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■1）巻頭言： 『新型コロナ・ウイルス(COVID-19)の影響下のダッカに滞在して』  

       －考えていたより進んでいるジェネリック先進国バングラデシュ－ 

 

監事 伊藤 隆史 

  
私は会社の業務で３月 8 日にダッカに出張し、4 月 2 日にチャーター機で帰国しました。今回の滞在で、バングラデシュ

の先進的なジェネリック医療薬分野を見る機会を得ました。 

 

１．新型コロナ・ウィルスのためダッカ留置の身に 

3 月 8 日の出張に先立ち、バングラデシュでの新型コロナ・ウィルスの感染状況を確認してみましたが、国内感染者はま

だ報告されていませんでした。まさか商用航空機が欠航となるとは思わず、3 月 26 日にダッカを離れる予定で出張をしま

した。 

私のダッカ到着翌日の 3 月 9 日、WHO Situation Report No. 48 にバングラデシュでの最初の感染者 3 名が掲載

されました。その後、3 月 19 日に Report No. 60 に死者１名の報告がありました。そうこうしている内に航空会社から予定

した帰国便がキャンセルされたとの連絡があり、再開の見通しはないと追記されていました。 
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私の滞在中にバングラデシュ政府は，新型コロナ・ウイルスの蔓延を防ぐため，政府機関の業務を 3 月 26 日（木）～4 月

25 日（土）まで停止とし（その後停止期間を延長）、すべての国民に対して，外出についても自粛、禁止すると発表しました。

違反者に対しては厳しく対処し，法的措置を講じる旨も発表しました。3 月 26 日より多くの商用航空機が欠航し、４月に入

ってからは、全ての外国航空機の離着陸が停止となりました。 

 

２．常備薬の現地調達を試みる 

一瞬、頭を交錯した思いは、「え～、ほんと・・・？」そして、「まあ、しょうがない。」次に「さて、どうやって過ごしていくか（生

きていくか）・・・。」になりました。1980 年代にチッタゴンで経験した、夜間外出禁止令や戒厳令のように、直ぐに命にかか

わることはないのが救いでした。 

しかし、心臓の薬（ベーター・ブロッカー：交感神経系の薬で、心臓への負荷を低減させる薬）をはじめとして、いくつかの

薬の処方を受けており、それが１週間くらいで切れることが問題でした。 

もう、他に方法はなく、現地調達を試みることとしました。日本での薬名、ネットで調べて薬の詳しい薬効を薬局に持って

行ったところ、薬剤師と思われる人が、時間を掛けて調べて全て該当する薬を奥から見つけてくれました。これで、もう少し

生き延びられると安堵しました。 

シリアスな薬は、普段使用しているものを必要十分に携行するのが原則ですが、短期出張の場合１ケ月分以上も携行す

ることはなかなか困難で、緊急な場合は、現地調達も可能であることを知りました。 

 

３．バングラデシュ国内でのジェネリック医薬品の開発 

５月 5 日付の現地紙デーリースター紙によれば、バングラデシュの製薬会社では、抗インフルエンザ・ウイルス感染薬

『ファビピラビル(Favipiravir)』（日本での商品名：アビガン）が製造されており、新型コロナ感染症にも有効であろうとの

ことで治験の準備をしているとのことです。治験により有効性が確認されれば、国内製薬会社５～６社で需要を賄うだけの

ファビピラビルを製造する準備をしているとのことですので、ジェネリック先進国と言えるのでしょう。  

医療薬の新規開発は、費用面で困難ですが、ジェネリックの場合は、製造に必要な有効医薬品成分(API・Active 

Pharmaceutical Ingredient・医薬品原薬)が入手出来さえすれば、まさに PC の組み立てと同じ様に、どのような医薬品

の製造もできるようです。バングラデシュ政府も国内で必要な医薬品は、国家セキュリティの為にも 100%の国内での製

造を目指しているとのことで、力を入れている分野です。 

 

４．気が付けばバングラデシュ 

今回の経験を通じ、2015 年当時の在ダッカ日本大使が「バングラデシュで今後期待される産業は、医薬品産業」と言

われていたことを思い出しました。またアジ研ワールド・トレンド（2015 年 1 月号）に、アジ研村山真弓主任調査研究員（現

日本貿易振興機構理事、当協会副会長）が同僚の方と『気が付けばメイド・バイ・バングラデシュの医薬品産業（後発性

利益の享受）』を著されてもいます。同記事の URL は次の通りです。 

https://ir.ide.go.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_i

d=39940&item_no=1&page_id=39&block_id=158 

人口が２億人に届こうとしている国です。あらゆる病気が存在する国ですので、必要な薬は必ずどこかにあるはず。長年

バングラデシュへの行き来をしている身ながら、命に係わる薬をダッカにて調達出来るとは思ってもいませんでした。感心

すると同時にバングラデシュを見直した次第です。 

 

以上のような画期的な経験をしている中、ダッカ日本人会／商工会のダッカ・成田直行チャーター便にて 4 月 2 日に帰

国することが出来ました。チャーター便運航のために奔走いただいた関係者の方々に深く感謝を申し上げます。 
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■２）西パキスタンから見たムジブル・ラーマン 

－ムジブル・ラーマン生誕 100 周年シリーズ No. 7－ 

             福島応援プロジェクト代表         

会員 長田満江 
 

※筆者は元アジア経済研究所員。1971 年 4 月より約 1 年カラチ大学に研究員として駐在。  

 

はじめに 

1971 年 3 月に東パキスタンの治安情勢が悪化すると、東パの在留邦人 256 名は３月 12-13 日、救援の日航機で国

外に退避した。武力弾圧後も残留した邦人は、総領事館や商社関係者など約 40 人、女性は私 1 人だった。 

総領事館は私の身の安全を心配し、東パからの退去を促してきた。しかし私は、軍事政権が、武力弾圧で東パの民意を

押し潰した後に、どこまで暴力的な統治をするのか、その結果はどうなるのか、自分の眼で見届けたいと考え、残留を希望

した。 

しかし、所属先のアジア経済研究所から西パへの転勤を命じられ、４月末、携行が許された小さなボストンバック 1 つを

抱え、ダッカからカラチに移った。新たな所属先はカラチ大学政治経済研究所であった。 

 

1．西パキスタンのムジブル・ラーマン観 

ヤヒアは 3 月 25 日深夜、軍指導部と共にダッカからカラチに帰還、翌 26 日夜、ラジオ全国放送を通じ、①ムジブルは

「国家反逆者」である、②AL は国家の統一を乱し、非合法化する、③全国に政治活動禁止を発令する、と発表した。 

(1) 西パの主要政党は、ヤヒアの決定を歓迎した。それは、70 年 12 月の総選挙で、AL が過半数を獲得し、このままい

くと、東パの政治家がパキスタン全体の政治を掌握する可能性が高まったためである。これは、独立以来、パキスタンを支

配してきた西パ主要政党・軍、経済関係者にとって、断じて認められないことであった。 

(2) もともと、パキスタンでは、分離独立以来、西パ出身者が政治・経済の中枢を握ってきた。それに伴い、官僚や軍・警

察なども西パ出身者によって担われる体制が構築された。当然、分離独立後の経済開発も、西パが優先されることになる。

このため、分離独立以降、東パは西パの「植民地」に位置づけられ、東西の経済格差が拡大していった。ムジブルの自治

権拡大要求は、東パの、こうした植民地的支配への反対運動であり、西パにとって、ムジブルはパキスタンの存続を脅かす

存在であった。 

(3) 東パの自治権拡大要求は、西パ内の 4 州の関係にも影響を与えるものであった。すなわち、政治・経済的な実権を

持たない西パのバルチスタン州や北西辺境州の中から東パの自治権拡大運動への共感が強まり、政治・経済を独占的に

支配するパンジャーブ州・シンド州への批判が強まっていったからである。この面からも、軍事政権は、東パの自治権拡大

要求を何としても抑え込む必要があったのである。 

 

2．ムジブル・ラーマンに対する軍事裁判 

ムジブルは、4 月 1 日までダッカの軍司令部に拘留、2 日に空軍機でカラチ経由、首都ラワールピンディに移送、その後

パンジャーブ州のミアンワリ刑務所に収監された。 

(1) 軍事政権は、ムジブルを死刑にする意図から、諸準備を重ねてきた。8 月 5 日、「東パ危機白書」を発表、①ムジブル

達は東パの自治権拡大を進め、パキスタンの統一を脅かし、②武装反乱により、東パのバングラデシュとして暴力的な独

立を狙い、③その実現のためにインドの支援を求めており、④今次軍事行動は、国家分裂の企てを阻止し、「法と秩序」を

回復し、パキスタンの統一を守るための、やむにやまれぬ措置であった、としてムジブルの死刑判決に向けての伏線を張っ

た。 

(2) 8 月 11 日にムジブルの軍事裁判が開始された。12 の罪状のうち 6 つは死罪に該当したが、死刑に踏み切ることが

出来なかった。その理由は、①国際社会の圧力と、②対印考慮であった。 
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軍事政権がムジブルの軍事裁判開始を発表するや否や、シン印外相は、国連はじめ国際社会に、この軍事裁判への憂

慮を訴えた。ウ・タント国連事務総長は裁判への懸念を表明した。米国務長官は、駐米パ大使を通じて重大な関心を伝達

した。ガンディー印首相が 24 か国の首脳に対し、ムジブル裁判を止めさせるよう訴えた。欧州各国、世銀などからも相次ぎ

懸念が表明され、パキスタンとしてもドナーからの経済援助に依存しているため、こうした国際的圧力の下で、ムジブルの

処刑を急ぐことが出来なかったものと思われる。 

また軍事政権は、印の出方が不安であった。印は、3 月の武力弾圧を挟み「東パの自治権拡大闘争」と「バングラデシュ

独立闘争」を一貫して軍事的に支援していた。パキスタンはこの闘争を抑えるため、精鋭部隊を割いて東パに派遣してい

た。印との対立が激化すると、西パの安全が脅威にさらされかねない。こうした状況にあって、パキスタンはムジブル処刑と

いう選択は出来なかったのではなかろうか。 

 

3．第 3 次印パ戦争へ 

自治権拡大を求める東パの闘争が、バングラデシュ独立運動に変化し、武力ゲリラ闘争へと発展、それを印が軍事的支

援するという状況は、パキスタンとしては、図らずも自ら作り出したとはいえ、悪夢そのものであったろう。 

(1)もともと印パでは、国力でも軍事力でも大きな格差があり、その上、パキスタンは国土が印を挟み西と東に離れてい

るハンディを負っている。東パでの武力闘争を抑圧するため、パキスタンが軍を東パに派遣すれば、その分、西パの防衛が

手薄になる。パキスタンが印に攻撃を仕掛ける余裕は、殆どないと見られていた。 

しかし、事態は違った展開を見せる。 

(2) まずヤヒアは、10 月 12 日、全国放送を行い、12 月に改めて国会選挙を行い、民政移管を実現すると明らかにし、

同時に、印が戦争を仕掛けて来ると予想する演説をした。既に 8 月、印はソ連と条約を結び、軍事協力を取り付けていた。

パキスタンは、これに対抗すべく、中国との軍事協力交渉を続けてきたが、交渉に進展は見られなかった。こうしたことなど

から、パキスタンが先制攻撃をすることはないだろう、と予想されていたのである。 

また前線では、印は、11 月に入り、東部戦線でバングラデシュ独立闘争への軍事支援を一層強めるとともに、11 月 25

日、西部国境のパンジャーブ州に多数の兵力を集結させ、ソ連供与の地対空ミサイル、ミグ戦闘機、新型 SU 戦闘爆撃機

のほとんどを配備した。 

これに対し、パキスタンは 12 月 3 日、西部国境にあるインド空軍基地 10 か所を奇襲攻撃、第 3 次印パ戦争に突入す

る。 

(3) 勝ち目のない戦争を仕掛けたヤヒアは、何を意図していたのか？ すでに東パでは印軍の支援を受けたバングラデ

シュ独立勢力が、じわじわと首都ダッカに迫っていた。 

東パがバングラデシュとして分離独立することが必至の状況にあって、ヤヒアとしては、戦争を仕掛けることで印を交渉

の場に引き出し、拘禁中のムジブルを使って、バングラデシュを独立国ではなく、パキスタン連邦の枠組みに留めることを

狙っていたのかもしれない。 

 

あとがき 

第 3 次印パ戦争が始まると、カラチでの生活は激変した。インド軍の空襲が、昼夜に関わらず毎日のようにあり、特に夜

の空襲は市街地にも及び、地下室のないホテルに住んでいた私は電気のない部屋で孤独に耐えていた。 

獄中のムジブルを想った。どんな思いで、獄中で毎日を過ごしているのか。耐えられなくなると、カラチの東パ出身者を訪

ねた。多くは出稼ぎでカラチに来ている人たち。ホテルやレストランでコックをしている。みんなムジブルの支持者。西パキス

タンの人々にとって嫌われ者のムジブルは、この人たちにとっては、そして、私にとっても、英雄なのだ。こうした時間があっ

て、私はカラチで生きてこれたと思う。 

戦争が激しさを増し、カラチの日本総領事館からイランへ一時避難するよう指示があった。救援機はなく、民間航空機で

の避難である。航空便の予約が取れたときは、印パ戦争の進展は早く、すでに終戦に向かっている状況であった。緊張感

のない、しかし 2 度と経験したくない避難であった。 
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■３）会員寄稿： ルバイヤット・ホセイン監督作品映画「メイド・イン・バングラデシュ」 

                         神戸女学院大学文学部英文学科准教授 

会員 南出和余 

 

 今年（2020 年）3 月、第 15 回大阪アジアン映画祭でバングラデシュ映画 「メイド・イン・バングラデシュ」が上映された。

大阪アジアン映画祭でバングラデシュ映画が上映されるのは初めてだ。この映画はバングラデシュ出身の新生女性監督

ルバイヤット・ホセインによる、バングラデシュの縫製工場で働く実在の女性をモデルにした映画である（内容の詳細は［南

出 2020］を参照されたい）。制作にはフランス人カメラマンやデンマーク・ポルトガルの編集者が関わっており、登場人物

はもちろん、監督やカメラマンはじめ制作クルーの多くを国内外の女性たちが担っている。 

この作品はルバイヤット監督の３作目である。初作品「Meherjaan（2011）」はバングラデシュ独立戦争下におけるバン

グラデシュ女性とパキスタン兵の恋愛を描いており、海外で一定の評価を得ながらも国内での上映は数日で観客からのク

レームにより打ち切られた。２作目の「Under Construction（2015）」はロビンドロナート・タクゥルの「Raktakarabi (Red 

Oleanders)」を現代風にアレンジした傑作である。どの映画も女性が主人公で、ステレオタイプ化される女性のイメージを

問うている。 

バングラデシュの映画が日本で上映される機会は未だ限られている。私の知る限り、劇場でロードショー公開された映

画は未だない。日本でアジア映画に焦点を当てた主要映画祭で今までにバングラデシュ映画が上映されたのは、ドキュメ

ンタリー劇映画を合わせても16本程度である（表１）。もちろん映画祭で上映されるには、まず監督はじめ制作側がエントリ

ーする必要があるので、バングラデシュの映画界が日本を向いているかに寄る。また映画祭側も日本の観客の関心に合わ

せて選出するのだが、日本で私たちがバングラデシュ映画に触れられる機会が限られているのはなんとも残念である。 

一方で、バングラデシュでは、近年減少傾向にあるものの、年間 60～80 本の映画が作られている。そしてバングラデシ

ュの人びとは、インドに負けず劣らず映画が大好きだ。ジャマルプール県の村で私がフィールドワークを始めた 2000 年代

初頭、村では電気の通っている家は限られており、テレビのある家もわずかであったが、金曜日（休日）の午後には国営放

送（BTV）で必ず映画が放映されていて、子どもも大人もテレビのある家に集まりひしめき合って観ていた。今では多くの

家にテレビがありケーブル放送も普及しているが、それでも多くの家で金曜日の午後は BTV の映画が流れている。そうい

う時は一緒に観ること以外にできることはない。BTV で放映される映画では、登場人物は一昔前を思わせる装いで、ヒー

ローと悪役は明確、ヒーロー（ナヨック）とヒロイン（ナイカ）のロマンスがあり、ヒーローがヒロインを助けてハッピーエンド。

歌と踊りは欠かせない。 

しかし、海外の映画祭で上映される映画と BTV 映画とでは大きな開きがある。私はフィールドワーク調査の過程で映像

を活用してきた。書籍や論文を書くのと同じ感覚で、自分で撮影した映像を民族誌映画として制作している。その関係から

バングラデシュ映画界の人びととも親しくしてもらっている。BTV で放映されるようないわゆる「大衆映画」を制作する人び

とと、海外の映画祭に出品する「国際映画」を制作する人びととでは、ある種の隔たりがある。さらに、大衆映画と国際映画

では、観る映画館や客層にも相違が見られる。この点についての詳細は別稿［南出 2012］を参照されたい。 

言わずもがな、ルバイヤット監督の「メイド・イン・バングラデシュ」は国際映画に位置づけられる。国際映画のなかにはバ

ングラデシュの国家や宗教を批判的に捉えた作品もあり、海外で評価を得ながら国内での上映が制限されることもある。

カンヌ国際映画祭で批評家連盟賞を受賞したタレク・マスゥド監督の「泥の鳥（2002）」は、イスラーム信仰を問う内容が

含まれるがゆえに長らく国内での上映が禁止されていた。実は「メイド・イン・バングラデシュ」も、フランスやカナダでロード

ショー上映が実現していながら、バングラデシュ国内の映画館では未だ上映に至っていない。どこでも映画が劇場公開さ

れるかどうかは興行収入が得られるかどうかに寄るところが大きいが、一方で、「国家や経済界の都合」に寄ることも大き

いことが分かる。 

しかし「メイド・イン・バングラデシュ」は単にアパレル産業の劣悪な労働環境や労働組合の力を描いているだけではな

い。もっと大きな視点から、バングラデシュの女性たち、ムスリムの女性たちに向けられる国内外のステレオタイプ化された
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性役割を問うている。観ている私たちは主人公の緊迫した決意に圧倒され、また衣服の鮮やかな色にも引けを取らない女

性たちの明るさと仲間意識に感情移入する。興味深いことに、「メイド・イン・バングラデシュ」の１シーンに、休日の昼にテレ

ビで「大衆映画」を観るダッカの下町の人びとの姿が収められている。映画の中にふと現れるそのシーンは、滑稽にも感じ

られるほどの違和感を醸し出す。そこに、ルバイヤット監督が問うステレオタイプ化されるイメージへの気づきがあるのだ。 

 

ドキュメンタリー・劇映画を問わず、映画は社会を象徴的に描き出し、時に映画が社会を創造する。「メイド・イン・バングラ

デシュ」は、映画が創造する社会をも含めてバングラデシュの現在を描き出し、そして私たちに「あなたはそれでいいのか」

と問いかける。日本での劇場公開を願って止まない。 

 

 
表１：日本の映画祭で上映されたバングラデシュ映画 

 

参考文献 

南出和余 2013「シネコンに通う『ベンガルムスリム』」『地域研究』13(2): 335-341。 

南出和余 2020「グローバル経済と闘う女性たち『メイド・イン・バングラデシュ』」『月刊みんぱく』44(5): 18-19。 

 
1 「バングラデシュ映画」には、バングラデシュを舞台とした海外の監督による映画やバングラデシュ人が出演している映

画も含まれるが、ここではバングラデシュ出身の監督による映画に限定する。 

 
 
 
 

No. 邦題 原題 制作年 監督 長さ(分) 映画祭

1 民衆の中の顔 Face in the Millions 1990
Zakir Hossain Raju
ザキル・ホセイン・ラズ

24 アジアフォーカス福岡国際映画祭1992

2 車輪 Chaka/The Wheel 1993
Morshedul Islam
モルシェドゥル・イスラム

65 アジアフォーカス福岡国際映画祭1995

3 境界を超えて Beyond the Borders 1995 ザキル・ホセイン・ラズ 50 山形国際ドキュメンタリー映画祭'95

4 転校生ディプ Dipu Number Two 1996 モルシェドゥル・イスラム 156 アジアフォーカス福岡国際映画祭1998

5 苦難の大地 Dukhai 1997 モルシェドゥル・イスラム 128 アジアフォーカス福岡国際映画祭1997

6 移民者の心 My Migrant Soul 2000
Yasmine Kabir
ヤスミン・コビル

35 山形国際ドキュメンタリー映画祭2001

7 僕たち Amader Chelera/Our Boys 2000
Manzare Hassin
マンザーレ・ハセイン

42 山形国際ドキュメンタリー映画祭2001

8 根のない樹 Lalsalu: A Tree without Roots 2001
Tanvir Mokammel
タンヴィール・モカンメル

113 アジアフォーカス福岡国際映画祭2002

9 砂と水 Sand and Water 2002
Shaheen Dill-Riaz
シャヒーン・ディル・リアズ

109 山形国際ドキュメンタリー映画祭2003

10 泥の鳥 Matir Moina 2002
Tareque Masud
タレク・マスゥド

95 イスラーム映画祭2017

11 ラロン Lalon 2004 タンヴィール・モカンメル 131 アジアフォーカス福岡国際映画祭2004

12 ぼくはひとりぼっち Durotto 2004 モルシェドゥル・イスラム 91 アジアフォーカス福岡国際映画祭2005

13 人形の家 Khelaghor 2006 モルシェドゥル・イスラム 123 アジアフォーカス福岡国際映画祭2006

14 わが友ラシェド Amar Bondhu Rashed 2011 モルシェドゥル・イスラム 100 アジアフォーカス福岡国際映画祭2012

15 みんな聞いてるか Shunte Ki Pao! 2012
Kamar Ahmad Simon
カマル・アフマド・サイモン

89 山形国際ドキュメンタリー映画祭2013

16 メイド・イン・バングラデシュ Made in Bangladesh 2019
Rubaiyat Hossain
ルバイヤット・ホセイン

95 大阪アジアン映画祭2020

他 テレビジョン Television 2012
Mostofa Sarwar Farooki
モスタファ・サロワル・ファルキ

106
東京外国語大学（2016年12月）
国立民族学博物館（2018年2月）

https://www.minpaku.ac.jp/sites/default/files/museum/showcase/bookbite/gekkan/MP2005_18-19.pdf
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■４）会員寄稿：『３年間の勤務を終えて（連載 その１） 

        児童生徒の安全を第一に考える 

—困難に立ち向かい、信頼される日本人学校を－ 

「ダッカのレストラン襲撃テロ事件に息をひそめる」 

ダッカ日本人学校 前校長 

会員 島村雅彦 
 

１．2016 年 7 月の事件 

 2016 年 7 月 2 日朝、大阪府内の小学校校長であった私は、新聞に目を通していて驚いた。衝撃的な記事が目に飛び

込んできたからだ。7 月 1 日夕。バングラデシュの首都ダッカでレストランがテロリストの襲撃を受け、邦人を含む人質を取

ったまま立て籠もっていると報じられている。翌朝、バングラデシュの政府軍・特殊部隊が、突入・救出作戦を行ったが、結

果として、邦人 7 名を含む、外国人 18 名がテロ事件の犠牲になった。 

この事件は、余りに痛ましい。犠牲となられた方々には、心底よりお気の毒な思いが湧いてきた。若い日本人の若者達が

「バングラデシュのために」と汗を流してきただけに、さぞかし無念ではなかったのではなかろうか？ 

次いで、新聞記事には何も載っていなかったが、私は「ダッカ日本人学校は、今どうなっているだろうか？」と思いに駆り

立てられた。私は、シンガポールの日本人学校で教鞭を取り、とアムステルダムの日本人学校で校長を経験していた。ダッ

カのテロ事件は他人事ではありえなかった。いつの間にか「今ダッカの日本人学校の教育現場はどうなっているだろうか？」

「自分が校長だったらどうしているだろう？」と思いを巡らし、緊張感で身が引き締まっていた。 

翌 2017 年４月。どういうわけか、私はダッカ行きの飛行機に乗っていた。ご縁があってダッカ日本人学校の校長職を拝

命したのである。 

 

２．教職員の事件の記憶 

これまで親日の国として知られていたバングラデシュで、このようなテロ事件が起こったことは、バングラデシュ在留邦

人のみならず、当のバングラデシュの人たちにも大変な衝撃をもたらした。 

襲撃現場は、日本人学校より僅か 800m の至近距離にある。教職員の多くは、湖をはさんだダッカのバリダラ地区に住

んでおり、襲撃現場にさらに近い。当日の夜は、教職員は自宅で、銃撃戦の響きを聞き、翌朝は装甲車も投入しての「稲妻

作戦」となり、銃声や爆弾の音を間近に聞いている。犠牲となられた方々と直接面識のあった日本人学校の教職員も少な

くない。 

翌朝、日本人学校は大使館からより事件の連絡を受け、休校措置を取り、直ちに全家庭に連絡し、その後の対応に追わ

れた。多くの日本人とその家族は緊急に一時帰国した。その後、日本人学校が、校舎の強靱化工事のため、場所を移して、

ひっそりと再開したのはその年の秋、2 学期も半ばになってからである。 

 

３．2017 年 4 月に着任してみて 

2017年4月。私がバンコクから深夜にダッカに着任した時には、まだ空港や街中のあちこちに装甲車や銃を携行した兵

士が数多く目につき、緊張感が漂っていた。特に事件の起きたダッカのグルシャン地区は、多くの兵士や警察官が警戒に

当たっており、ものものしい雰囲気であった。事件当時の状況は、当時の学校運営委員長や残った教職員から着任と同時

に聞かされ、厳重な警戒の中、臨時校舎でひっそりとした学校生活が始まった。 

バリダラ地区内の一軒家を借りての仮校舎である「Japanese School Dhaka ハウス」では、朝の登校から、学習中、下

校にいたるまで学校活動を極力目立たないよう、ロープロファイル（低姿勢）に努めることを徹底していた。「JSD ハウス」は

敷地前に民間のセキュリティガードとバリダラ警察のダブルチェック体制の上、敷地内に入っても建物に入る前に鉄格子

が設置されていた。保護者による送迎も、敷地内に入るときと建物内に入るときの二重のチェックを徹底していたし、たとえ
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授業でも、建物の外に出ることは許可されていなかった。つまり、子どもたちも教職員もずっと建物内で息をひそめるように

毎日を送っていたのである。 

  

４．合言葉は「本校舎での授業再開！」 

私の１年目の最大の課題は、本校舎強靭化工事の完成と本校舎での学校再開であった。「JSD ハウス」での授業の傍

ら、私は何度も本校舎の工事の進捗を見に通った。なかなか思うようには工事は進まなかったが、それでも少しずつ工事は

進み、機会あるごとに保護者や学校運営委員会と情報を共有しあった。最終的に７月末の学校運営委員会において、9 月

からの本校舎での授業再開を決定した。 

本校舎に戻った日。子どもたちが校庭で元気に走り回る当たり前の光景に、これほど感慨深い思いを抱いたのは、長い

教職経験でも初めてのことである。この時から、休み時間のたびに、芝生の校庭で走り回る子どもたちの姿を見守ることが、

自分の習慣となった。保護者だけを招いての校内運動会、厳しい制限の中、実現した国会議事堂見学など、苦労した分だ

け思い出深い行事である。この頃は、児童生徒数も少なく、保護者も教職員も学校運営委員会のメンバーも、大変な苦労

を共に過ごしてきたという連帯意識があったように感じる。みんな戦友のような気分であった。ダッカ日本人学校の保護者

と教職員の一体感は、この時から今までずっと続いている。 

 

 

厳重なセキュリティの中実施した国会議事堂見学 
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■5）バングラデシュの独立プロセスと日本の関わり   

      －バングラデシュ独立・国交５０周年シリーズ No.1－ 

   はじめに：日本とベンガルの交流史    

理事 太田清和 
 

☆ バングラデシュの独立プロセスと日本の関わり 

2021/22 年にはバングラデシュ独立/国交 50 周年を迎えます。日バ協会では、50 周年記念事業の一環として、この 7

月より向こう 2 年間にわたり、『独立/国交 50 周年シリーズ』を連載する予定です。 

向こう 4 ヶ月は、日本とベンガルの交流史、東パキスタン時代、当時の国際関係などを辿り、11 月より 50 年前の同一月

に何が起こり、日本の政府と市民がどう関わったのかを回顧していきます。 

独立プロセスの引金となったサイクロン（70 年 11 月）にはじまり、武力弾圧（71 年 3 月）、米中接近と印ソ条約（71 年

7・8 月）、国内の支援運動（71 年 11 月）、第 3 次印パ戦争（71 年 12 月）、日本の承認（72 年 2 月）、早川特使（72 年

3 月）、復興農業奉仕団（72 年 4 月）、旧日バ協会設立（72 年 6 月）に至るまで、多くのドラマが展開されました。 

またこれら節目の事件・運動にあたっては、皆様方より、証言（寄稿、インタビュー）を収録・特集していきたいと考えてお

ります。是非とも皆様より、当時のストーリーを寄せて頂ければ幸甚です。 

 

日本とベンガルとの間には豊かな交流がある。ここでは、注目される出来事を幾つか紹介したい。 

 

１．仏教とインド亜大陸 

 インド亜大陸と日本を結んだのは、仏教である。亜大陸には、諸民族が次から次へと流入し、先住社会と摩擦を繰り広げ、

吸収されつつも、新たな価値を付加してきた。こうして一つにまとまった世界では、異なる文化が出会い鍛え合って、「知」が

創造され、世界に発信された。紀元前 5 世紀、釈迦が、真理、自由、平等、寛容、慈悲、平安など、普遍性を持つ、新しい思

想、仏教の教えを説いた。 

 仏教は、亜大陸を越え、周辺地域に広がり、中国に伝播し、中国の高度な文化と民間信仰と融合し受容された。そして

朝鮮半島を経て、1,000 年という時空を超え、538 年（公伝）、日本に伝来した。日本は、国内の平安、新技術の摂取、律令

国家の確立、貴族の安寧のため、大陸に仏教を学んだ。平安後期に末法思想が流布し、仏教は浄土に救いを求める民衆

の心を捉えていった。 

この時期、亜大陸では、仏教はパーラ朝のベンガルで見事な輝きを放った後、ムスレム勢力の進出より姿を消した。 

鎌倉時代、仏教は日本独自の変革を遂げ、新たな息吹を吹き込んだ。戦国時代には、宗徒の大衆エネルギーが一揆として

噴出することもあった。徳川幕府は、檀家制度を作るなど、仏教を封建秩序に組み込んだ。仏教は、日本人の日常生活の

隅々まで行き渡り、士農工商の身分を分かつことなく、精神的支柱となった。 

仏教伝来から、日本人にとり、亜大陸はお釈迦様のおられた『天竺』であり、憧れの地であった。仏教界は、今も『天竺』

へ思いを馳せ、聖地を巡礼、日本寺を開扉、そして医療・教育などを支援している。そして亜大陸の社会動向に、日本仏教

界は敏感に反応する。 

 

２．明治時代とベンガル 

（１）岩倉使節がインド亜大陸で観たもの 

 明治新政府は、1871 年 12 月～73 年 9 月、岩倉具視使節団を欧米 12 ヶ国に派遣した。 岩倉使節団は、ニューヨ

ーク、ロンドン、パリなどを眩しく観つつも、各国間での文明の発展と形態の差違、社会の陰影に目を凝らし、西洋文明の本

質を理解しようとした。 
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 岩倉使節団は、帰路アジアを観た。ポートサイド、アデン、セイロンと立寄ると、現地人達は、熱帯にあって原始的な生活

に甘んじ、進取の気性に乏しい。欧米の文明国は、アジアでは、政治・経済・技術・軍事力で優位に立ち、自国の権益を確

保すべく、弱肉強食の植民血支配を敷いていた。セイロンでは、ベンガル産の中国向けアヘンが、カルカッタから輸送され、

自分達の搭乗船に積み込まれていることに戦慄を覚えた。 

岩倉使節団の使命は、「いかに植民地化されることなく、独立を全うしていくか」であった。西欧文明のなかに「アジアに

おける日本近代国家像」を模索していた。岩倉は帰国後、73 年 10 月、明治天皇に「欧米各国の形勢の大要を察すると、

国勢・民力・政教・治務などよっている根底は深い。その枝葉が茂っていることには必然の理がある。日本が政治の急務と

しなければならないところは、そこに思いを致して力を入れることである。奮励努力しなければならない。」と上奏した。 

 

（２）日本郵船のボンベイ・カルカッタ航路の開設 

 1889 年、日本政府は、基幹産業として成長していた紡績業のため、インド産棉花の輸入を開始した。しかしボンベイ・日

本間の海運は、英墺伊の有力海運会社３社が独占し、高額の運送料金を課していた。 

91 年、ボンベイのタタ商会が来日し、ボンベイ航路の開設を打診した。93 年には、タタ商会と渋沢栄一との間で、欧州

３社の航路独占を打破するため、共同で航路を開設することに意見が一致した。同年 8 月、日本郵船と日本紡績連合会と

の間で、①棉花運送の日本郵船/タタ商会共同航路への一本化、②運送料金の定額設定、③第三者との棉花売買禁止

を内容とする契約を締結した。日印で欧州３海運会社に挑戦すると、欧州３社は直ちに大幅な価格引下げ競争で対抗した。

タタ商会は、厳しい価格競争に耐えきれず脱落した。日本郵船と日本紡績連合会各社とは、国運を賭けた勝負であるとし

て、単独航路を維持し、競争に耐え続けた。95 年 11 月、欧州３社は、日本郵船の排除を断念し、競争停止を申入れてきた。 

こうして勝ち取ったボンベイ航路は、日本郵船にとり初めての本格的遠洋定期航路であった。そして日本の紡績業の発展

の道を切り拓く、大きな意義を有していた。 

 カルカッタは、インド帝国の首都であり、商工業の中心でもあり、日本郵船は航路開設を切望していた。しかし既存各社

は新規参入には厳しい立場を取っていた。1911 年、日本郵船は、既存各社に周到に根回しを重ね、協調的な姿勢を示し、

カルカッタ航路を開設した。 

 

３．日本とベンガル：人々の交流と文化の交流 

（１）ホリプロヴァ・タケダの日本紀行 

1903 年頃、愛知出身の武田和右衛門がベンガルに渡り、ダッカの石鹸工場で働き、1906 年に工場主の娘、ベンガル

人女性ホリプロヴァ・モッリクと結婚した。1912 年末より武田夫妻は約半年にわたり日本に里帰り。1915 年、ホリプロヴァ

は『あるベンガル婦人の日本訪問記』を出版した。ベンガルでの初めての日本紀行である。22 歳の女性のみずみずしい

感性で、日本の社会と生活、そして日本人を鋭く観察、洞察力にも富んでいる。義父母などに温かく迎えられ、心を通わせ

るストーリーを叙述している。 

 

（２）岡倉天心とタゴール 

岡倉天心は、お雇い教師フェノロサを通じ日本美術に目を開き、欧米・中国視察を経て、東洋美術に西洋美術に劣らぬ

価値を見出した。また 1901 年に亜大陸を探訪し、アジアには仏教文化はじめ優れた文化があり、一体感に溢れているとし、

「アジアは一つ」と唱えた。ラビンドラナート・タゴール（ベンガル人）と交流し、ベンガル・ルネッサンス運動に共鳴した。 

詩聖タゴールは、常に人間、自然、真実を見詰め、植民地主義を批判し、東西の文明、思想、芸術の調和を唱えていた。

タゴールは、1916 年より 29 年まで、5 回来日した。日本文化の奥底には、人との和、自然との和があり、日本の豊かさとな

っている、また日本人には、行儀、作法、簡素、奥床しさなど、美意識が日常生活の隅々まで行き渡っていると賛辞した。他

方、日本の過激なナショナリズムと機械文明への傾倒に警鐘を鳴らした。 
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タゴールの詩は、常に人間、人生、真実を見詰め、そして自分自身と向き合わせて呉れる。季節折々のしっとりした自然

美を味わわせて呉れる。日本人は、タゴ－ルの深遠な精神性に感銘を覚え、その詩に歓びと悲しみを重ねて、タゴールを愛

してきた。 

 

４．太平洋戦争とベンガル 

（１）ラース・ビハーリー・ボース 

 インド亜大陸での民族運動が高まる中、日露戦争での日本の勝利は、アジアの人々を勇気づけた。アジアから留学生や

革命志士たちが日本の土を踏んだ。 

 ラース・ビハーリー・ボースはインドの独立運動家（ベンガル人）。1912 年デリーで、ハーデイング英総督の暗殺を謀っ

て爆弾を投擲、重傷を負わせたとの容疑で。英国植民地当局より追われる身となり、1915 年、タゴールの親戚と偽って官

憲の目を潜って来日した。日本を拠点に故国の独立運動のため、大量の武器をインドに輸送した。日本政府は、日英同盟

に慮って、志士たちと距離を置き、その活動を警戒した。志士たちに支援の手を差し伸べたのは、頭山満、大川周明など、在

野の活動家、思想家、アジア主義者たちであった。彼らは、植民地の圧政に同情し、アジアの連帯と協力を目指した。ビハ

ーリー・ボースは、頭山満の助けで、新宿中村屋の相馬夫妻にかくまわれ、その長女と結婚し、日本に帰化した。中村屋は

日本で初めて、本格的なインドカレーを出したとされる。 

 

（２）スバス・チャンドラ・ボース 

 日本国内では、日露戦争以降、タゴールが警鐘を鳴らした通り、アジアへの優越意識が高まった。1930 年代に入ると軍

部を中心に、経済不況を打開するため、欧米に対抗し、日本を盟主としてアジアに新秩序を創ろうとし、大東亜戦争（太平

洋戦争）に突入した。 

スバス・チャンドラ・ボースもインドの独立運動家（ベンガル人）。国民会議派に属していたが、マハトマ・ガンディーの非

暴力主義に挑戦し、武力によってのみ独立が達成されるとの信念を持っていた。「敵の敵は味方」との考えから、ソ連、ドイ

ツ、日本と手を組み、国外でインド人部隊を創設し、インドに進軍、民衆蜂起と共に、インドの解放・独立を追求した。 

1940 年に国外に脱出、ドイツ、イタリアより賛同が得られなかったため、日本にアプローチ、43 年インド国民軍最高司令

官に就任した。44 年、インパール作戦でインド国民軍を率いて、英軍と戦ったが、日本軍と共に敗れた。45 年 8 月に日本

の降伏後、次なる拠点をソ連に求めようと、満州に向かう途次、台北空港で航空機事故によって死亡した。 

ベンガル人は、チャンドラ・ボース率いるインド国民軍が日本軍の支援の下、アラカン山脈を越えてベンガルへと進軍す

るのを、一日千秋の思いで待望していたという。 

45 年 11 月、インド国民軍の将兵を裁く軍事裁判が開かれると、植民地主義者の英国が、インド独立のため戦った若者

を反逆罪で裁くことに、インド国民の間で反対運動が巻き起こった。反対運動は燎原の火の如く広がり、大規模なデモと衝

突、そして翌 46 年 2 月ボンベイとカラチの海軍基地で海軍兵士が大規模な反乱を起こした。英国は、軍事裁判を中断、

全将兵を釈放した後、3 月に閣僚使節団を派遣し、インド側への権限委譲を明らかにした。 

インド独立においてチャンドラ・ボースとインド国民軍の果たした役割は高く評価されている。亜大陸、特にベンガルでは

チャンドラ・ボースの人気は絶大であり、敬称「ネタージ（指導者）」と呼ばれる。チャンドラ・ボースは、ベンガル人の親日感

情の基因となっている。 

なおダッカ在住の武田夫妻は大戦が始まると 1941 年に帰国した。ビハーリー・ボースが支援の手を差し伸べ、チャンド

ラ・ボースにも引合わせた。1942～44 年、ホリプロヴァは、ラジオ東京のベンガル語放送のアナウンサーを務め、インド国

民軍の声をベンガルに届けた。ダッカでは最年少の妹が、密かに同放送を聞き、姉の生息を確認していた。 

 

（３）パール判事 

 ラーダビノード・パール判事（ベンガル人）は、極東国際軍事裁判の判事。カルカッタ大学法学教授、カルカッタ高裁判

事、カルカッタ大学総長を務めた。当初、極東軍事裁判は対日降伏文書に署名した 9 ヶ国より、検事と判事が選出される
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予定だった。しかし、フィリピンとインド（中間政府）が日本軍の侵略による被害国として、裁判への参画を強く求め、認めら

れた。インドからは、法学者の権威であったパールが判事として選出された。パール判事は、インド国民軍に対する軍事裁

判の反対運動がインド全土に広がり、英国が植民地支配を断念するのを見届けて、46 年 4 月日本へと向かった。 

1948 年 11 月、死刑 7名を含む判決が下った。パール判事は、罪刑法定主義の立場から、「『平和に対する罪』と『人道

に対する罪』は事後法であり、有罪とする法的根拠にはなりえない」と、この裁判そのものを批判し、被告の全員無罪を主

張する反対意見書を提出した。 

但し、パール判事は、「日本無罪論」は唱えていない。日本に（政治的）戦争責任が存在しないとしているのではなく、厳

格な法的論理からすれば、国際法に照らして、日本の法的な戦争責任を問えないとの立場を取っている。 

敗戦に沈んでいた日本人の間では、パール判事意見書に、救われた思いを感じた人が少なくなかった。そして日本人の

間では、パール判事の法学者としての良心に尊敬の念が抱かれることとなった。 

 

 

 

■6）イベント、講演会の案内 
 

〇映画：タゴール・ソングス   

 http://tagore-songs.com/temporary-cinema.html 

 

非西欧圏で初めてノーベル文学賞を受賞したインドの詩人ラビンドラナート・タゴールが作り上げた作品の魅力に迫っ

た音楽ドキュメンタリー。イギリス植民地時代のインドを生きたタゴールは、詩だけでなく 2000 曲以上の歌を作り、「タゴー

ル・ソング」と総称されるその歌は 100 年以上の時を超え、今でもベンガルの人びとに愛されている。タゴールの歌はなぜ

ベンガル人の心をひきつけてやまないのか。インド、バングラデシュを旅しながら、タゴール・ソングの魅力を掘り起こしてい

く。監督は本作が初作品となる佐々木美佳。 

 

2019 年製作／105 分／日本 配給：ノンデライコ 

 

 ※「仮設の映画館」では日本国内では「一律 1,800 円／購入から 24 時間」で視聴可。 

全国の映画館、インド、バングラデシュでも上映されています。 

 

★『タゴール・ソングス』＠ポレポレ東中野 

7/11(土)～7/24(金) 連日 12:20～ （座席制限 47 席） 

※7/24(金)で終了する可能性ありますのでお早めにご来場ください。 

 

予約ページがオープン、以下サイトより該当日の 3 日前から前日 18 時までご予約可能です。 

特に舞台挨拶やイベントある日はこちらを是非。 

  ポレポレ東中野 座席予約ページ 

https://select-type.com/rsv/?id=qmvb4sJBDr4&c_id=91000 

  

 ★7 月 12 日(日)上映後、佐々木美佳監督舞台あいさつ 

 

◆7/4(土)～長野・上田映劇 上映中／7/11(土)～大阪・第七藝術劇場 上映開始 

◎7/11(土)～終映日未定 大阪・第七藝術劇場 

※公開初日 7/11(土)13:20～上映後、佐々木美佳監督×石濱匡雄さん（シタール奏者） 

トークイベントあり 

http://www.nanagei.com/ 

◎7/4(土)～7/17(金) 長野・上田映劇 

http://www.uedaeigeki.com/   
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■7）『事務連絡』 
〇第 7 回社員総会を 7 月 25 日(土) 11:00 より TKP 品川カンファレンス・センターで開催します。 

また、コロナ・ウイルス対策として、Zoom ミーティングによる中継も行います。 

総会資料は発送しておりますので、お手元の総会資料のご確認をお願いします。 

 

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/ 

 


