングラデシュの GDP 構成比（民間消費＋政府支出＋投資＋
輸出－輸入）からは，既に民間消費主導（68.7%）の経済との特色が鮮明になっており，地方消費も大変旺盛であるとのこ
とです。バングラデシュの経済発展は，投資や輸出のみではなく，何よりも国内消費市場の着実な成長に支えられていると
いうことでしょう。巨大な人口を擁するバングラデシュは，今後，消費市場として更に大きく伸びていくことが期待されます。 
 
労働者の賃金水準も気になるところですが，2018 年時点での JETRO の調査資料によれば，製造業･一般工の月額賃

金は，ダッカで 109 米ドルとなっています。これは，北京 698 米ドル，ニューデリー265 米ドル，クアラルンプール 413 米ド
ル，ハノイ 217 米ドル，プノンペン 201 米ドルなどと比べて，圧倒的に安価であると言うことができます。日系の衣料品メー
カーからは，「チャイナ・プラス・ワンでヴィエトナムに行こうと思ったら既に労働コストが跳ね上がっており，隣のラオスやカ
ンボディアはマーケットとして小さすぎ，ミャンマーも政権が代わって期待したほど経済発展の見通しが得られなくなったの
で，結局，バングラデシュにやってきました」というような話を聞きます。因みに，「バングラデシュの次はどこですか」と聞いた
ところ，「エチオピアでしょうか」との答えが返ってきました。エチオピアは日本企業にとっては距離的にかなり遠くなります
ので，わたしとしては，「日系企業にバングラデシュで是非とも頑張って頂きたい。その為に大使館としても全力で支えてい
く必要がある」との思いを強くする次第です。 
 
さて，バングラデシュの対外公的債務は，IMF 統計によれば，2017 年度に 350 億米ドルで，内訳は，国際機関 233 億

米ドル（66.6%），日本 32 億米ドル，中国 10 億米ドルでした。国際機関からのマルチの借り入れが 2/3 を占めていること
が極めて特徴的です。二国間の借り入れは日本からがトップで，第二位の中国の 3 倍となっていますが，これを見ても，特
定国に偏らないよう細やかな配慮がなされていると言えます。対外借り入れの対 GNI 比率は約 18％であり，ヴィエトナム
の49%と比べてかなり健全な水準と言えそうです。また，バングラデシュの外貨準備高は334億米ドル（2017年）で，世界
第 46位。ニュージーランド（207億米ドル）よりも多く，オランダ（384億ドル）を射程に入れています。この対外債務と外貨
準備のバランスもまた，スリランカのような「債務の罠」に陥ることを注意深く避けようとするバングラデシュの慎重な姿勢を
垣間見せてくれると思います（因みにスリランカの対外債務の対 GNI 比は 59%）。 
 
以上を要するに，バングラデシュの経済は，南アジア諸国は言うに及ばず，世界的に見ても，これからの投資先としてかな

り有望であると考えられており，最近，この認識が国際的に次第に広く共有されるようになってきているということです。今
後，各国の対バングラデシュ投資は一層活発化することは間違いありません。これはバングラデシュにとっては非常に良
いことですが，同時にまた，今後，日本のライバルが大きく増えていくということをも意味していると思います。 
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３． ベンガル湾の戦略的価値 
 
バングラデシュは，2012年にミャンマーと，2014年にインドとの間で，バングラデシュに有利な形での仲裁方式による海

上境界画定に成功しました。その結果，バングラデシュは，現在，内水･領海･排他的経済水域･大陸棚を合わせておよそ
14.6 万平方キロの水域を保有しています。この水域は，ほぼベンガル湾の中央部を占めていながら，全くの未開発状態に
あります。マグロのほか多くの水産資源があると見られるほか，豊富な海底鉱物資源，特に石油･ガス田の可能性があり，ま
た風力・太陽エネルギーなどの代替エネルギー資源も存在しています。バングラデシュの経済発展にとって，この海のフロ
ンティアは，今後，ますます重要性を増してくるものと思われます。「ブルー･エコノミー」は，最近ハシナ首相が頻繁に用いる
キーワードであり，バングラデシュは，「処女地」であるベンガル湾の資源開発への日本企業の参画に強い期待を寄せてい
ます。 
 
地政学的には，ベンガル湾は，インドの後背部を扼しており，中国の「一帯一路」とインドの「アクト･イースト」の二つの戦

略がぶつかり合う最前線となっています。中東･東アフリカからの輸入エネルギー資源の多くを，マラッカ海峡を経由した海
上輸送に依存する中国は，ベンガル湾に面するミャンマーのチャウピウ港から雲南省に抜けるガス･石油パイプラインを敷
設しており，このパイプラインのバイパスを，ベンガル湾にもう一カ所，できればバングラデシュに設置したいところです。また，
インドにとっては，バングラデシュは，陸の孤島となっている北東部諸州（セブン･シスターズ）とインド本土とをつなぐ重要な
回廊としての意味を有しています。このように，ベンガル湾は中国にとっても，インドにとっても重要な戦略上のポイントとな
っています。中国は，近年，バングラデシュに潜水艦を 2 隻売却しましたが，これにより，バングラデシュ国内に中国海軍のエ
ンジニアが配置されることになります。他方で，中国は，チャウピウ港に次ぐ，ベンガル湾における「深海港」をバングラデシュ
において獲得する意欲を既に明らかにしていることから，まずは軍事協力を行い，次第に影響力を浸透させていくつもりな
のではないかと疑われています。このあたりはバングラデシュとしても強く意識し，警戒しているところでしょう。地政学をに
らんだ，こうした中国の積極的な動きは，インドを強く刺激し，安全保障上の警戒感を著しく高めることにつながっています。 
 
このような中，日本は米豪印とともに，「自由で開かれたインド太平洋（Free and Open Indo-Pacific）」を提唱し，国際

公共財としての海洋の利用･発展を呼びかけています。これは当然ベンガル湾にも適用されるものであり，バングラデシュ
政府もブルー･エコノミーを支える経済発展戦略として評価してくれています。ベンガル湾は，経済･資源面からも，地政学
的な意味合いからも，ますますその重要度を増してきており，そのことに，今，世界の注目が次第に集まり始めている状況に
あります。 
 

 
４． バングラデシュと日本 
 
バングラデシュはかつてインドやパキスタンの一部でしたが，バングラデシュについて，これらの国々と同様に考えると基

本的な誤ちをおかすことになります。バングラデシュは，インドやパキスタンに比べ，より多く東南アジアの色彩を有している
国です。民族的にもより雑多であり，宗教は世俗的でより寛容です。バングラデシュの人に聞いてみてください。彼らも毎日
カレーを食べますが，きっと「インドやパキスタンのカレーは辛すぎて口に合わない」と言うことでしょう。わたしはこの言葉を
聞いて，なんだかバングラデシュのことをとてもよく表しているように感じ，大変共感しました。インドやパキスタンにおける事
業で「辛い」目に遭った日本企業の方，もしいらっしゃったら，どうかご安心ください。バングラデシュはそれほど「辛く」はあ
りませんから。（笑） 
 
バングラデシュは伝統的な親日国です。そして，ハシナ政権は折り紙付きの親日政権と言ってもよいと思います。昨年末

の総選挙で（選挙のプロセスこそいろいろありましたが），与党アワミ連盟は圧勝し，ハシナ首相の指導の下，今後 5 年間の
長期安定政権が確立しました。政権成立後，ハシナ首相は，建国以来の老政治家を一掃し，ビジネス経験のある若手政治
家を大胆に起用しましたが，この意欲的な新内閣の組閣は明らかに今後 5 年間のバングラデシュの経済発展を一挙に推
し進めることを企図したものです。バングラデシュは，これからのバングラデシュの経済発展を日本の協力を中心として進
めたいとの意向を示しており，駐在大使としては，日本への大変な信頼に身の縮む思いがします。 
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バングラデシュは何故これほどの親日国なのでしょうか？それはバングラデシュの独立以来の歴史的経緯が深く関わ

っています。かいつまんで申し上げれば，次のような経緯がありました。 
 
バングラデシュは 1971 年にパキスタンから独立しますが，独立前夜，パキスタン軍はほとんど無抵抗のバングラデシュ

の一般庶民に襲いかかり，特に独立後の国の中心となるべき知識人や学生を虐殺し，基幹となるべき産業施設を悉く破壊
しました。独立に際してパキスタン軍の行為によって犠牲となった人々の数は，バングラデシュによれば，300 万人とも言わ
れています。パキスタンのこれらの行為は，バングラデシュを徹底的に痛めつけることにより，独立後も長期に亘ってバング
ラデシュをパキスタンよりも劣った存在にとどめておくことを企図したものでしたが，当時，この行為はほとんど世界に報じら
れることはなかったといいます。バングラデシュの独立は最終的にパキスタンに反対するインドの介入によって達成されま
したが，バングラデシュの国造りはゼロ，あるいはマイナスからの出発を余儀なくされたのでした。あるバングラデシュの政
治家は，「当時の苦難の記憶が，現在のロヒンギャの人々に対する深い同情につながっている」とわたしに語ってくれまし
た。 
 
当時，パキスタンを支持する中国はバングラデシュの独立に強硬に反対しました。国連における代表権の回復に成功し

た中国は，バングラデシュの国連加盟申請を安保理における 3 度の拒否権の行使を含め，3 年間に亘って妨害し続けまし
た。中国の国連安保理における最初の拒否権行使が，バングラデシュの国連加盟申請に執拗に反対するものであったこ
とを，バングラデシュの人々は決して忘れることはないでしょう。1972 年当時，アメリカはパキスタンの仲介を受けて，ニクソ
ン大統領が中国を電撃的に訪問し，米中関係の正常化に向けて大きな一歩を踏み出していました。この仲介の労への借り
もあり，アメリカは，結局，パキスタン側につくのです。当時のキッシンジャー国務長官が，バングラデシュを指して，いくら援助
しても援助の甲斐のない「底の抜けたバスケット（bottomless basket）」と意地悪く揶揄したことは，今も，バングラデシュ
の人々の心の中に苦い記憶として残っています。ですから，昨年，バングラデシュが LDC の卒業基準を充たした時，バング
ラデシュの新聞は一面トップに「バングラデシュはもはや『底の抜けたバスケット』などではない」との見出しをつけて書き
立てたものです。ニクソン訪中は，東西冷戦構造の中にあって，当時のソ連をインド側に動かします。ソ連とインドが支持し
た結果，バングラデシュは「東側」に組み込まれますが，ご承知の通り，バングラデシュは，現在，社会主義とはあまり縁のな
い世俗ムスリムの国家となっています。（ソ連の影響はソ連自身の崩壊もあり，今のバングラデシュにそれほど色濃いもの
ではありませんが，空軍がロシア製の航空機を使っていることとか，ロシア製の原子力発電所を導入したことなどに一部現
れています。）バングラデシュの独立は，インド軍の介入と支援があったからこそ達成できたと言っても言い過ぎではありま
せん。しかし，独立後もインド軍は撤退せず，占領軍のような存在となったため，二国間でインド軍の撤退問題が発生します。
インドはバングラデシュを囲い込むように三方から国境を接しており，また，ビッグ･ブラザーとしてバングラデシュの内政に
も「上から目線」で介入してくるために，バングラデシュにとって「大変怖い存在」となったわけです。このような訳で，バング
ラデシュは大国が大嫌いです。アメリカ，中国，インド，どれをとっても安心できる相手ではありません。バングラデシュは，生
き延びるために，伝統的に，地域パワーに偏らない「バランス外交」戦略をとっています。 
 
このような中，日本はバングラデシュにとって特別な存在でした。当時，和歌山県選出の自民党三木派の国会議員に早

川崇さんという方がいらっしゃいました。早川議員は 1970 年東パキスタンを襲った巨大サイクロン被害の頃から支援の
為の街頭募金活動をやっておられたほどの活動的な人でした。早川議員の働きかけにより，日本は独立後間もないバング
ラデシュを米に先駆けて国家承認するのです（1972年 2月 10日）。当時の日本の新聞は一面トップでこれを報じ，（外務
省の人間がこれを言うのも少し気が引けるのですが，）「戦後初の対米独立自主外交」との見出しが躍ったそうです。バン
グラデシュはこのときの日本政府の対応を国民をあげて評価してくれました。日本はバングラデシュの独立以来の「オリジ
ナル･フレンド」であるとして，バングラデシュは今に至るも日本に信頼を寄せてくれています。日本とバングラデシュの国旗
が似ているのは，バングラデシュが日本の戦後の経済発展にあやかりたいと考えたからであるとか，ハシナ首相の父親の
ムジブル･ラーマン初代大統領が「アジアで頼るべき国は日本である」とハシナ首相に存命中に語っていたという話，更に
はニューヨークに事務所を構える余裕のなかったバングラデシュ国連代表団に日本の国連代表部が会議室を執務室とし
て提供していたという話など，二国間を結ぶ「美談」は数多く残されています。広島出身のわたしを特に感動させたのは，学
校の教科書で広島の悲劇を学んだバングラデシュの子たちが，20 年以上にも亘って，毎年「広島原爆 Day」に慰霊祭をし
てくれていることを知ったことでした。 
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５． 日本の経済協力戦略 
 
日本の経済協力は，かつては中国やインドネシアがメインの対象でしたが，今では大きく南アジアにシフトしています。

ODA の最大の供与先はインドですが，第二位はバングラデシュで，円借款の対バングラデシュ年間供与額 2000 億円は
対インドの約 6 割に相当します。バングラデシュは，近年，債務を期限通りに着実に返済しており，円借款の借り手として大
変ありがたい存在です。ADB も世界銀行もバングラデシュへの融資に積極的であり，日本の金融機関も JBIC をはじめと
して，いくつものメガバンク･地銀が関心を寄せはじめています。現在，日本は，2014 年に安倍総理がバングラデシュを訪
問した際に決定した経済協力 7案件を実施していますが，2024年までに次々と完成するこれらのプロジェクトの実施に充
てるだけでも，毎年，年間供与額の新記録を更新していく状況にあり，今後，バングラデシュへの円借款供与額は更に右肩
上がりに伸びていくことでしょう。 
 
それでは，これだけの ODA を供与している日本は，バングラデシュへの経済協力に一体どのような戦略を有しているの

でしょうか？実は，日本は極めて明確な戦略を有し，実行しています。それは，安倍総理がハシナ首相との間で合意した
BIG-B という経済開発戦略です。BIG-B とは the Bengal Bay Industrial Growth Belt Initiative の略称で，ダッカ，チ
ョットグラム（チッタゴン），コックス･バザールの3都市を結ぶ「産業ベルト地帯」を形成しようというもので，非常に野心的か
つ大胆な構想です。7案件はこの基本戦略に沿ったものですが，その中核はマタバリ石炭火力発電所･石炭輸入港建設に
あります。バングラデシュは三角州に位置するため遠浅の海岸に囲まれ，大きな船舶を受け入れられる喫水の深い港がな
く，石油や天然ガス，鉄鉱石などの輸入は沖合で小舟に積み替えてチッタゴン港にまで持って来なくてはなりません。従っ
て，バングラデシュにとって喫水の深い港の建設は「国の悲願」とも言うべきものなのです。パイラ港はバングラデシュを代
表する「深海港」として国家の「ファスト･トラック事業」に位置づけられています。中国が港湾基礎施設と石炭火力発電所，
英国が鉄道引き込み線，ベルギーが港湾浚渫，インドが多目的ターミナルの建設を請け負うなどマルチでの開発が進めら
れていますが，現状において，残念ながら，あまり進捗が見られていません。このような中，マタバリ開発は将来の大型の商
用港の建設にとどまらず，モヘシュカリ・マタバリ地区の総合的な港湾都市建設として，日本に独占的な開発がゆだねられ，
大きな期待が寄せられています。日本は，JICA がバングラデシュ関係省庁とともに「モヘシュカリ･マタバリ総合開発計画
（MIDI：Moheshkhali-Matarbari Integrated Infrastructure Development Initiative)」を策定し，2041 年までの三
段階に及ぶ長期発展計画の策定に乗り出しています。完成すれば，シンガポールの半分ほどの面積に，2041 年時点で想
定される国内コンテナ需要の 4割を扱う商業港施設，国内需要の 4割以上をまかなう発電並びに LNG輸入施設に加え，
重工業･石油化学工業地域，更には日本専用経済特区が整備され，そして，近郊に，これらを支える新たな産業都市が建設
されることになります。マタバリ開発はバングラデシュの将来を決定づける重要プロジェクトとして，バングラデシュ政府の
最重要案件となっており，日本はこれに官民を挙げて長期的にコミットしていくことが期待されています。 
 
 

６． おわりに 
 
わたしは，バングラデシュに赴任して以来，日本という国がこの国際社会において存在する意義について深く感じるとこ

ろがありました。バングラデシュにおいても，日本の経済協力は真にその国の経済発展を願って行なっているのが特徴的で
す。決して無理な計画は立てず，一旦作業を開始すれば予定期間内に，予算の範囲内に納めて，丁寧な高品質な仕上がり
の結果を出すという当たり前のことを当たり前に行っているのが日本です。しかし，この世界において，実はそのような国は
少ないのです。微笑を持ってインフラ建設を提案しながら，提供する資金は必ず政府借款に高利の民間借款を組み合わせ
ることを求め，全ての労働者･機械を自国から派遣し，自国の余剰の資材を売りつけることにより，提供した資金は全額自ら
に還流させる，しかも技術移転は一切行わず，作業期日は守られず，予算も大幅に超過して，質の悪い完成品しか残さない
等といった事例に事欠かないのです。これらの国々は明らかに「相手国のため」ではなく「自国のため」に援助しているので
す。バングラデシュの人々は言います。「独立以来，変わることなく日本はバングラデシュの建設に協力してくれました。政
治的な下心なく，心からの協力をしてくれる国は日本だけでした」と。 
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バングラデシュは可能性に満ちた国であり，これからまさにその可能性を発揮していくことが期待されていますが，全て
の条件の揃った完璧な投資先というわけではありません。開発途上国に特有の腐敗や汚職の問題もありますし，経済構造
上の問題や投資環境の不備は随所に見られるところでもあります。在バングラデシュ日本大使館は，JICAや JETROと協
力しつつ，投資環境の改善のためにバングラデシュ政府機関との間で日常的に様々な活動を行っています。日本企業が，
現地の悪習に染まらず，法を遵守し，納期と当初の予算を守り高品質の結果を届けていく限り，大使館は日本企業の側に
立って力強くお支えしていく決意です。 
 
最後に，今後のバングラデシュへの投資に当たって皆さんが頭に入れておくと役に立つと思われるカレンダーについて

申し上げたいと思います。今年 2019 年は，即位の礼をはじめさまざまな国際行事の予定される中，バングラデシュからわ
が国へのハシナ首相をはじめとした政府要人の訪問が期待されます。明2020年は日本では東京オリンピック･パラリンピ
ックの年ですが，バングラデシュではハシナ首相の父親であり，「国父」として尊敬される故ムジブル・ラーマン大統領の生
誕百周年であり，国を挙げての式典が予定されています。2021 年はバングラデシュの独立 50 周年であるとともに「中所
得国」入りの目標年でもあります。2022 年は日本とバングラデシュの国交樹立 50 周年であり，これらについてどのような
祝賀が行われるのか，既に水面下でいろいろな動きが始まっています。2023 年はバングラデシュ総選挙の年であり，海外
青年協力隊のバングラデシュ派遣 50 周年でもあります。そして，2024 年までに，日本の経済協力 7 案件は全て完成を迎
えることになります。 
 
バングラデシュがこれから大きく変貌していくことは間違いありません。その変化のスピードはきっと驚くべきものになる

はずです。日本企業がバングラデシュの発展の契機をしっかりと掴み，本日申し上げたような好条件を生かしながら，外国
企業に負けないよう，バングラデシュとともに大きく成功していくことのできることを心より願う次第です。 
 
 
本日は，とりとめもない話にご清聴ありがとうございました。 

 
 
 
 

（補論）「ロヒンギャ」について 
2017 年 8 月 25 日以降，隣国ミャンマーから 100 万人近い人々が国境を越えてバングラデシュに流入し，コックスバザ

ールという町の郊外に巨大な避難民キャンプを形成してきました。わたしは着任以来ほぼ2～3ヶ月に一回のペースでキャ
ンプを訪問してきましたが，行く度にキャンプは巨大なものへと成長してきました。「ロヒンギャ」について語り始めると話は
尽きないのですが，本日はバングラデシュの経済的可能性が主題でしたので，手短に要点だけ触れておきたいと思いま
す。 
「ロヒンギャ」は居住地であったミャンマーのラカイン州において生命の安全が脅かされたためにバングラデシュに逃れ

てきました。そして，現在，彼らのミャンマーへの早期帰還がバングラデシュ，ミャンマー両国及び国際社会の政治課題となっ
ています。ラカイン州の政治的安定と避難民の尊厳ある自主的かつ安全な帰還の実現が課題ですが，簡単ではありませ
ん。ミャンマーはそのような民族は存在しないとして「ロヒンギャ」という名前で呼ぶことすら拒否しています。代わりに彼らを
「ベンガリ」と呼んで，もともとはミャンマーの人間ではないとします。これに対してバングラデシュは，彼らはミャンマーの独
立前からミャンマーに存在し，独立戦争をともに戦い，国会議員や大臣まで輩出し，かつては市民権も保障されていたが，軍
政によって計画的に排除されてきたと主張します。 
わたしは，この「ロヒンギャ」の問題は今世紀最大の人権侵害問題と考えます。この問題のポイントは，①アイデンティテ

ィの問題，即ち彼らにミャンマーの市民権が付与されるかと言う問題，②プレイス･オブ･オリジンの問題，即ち彼らがラカイ
ン州のもと生活していた場所に帰還できるかという問題，③セイフティの問題，即ち帰還しても安全が確保されるかという
問題があり，これら全ての問題を一気に解決することは並大抵のことではありません。 
このほか大量の避難民を受け入れているローカル･コミュニティの疲弊の問題，環境破壊の問題，援助ドナー国・国際機

関の疲弊の問題，今後発生し得るキャンプ内での感染症の拡大やサイクロン直撃による被害の拡大など多くの懸案が生
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じています。 
他方において，わたしはやや残念に思っているのは，この問題が日本のマスコミにいまだ十分に取り上げられているとは

言いがたいことです。この 21 世紀に同じ属するアジアにおいてこのような悲劇が発生しているということに，日本の皆さん
のもっと関心を寄せて頂き，さらなる支援の輪が広がっていくことを願うばかりです。いずれ，また，この問題について講演す
る機会をいただければと思います。簡単ですが，これをもってこの問題のご紹介とさせて頂きます。 
 
 
（注）版権を留保し，事前の許可なき転載を一切禁じます。 

（了） 



2019年4月3日時点 
バングラデシュの可能性 

1. 最近の投資動向 2. 経済基礎指標 

3. ブルーエコノミー 4. 経済協力 5. 今後の日-バ関係 

国 内容 

米国 

・ペンス副大統領によるインド太平洋への投資拡大戦略 
（1兆4千億USD，融資枠:600億USD）(2018/11) 
・在「バ」米大使による「バ」への投資拡大示唆
（2019/3） 

ドイツ ・Simens社による3,600MWのLNG発電所建設（28億 
   USD）に係るMoU締結（2019/2） 

UAE 
・LNG受入れ基地建設（ENOC社，パイラ港），LNG・太 
 陽光発電所建設（2019/2） 

・経済特区建設（マタバリ）（2019/2） 

サウジ
アラビ

ア 

・250億USDの投資表明（2019/3） 

・石油精製所，石油化学コンプレックスへの投資
（ARAMCO社）（2019/3） 

最近の各国の「バ」への投資意向（出典：各種報道） 

伝統的な投資実施国である、中/印/韓/東南アジア以外の 
国からの投資増加見込み 

項目 単位 バングラデシュ ベトナム カンボジア ミャンマー タイ インド 

名目GDP※1 十億ドル 261.515 220.376 22.087 67.284 455.378 2602.309 

民間消費/GDP構成比※2 % 68.7% 68.0% 75.3% 57.4% 48.8% 59.1% 

1人あたりGDP※1 米ドル 1,603 2,353 1,379 1,278 6,591 1,976 

外貨準備高※3 百万ドル 33,431 49,076 11,780 5,214 202,538 412,614 

対GNI比対外債務※3 % 18.1% 48.8% 57.2% 24.5% 29.8% 19.8% 

月賃金（製造・一般工）※4 ドル 109 217~242 201 162 413 265 

2017年 主要経済指標の各国比較（出典：※1 IMF, ※2 国連, ※3 世銀, ※4 JETRO（2018年）） 

2012年：ミャンマーとの海上境界画定 
2014年：インドとの海上境界画定 

ベンガル湾の水産資源・海底鉱物資源の探査が 
今後重要に 

区分 面積 

領海 9,060平方km（12海里） 

接続水域 18,120平方km（24海里） 

排他的経済水域（EEZ） 118,813平方km（200海里） 

大陸棚 24.800平方km 

バングラデシュ保有の領海・EEZ面積（出典：漁業省） 

年 2014 2015 2016 2017 2018 
有償資金 

協力（億円） 1,209.86 1,332.65 1,735.38 1,782.23 2,003.71 

対バングラデシュODA(E/N)推移 

日本ODA事業（※太字は政府ファストトラック事業） 

分野/方法 完成時期 事業名 

道路/橋梁 
2020年 KMG3橋建設改修 
2021年 カルナ橋（クロスボーダー道路網） 
2023年 ジャムナ鉄道橋 

鉄道 2022年 MRT6号線 
経済特区 2022年 アライハザール経済特区 
水関連 2022年 カルナフリ水供給事業 
港湾 2023年 マタバリ港 
電力 2024年 マタバリ石炭火力発電所 

面積 人口 平均年齢 GDP成長率 
14.7万平方km 

（北海道2個分） 
1億6365万人 

（2018年1月時点，「バ」財務省） 24歳 7.86％ 
（FY2017-18，「バ」財務省） 

バングラデシュ基礎情報 

日本-バングラデシュ関係 
●1972年2月10日：日本，西側諸国に先駆け「バ」の国    
                           家承認→早川崇議員による働きかけ 
●日本は「バ」にとっての「オリジナルフレンド」 

日-バ二国間の今後の予定 
2019年 即位の礼，G20 

2020年 国父ムジブル・ラーマン生誕100周年， 
東京オリンピック・パラリンピック 

2021年 バングラデシュ独立50周年 

2022年 日-バ国交樹立50周年 

2023年 バングラデシュ選挙，JOCV派遣50周年 

2024年 日本の経済協力7案件全ての完成 



BIG-B案件図 
ジャムナ鉄道専用橋 

(2023年) 

カルナ橋 
(2021年) 

クロスボーダー 
道路網 

クロスボーダー 
道路網 

ダッカ国際空港 
第3ターミナル(2023年) 

マタバリ超々臨界圧 
石炭火力発電所(2024年) 

※2019年4月3日時点 
※在バングラデシュ日本大使館 

クロスボーダー 
道路網 

カルナフリ水供給 
(2022年) 

マタバリ港 
(2023年) 

グムティ橋(2020年) 

メグナ橋(2020年) 

カチプール橋(2020年) 

アライハザールEZ 
(2022年) 

MRT6号線(2023年) 

ミャンマー 

インド（北東7州） 

イ
ン
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