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■１）巻頭言：『ガンジス河の水利問題に関する 9年ぶりの印バ次官級協議の開催』 

                                               相談役 堀口松城 

 

１．「バングラデシュのニュース」は、日バ協会理事でもある安達淳哉さんが、もう 10 年も前から、多忙な

お仕事の傍ら、バングラデシュに関する日本語のニュースを集めて発行されているもので、バングラデシ

ュに関心を持つ人達にとって貴重な情報源となっていますが、去る 8月の同ニュースに「ガンジス河の水

利問題について本年 8月、9年ぶりに次官級協議が開催された」旨の短いニュースが載っていました。 

 

２．もともと大きな人口を抱えるインドでは、自然的人口増加とそれに伴う経済活動の伸びだけを見ても、

水の需要が増えていることは容易に想像できますが、バングラデシュにおいても近年の目覚ましい経済

成長を受け、水の需要はこれ迄とは異なった高いペースで増えていることが容易に想像されます。 

 そのような中で本ニュースを読んで浮かんでくる疑問は、第一に、ガンジス川をめぐるインドとバングラ

デシュ両国間の水利問題とは、9 年間も何ら交渉を行わなくても済んでいたような、のんびりした話であ

ったのだろうかという疑問であり、第二に、どうしてこの時期に印バ次官級協議が行われることになった

のかという疑問です。そして第三に、本水利問題の一つの大きな理由であった、インドがバングラデシュ

との国境近くに堰を設け、インド中央部に灌漑用の水を引くことに加え、ガンジス河支流のフーグリ河の

水流を増やして河口のカルカッタ港の堆積物を押し流すとの狙いがありましたが、この第三の狙いにつ

いて、ひょっとしてインド側は、過去 9 年もの間にバングラデシュとの水利交渉は棚上げしたまま、インド

側だけで必要な水量を確保しつつ、カルカッタ港の堆積物を海に押し出す目的を既に達成してしまった

のだろうかとの疑問が頭に浮かんできます。 
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３．そこで、早速取材してみたところ、先ず、上記第三の疑問について、インドは自国だけ必要な水を確

保して、カルカッタ港の堆積物を海に押し出してしまったということはしていないとのことであり、一まず安

心しました。 

 次に、それではインドは、何故 9 年ぶりに本交渉の再開に応じたのかとの疑問についてですが、理由

は二つあり、一つはこれまでバングラデシュとの水の配分に反対してきた政党トリノムル・コングレスが、

先の総選挙で大敗しただけではなく、 

 次の州選挙でも劣勢が伝えられている一方で、本問題に関し比較的柔軟なモディ首相が選挙で大勝し

たことが、本問題が動き始めた理由の一つである由です。 

 二つには、インドとしては、北東７州へのバングラデシュ国内を経由するアク セスの必要性が従来に

まして高まっていることです。というのも、この点につい インドとしては、3年前の「ドクラム危機」で、ブー

タンが実効支配している国境付近のドクラム高原で中国が道路建設を始めたため、ブータンの保護者と

し て同高原に部隊を派遣し、中国軍隊とのにらみが続く事態となっていることから、バングラデシュ経由

の物資輸送の必要性が今まで以上に高まっていることです。なお、ドクラム高地が重要性を持つのは、

この高地の南に位置する「シリグリ回廊」が最も狭い地点は 32キロの狭さながら、インドの本体地域と北

東 7州を結ぶ 重要地域であるためです。 

 一方、インドが求めるバングラデシュ領の通過権の対象には、軍事物資が含まれてくるため中国はこ

れに強く反対しており、他方、バングラデシュとしても、 ロヒンギャの帰還のために中国のミャンマーに

対する圧力を必要としていること から、今は対中配慮がより重要となっており、なかなか難しい判断お

よび対応が 求められているのです。 

 

 これ迄のバングラデシュであれば、主としてインドとの関係処理を適切に進める上で、対中外交配慮に

今回ほど深刻な判断を迫られることはなかったように思われますが、今や以前とは異なり、インドと中国

の利害の対立に、バングラデシュの利害も直接係わってくるようになっています。間もなく中進国の仲間

入りするバングラデシュが、このようにして中国、インドの双方からそれぞれの利害への支持を求められ

るようになったことは、経済的に目覚ましい発展を続けるバングラデシュの国際場裏における地位の高

まりを示すものと言ってよいかも知れません。バングラデシュの友人たる日本としても、大いに応援した

いところです。 
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■２）特別寄稿：『The Farewell Message from Ambassador Rabab Fatima』 

駐日バングラデシュ大使 Rabab Fatima 
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■３）会員便り：『25年にわたりバングラデシュを見つめて（連載その４）』 

                   －エッセイ：在勤４回目のバングラデシュ今昔物語－ 

             在バングラデシュ日本国大使館総務・経済・開発協力参事官  進藤 康治 

 

 

 私が最初にバングラデシュに着任いたしましたのが、1994年 7月。その後 2004年、2010年、そして 2016

年と 4 回のダッカ赴任を経験し、現在まで、通算 15 年半の在勤期間となりました。最初に赴任した 94 年

から 25年の間に、現地事情は大きく変わりました。・・・いや、あいかわらずなところももちろんあります。本

稿では、この 25年間での変化について書いてみたいと思います。 

 

１．交通事情 

 25 年ぶりにダッカを訪問される方が最も感じられることは、都市部における深刻な交通渋滞だろうと思い

ます。ダッカ首都圏は、1994 年には 800 万人と言われていた人口が現在では 2000 万人に膨れ上がって

います。外国人居住区バリダラにある日本大使館から、市中央部にあるショナルガオンホテルまで直線距

離で 6km程度の距離で、94年当時は、車で 20分前後で行けましたが、現在では 1時間程度かかります。

首都に占める道路面積が、東京 23区内で 18.4%と言われているのに対し、ダッカについては 6.3%と 3分の

1 しかなく、急速な人口増加とそれに伴う自動車の急増により、ダッカはあっという間に世界有数の渋滞都

市となってしまいました。渋滞問題は首都圏のみに止まらず、ダッカから第二の都市チッタゴンへの移動も、

メグナ・グムティ橋が開通した 94 年当時は 4 時間半程度ですんだのが、近年では 9 時間以上かかると言

われていました。日本政府は、独立当初より、当国の交通インフラ整備にコミットしてきており、日本の円

借款により建設され本年開通したカチプール・メグナ・グムティ三新橋により、ダッカ・チッタゴン間の交通

は大きく改善されました。現在改修中の旧三橋が開通すれば、さらにチッタゴンと首都圏を近くするでしょ

う。日本政府は、さらに首都圏の公共交通改善のため、バンコクのような MRT の建設を急ピッチで行なっ

ています。完成すれば、ダッカの景観が大きく変わることとなるでしょう。 

 

２．住宅事情 

 94 年当時、私は、現在大使館が所在するバリダラ地区で一軒家を借りて住んでおりましたが、当時はま

だ周囲に湿地帯や田んぼがあり、集合住宅等高い建物はほとんどありませんでした。この時住んでいた

家は今も残っていますが、94年当時家賃は 60000 タカ（当時 1 タカ＝2.7円）ほどでした。現在のその家の

家賃はわかりませんが、バリダラ内の一戸建ての家賃は最低でも 50万タカ（1タカ＝1.3円）程度と言われ

ており、とても個人で借りられる額ではなくなり、もっぱら集合住宅住まいとなりました。そういう意味では、

年次が上がれば上がるほど、住める住宅の程度が下がるという、やや切ない思いがありますが、これも、

任国の高度成長によるものですから仕方がないですね。 

 

３．物価 

 バングラデシュのインフレ率は、今のところ 5％程度で推移しております。特にバングラデシュにおいては、

製造業がまだまだ育っておらず、たとえば食料品でもフルーツジュースあたりから輸入品に頼らなければ

ならないこと、また、天然ガス等のエネルギーや電力供給のコストの上昇が今後物価に影響を与えていく

可能性が高いと思われます。94 年当時はどうだったかというと、94 年から 95 年ごろというのは、それまで
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一杯 50パイサが相場だった茶屋のお茶が、軒並み 1タカに値上がりした時期なのです。このころ、例えば

プロジェクト視察をしに行く際、サイト近くの茶屋に入って茶屋の親父や他の客と話をしたものです。たった

1 タカというなかれ、この一杯の茶を飲みながら、プロジェクトサイトに誰々が来ていたとか、付近でこんな

事件があったとか、実にいろんな話が聞けるのです。今、ダッカではお洒落な外資系のカフェ等ができて、

お洒落な雰囲気の中 200 タカのお茶を飲む感じになっていますが、こういうお店で働く大学出の子達から

は、なんの情報も取れませんものね。昔の 1 タカは結構価値があったのです。ちなみに、路上の茶屋のお

茶は、今は 5 タカ程度ですかね。 

 バングラデシュは、これから高度経済成長により、大きくその姿を変えることになると思います。今のダッ

カには、これからの将来がさらによくなるという自信に満ちている気がします。中国や韓国など他のアジア

諸国がそうであったように、日本の協力により、この国はさらに豊かな国に成長すると思いますが、豊かな

文化と国民の人懐こさ、どの国とも争わないバランス外交など、この国の良さは失われて欲しくないもので

す。 

 

 

 

■４）理事寄稿：『「チッタゴンで想うこと（２）」』 

   ＜ アラカン国～日本人傭兵～ポルトガル～日本人奴隷 ＞ 

理事 神山秀夫  

 

日本人がいつ頃チッタゴンに初めて来たか考えたことはありますか？ 

 

１．ポルトガルとアラカン国のチッタゴン 

チッタゴンにはフィリンギーと呼ばれるポルトガル人の子孫がかつての居留地のパテルガッタを中心に住

んでいます。これは 1528 年にムガール帝国の太守ギャスディン・マムード・シャーがポルトガルに土地を

割譲し、徴税権を渡したことに始まり、1666 年にムガール帝国のシャイスタ・ハーンが奪還するまでポルト

ガルの占領地となっていたことによります。 

また、チッタゴンは数度アラカン国の版図に組み入れられていましたが、特にアラカン国ムラウー朝が

1531 年にチッタゴンを占領しており、ある意味ではポルトガル＝アラカンの協調（海賊同盟とも言えそうで

すが）の下にあったようで、またこの時代は「大航海時代」と重なっています。 

 

２．キリスト教禁教令と日本人傭兵 

1629 年、ポルトガル人でアウグスティン派修道士のセバスチャン・マンリケはアラカン国に入りました。そこ

で着物を着て二本の刀を差した日本人の侍が国王を護衛しているのを見ました。また、その侍の頭はクリ

スチャンで、跪いてマンリケに自分を「レオン・ドノ」と名乗ったという記録があるそうです。更にマンリケ修

道士は 1635年アラカン国ムラウー第二王朝第 8代王ティリ・トゥ・ダンマのムラウー（Mrau-U）での戴冠式

で日本人の侍が国王を護衛していたことも記録しています。この記録から、アラカン国には日本人傭兵が

住んでいたことが分かります。 

時代としてタイ・アユタヤ王朝で活躍した山田長政が亡くなったのが 1630 年ですので、ほぼ同じ時期にク

リスチャンの日本人がアラカン国まで来て、傭兵として住んでいたことになります。これは 1587 年の豊臣

秀吉の伴天連追放令、1612 年及び 1613 年の江戸幕府によるキリスト教禁教令により、クリスチャンが日

本を離れざるを得なかった結果と考えられています。しかし、そればかりではなかったようです。 
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３．ポルトガル商人と奴隷貿易 

1587 年、豊臣秀吉が吉利支丹伴天連追放令を出しますが、その要因の一つがポルトガル人に日本人を

奴隷として売買するのを止めさせるためであったことは「天正十五年六月十八日付覚」にあります。しかし

ながら、奴隷売買はポルトガル人の南蛮貿易における大きな収益元でもあり、追放令を出した後も続いて

いたようです。 

 

「大航海時代の日本人奴隷」（ルシオ・デ・ソウザ著）で、ポルトガル商人のルイス・ペレスとその奴隷につ

て詳細に記しています。そこでは、ルイス・ペレスは新キリスト教徒のユダヤ人であったため、異端審問を

逃れるために二人の息子とポルトガルを出国し、インド・ゴア～コチン～マラッカ～マカオを経て 1588 年に

長崎に着きました。ルイス・ペレスは 3 年間長崎に滞在し、その間に 1577 年生まれの日本人少年を奴隷

として買い、名前をガスパール・フェルナンデスと名付けています。ルイス・ペレスはゴアで買ったベンガル

人奴隷パウロ・バンパエールを連れて長崎まで来ましたが、彼は日本人奴隷ガスパールとベンガル人奴

隷パウロを連れて 1591 年にマニラに逃避しています。彼はマニラでも日本人二人と朝鮮人一人を買って

います。 

 

４．チッタゴンの日本人 

ポルトガルが進出した地域では奴隷取引が日常的に行われていましたが、特にゴアはインドにおける政

治・軍事・商業の中心地であったため、奴隷取引も重要な活動であったとされています。従い、日本人奴

隷も多くいた可能性が高いようです。先の「大航海時代の日本人奴隷」では、『（前略）ポルトガル人一人

あたりに、平均して５、６人の日本人奴隷（傭兵）がいることがあげられている。この文書からは、ゴアの日

本人はその数において、ポルトガル人を上回っていたことがわかる。しかし、この情報が、日本人奴隷を

禁じる「セバスティアン法」*の再施行を阻止する目的で、意図的に誇張された可能性もある。』とあります。 

* 1571 年、ポルトガル王セバスティアン１世が日本人奴隷の売買を禁止した勅令。以後再三発布された

が、1639年徳川幕府がポルトガル船の入港禁止まで日本人奴隷の売買は続いた。 

 

それでは、チッタゴンに何人位のポルトガル人が住んでいたかです。1598年にはチッタゴンとアラカン国に

約 2,500 人のポルトガル人とポルトガル人とインド人との混血人が住んでいたとあります。（”Portuguese 

on the Bay of Bengal” Marco Rerini著） 

 

16 世紀末、長崎で奴隷としてポルトガル人に買われた日本人はゴアに送られ、更にゴアで転売され、その

買主のポルトガル人と共にチッタゴンに住んでいた 可能性は極めて高いと考えて間違いはないと思いま

す。彼らの子孫は現在チッタゴンにいるのでしょうか？ 

他方、ルイス・ペレスに買われたベンガル人奴隷パウロ・バンパエールは主人と共に 1588 年に長崎に来

ていました。ひょっとして彼は長崎でベンガル・カレーを作って奴隷仲間と食していたかも知れません。イン

ド・カレーは同じベンガル人のラス・ビハリ・ボースにより新宿中村屋で提供する 1927 年が日本での純印

度カレーの始まりとありますが、それは 300年以上前です。 

 

（参考） 

 ・「大航海時代の日本人奴隷」ルシオ・デ・ソウザ、岡美穂子著（中公叢書） 

 ・「十六世紀 日欧交通史の研究」岡本良知著（原書房） 

http://www.chuko.co.jp/zenshu/2017/04/004978.html
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■５）イベント、講演会の案内 

〇バングラデシュ ICT人材活用セミナー・交流会 11/15 

https://www.fujitsu.com/jp/group/fri/resources/events/other/bangladesh-humanresource-201911.html 

〇「広島支局」外国人材活用セミナーのお知らせ 11/20 

 http://www.imm.or.jp/images/20191120.pdf 

〇ソーシャルビジネスの第一人者が集結！一歩踏み出すヒントを得る 6時間 11/20 

 https://ideasforgood.jp/2019/10/18/social-business-forum/ 

〇ベンガル語科 外語祭 東京外国語大学 

 http://gaigosai.com/events/gogeki/bengali/ 

〇2019年度地球市民のための講座＆交流シリーズ  

 「バングラデシュを知ろう！～ロヒンギャ難民と少数民族の村を訪ねて～」 11/23 

 https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir5/dir5_6/dir5_6_3/wf65li191024132131.shtml 

〇Japan Action Tank Forum 2019 11/24  

 http://japanactiontank.jp/forum2019.html 

〇【小学生対象】世界のゴミ問題を知ろう！－バングラデシュのクイズに挑戦！－ 11/24 

 https://www.jica.go.jp/hiroba/information/event/2019/191124_01.html 

 

■６）『事務連絡』 

○協会のメールアドレスの新規設定 

協会ではこれまで info@japan-bangladesh.org のアドレスで対外的なメールの受発信を行ってきました。 

・事務局連絡、会員登録変更等協会業務  ： jimukyoku@japan-bangladesh.org  

・メール・マガジンや協会から会員への連絡業務： kouho@japan-bangladesh.org  

・講演会のビデオ記録等の動画配信業務  ： douga@japan-bangladesh.org  等が追加されました。 

○講演会等の記録ビデオ配信 

10 月の理事会で協会の講演会記録ビデオの会員希望者への配信が承認されましたので、事務処理詳細が

確定後、改めて手続きのご案内を致します。 

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< 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/ 

https://www.fujitsu.com/jp/group/fri/resources/events/other/bangladesh-humanresource-201911.html
http://www.imm.or.jp/images/20191120.pdf
https://ideasforgood.jp/2019/10/18/social-business-forum/
http://gaigosai.com/events/gogeki/bengali/
https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir5/dir5_6/dir5_6_3/wf65li191024132131.shtml
http://japanactiontank.jp/forum2019.html
https://www.jica.go.jp/hiroba/information/event/2019/191124_01.html
http://www.japan-bangladesh.org/

