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■1）：新旧会長よりのご挨拶   

  １．『離任のご挨拶』           前会長/副会長 大橋正明 

  ２．『就任のご挨拶』                    新会長 渡邊正人 

  

１．会長離任のご挨拶 

前会長/副会長 大橋正明 

 

着任のご挨拶を皆様にしてから丁度一年後、離任のご挨

拶を申し上げます。 

 

ご存知の通り私が会長をお引き受けしたのは、前任の堀口

会長が健康上の理由で任期中に会長職を降りられたためで

す。いわばピンチヒッターとして 1 年間に限って、私の身の丈

にはとても合わない会長という重責をお引き受けしました。 

その後本会の相談役を務めて頂いた堀口元会長のお働き

で、この会長職を渡辺元大使にお約束の一年でバトンタッチす

ることが出来ました。その堀口元会長を始め、私の不充分な働きをしっかり支えて下さった村山副会長、河合事務局長、小

林次長を始めとした理事の皆様に、この場を借りて厚く御礼申し上げます。 

 

詳しくは昨年度の活動報告に述べましたように、協会は昨年度に、朝田名誉会長のご就任、内容濃いメールマガジンの

毎月発行、講演会など各種イベントの複数回の実施、内容の濃い企業情報交換会の定期的実施、法人会員の増加など

を果たすことが出来ました。ただ昨年度末から新型コロナ感染症が広がり始め、二国間の直接的交流や、本協会のいくつ

かの行事が出来なくなったことは、本当に残念です。 

 

今回の総会で、私は副会長に選任されました。このパンデミックから、日本でもバングラデシュでも誰一人取り残される

ことなく回復し、豊かな交わりが再び出来るようになることを、今後とも追及していきたいと願っています。本当に、ありがと

うございました！ 

 

※大橋正明 

本会副会長、聖心女子大学教授、シャプラニール=市民による海外協力の会監事、国際協力 NGO センター

〔JANIC〕理事  

ロヒンギャ難民が渡ってきたナフ川からミャンマーの方向を背景に 
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２．会長就任のご挨拶 

新会長  渡邊正人 

大橋会長の後任の会長として選任された渡辺です。一言ご挨拶申し上げます。 

 

日本バングラデシュ協会は２０１４年の創設以来順調な発展を遂げ、特に近年は、

このたび顧問ご就任をお願いしました堀口初代会長を始めとする関係者のご尽力

により法人会員含む会員数が顕著に伸びております。私としては、朝田名誉会長及

び顧問の方々のご助言をいただきながら、新たに選任された役員の方々と力を合わ

せ、本協会の一層の発展のために尽力して参りたいと思います。 

大橋前会長には、昨年夏より今日まで会長として本協会を率いていただきました

ことに対し、心から感謝申し上げます。引き続き副会長として、新米の会長を導いて

いただくようよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

私は、２０１５年７月から２年余の間、駐バングラデシュ大使としてダッカに勤務しました。両国関係がダイナミックに発展す

ることを予感しながら任地に到着した日のことを覚えております。２０１６年７月、ダッカ市内のレストランにおいてテロ襲撃事

件が発生し、日本人含む外国人及びバングラデシュ人が多数犠牲になるという痛ましい惨事となりました。犠牲になられた

方々への哀悼の意を胸に刻み、事件直後からバングラデシュ政府には事件の早期解明と再発防止を求め、日本の援助関

係者及び日本企業関係者含む在留日本人の一層の安全確保を最優先課題として取り組みました。厳しい環境下でした

が、私は、日本とバングラデシュは強い絆で結ばれており、将来に向けて両国関係を更に発展させて行かなければならな

いとの思いを抱くようになりました。今般、会長就任に当たり、その時の思いを新たにしております。 

 

本年は、２０２１年のバングラデシュ独立５０周年、２０２２年の日本バングラデシュ国交樹立５０周年を目前に控えた重要な

年ですが、新型コロナウイルス感染拡大の影響下、両国間の要人往来も含め人的交流が阻まれるなど、当面は様々な制

約の下で本協会としての活動を計画し実施して行く必要があります。充実した内容のメールマガジンの発行、遠隔リモート

方式による時々の講演会や定期的な企業情報交換会の開催など、創意工夫を働かせ、会員の皆様方のご要望やニーズ

にお答えできるように努めてまいりたいと思います。 

 

バングラデシュにご関心をお持ちの皆様方の輪が一層広まるよう私自身率先して努めて参りたいと思います。皆様方の

ご協力とご支援を賜れますようお願い申し上げます。 

 

※渡辺正人 

駐バングラデシュ日本大使（2015～17）、駐ブルガリア日本大使（2017～2020） 
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■２）会員証言：『ムジブ・ラーマンのダッカ帰還』 
   －ムジブル・ラーマン生誕 100 周年シリーズ No. 8－ 

               NPO 法人ユーラシア 21 研究所 理事長 
                             吹浦忠正 

 
 

※筆者は、1971 年 9 月～72 年 5 月、国際赤十字社連盟東パキスタン/バングラデシュ駐在代表として、現地に駐在。 

 

１． ヤヒア、ムジブ処刑を求める 

(1) 12月 3日、印パが全面戦争に突入すると、翌４日、ムジブル・ラーマン（1920年 3月 17日～1975年 8月 15日。

以下、ムジブ）を被告とする軍事裁判が終了した。パキスタンのヤヒア大統領は、急いで判決を下すよう指示した。ところが

パキスタン軍は総崩れ、軍内が混乱に陥り、判決書が出来なかった。7 日、ムジブが、軍事裁判の行われた西パキスタンの

ライオールプルの刑務所から、同じパンジャブ州の北西200kmのミアンワリ刑務所に戻されると、独房の前庭に墓穴が掘

ってあった。 

(2) 15日、 刑務所内が緊張に包まれた。ミアンワリは、ニアジ東パ軍司令官（16日にダッカで降伏文書に署名）の出身

地。15日、ミアンワリ出身の囚人たちには、ニアジ司令官がベンガル人に殺害されたとの噂が伝えられ、激昂。16日朝にこ

れら囚人たちの牢扉が開けられ、ムジブに襲いかかり、殺害する手はずとなっていた。 

16 日未明、刑務所長が、憐憫の情から独自の判断で、ムジブを安全な場所に匿った。 

同日、パキスタン軍は降伏した。 

(3) 19 日、ヤヒアは、翌 20 日に辞任することを発表し。国連の印パ紛争審議に出席していた外相ブットをニューヨーク

より呼び戻し、後継者として指名した。引継ぎにあたり、ヤヒアは「やり残したことが一つある、期日を遡及し、自分の統治下

で、ムジブを処刑した形としたい」と提案した。これに対し、ブットは「そんなことをしたら、東パで捕虜になった西パ将兵の身

が危うくなる」として拒否した。 

 

２．ブット新大統領と釈放決定 

(1) 20 日、ブットが大統領に就任した。 

27 日、ブットがムジブを訪れ、「自分が大統領になった」と告げた。ムジブはこれを聞いて「選挙結果からすると、大統領

は自分だ。自分は過半数の 160 議席を制したが、ブットはその半分、81 議席しか取れなかった」と応えた。ブットは「お望

みなら、大統領になってもらって良い」と申し出た。ムジブは「バングラデシュに帰りたい」と希望した。ブットは「調整のため

数日欲しい」とした。 

(2) ムジブをどうダッカに帰すか、熾烈な外交戦が繰り広げられた。当時ダッカにいた永井国連職員がロジ担当として、

ムジブのダッカ帰還を取扱っていたので、よく情報を交換した。 

ブットは、ムジブをダッカに直行ないしニューデリー経由でダッカに帰すことだけはしたくなかった。そこで中継地として

テヘランを提案した。イスラム世界の盟主の一人シャーの影響力に期待をかけたのである。しかし、ムジブはブットの底意を

見抜いて、テヘラン行きを拒否した。インド（以下、印）とバングラデシュもテヘラン経由に反対した。 

パキスタン航空機で出国させ、中立国の国連機関を引渡し先とし、その後はバングラデシュ側に任せるのが自然である。

そこで国連との間で、ジュネーブかウィーンでと調整が進められた。しかし、12 月 7 日の国連総会で、印の軍事力行使に

厳しい決議が採択されたことを受けて、印が国連を引渡し先とすることに強く反発。それでは赤十字（ジュネーブ）か、とい

う話になった。 

ここに英国が強引に割り込んできた。結局、ロンドンでヒース首相が夕食会を催し、一泊提供するなど賓客としてもてな

した後、ムジブの早期帰国のため、英国空軍の特別機まで提供した。宗主国であった存在感を見せつけた。ロンドンが中継

地となると、今度は印が帰国途次でのニューデリー立寄りを強く求めた。 
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ブットは、出発前夜の 7 日、大統領迎賓館で夕食会を持ち、ムジブに独立しないよう懇願し、当日は空港まで見送り、西

パと特別な関係を保って欲しいと頼み込んだ。 

 

３．ムジブのダッカ帰還 

(1) 12 月 13 日に日本人の殆どが国連救援機で脱出し、残る日本人は僅か 4 名。自分が在留邦人の代表となった。ま

た、ダッカの外国人社会の代表を各国が輪番で務めていたが、たまたま 72 年は、日本が代表の立場に当たっていた。こう

して奇縁にも、自分は外国人社会の代表にもなってしまった。 

空港では、ほとんど最前列でムジブを迎え、市内への移動ではムジブの車両の先導車に乗り、ラムナ広場での帰国演

説も、同じ仮設の演壇櫓（ヤグラ）の上で、間近で聞くこととなった。 

 

(2) 自分たちの心配は、ムジブの健康状態。8 ヶ月

の投獄生活の後、ラワールピンディからロンドンを往

復し、ニューデリーに立寄る強行軍。しかも各地で帰

還記念行事や独立祝典が待っている。 

 1 月 10 日、ダッカ空港で英空軍機の扉が開かれ

ると、数十万の群衆から大歓声が沸き起こった。ムジ

ブは抱きかかえられるようにタラップを降りてくる。タラ

ップのすぐ下で、アワミ連盟、外交団など要人が出迎

え。そして閲兵を始めたところで、群衆がなだれ込み、

空港行事は中止。ムジブはそのままトラックの荷台に

乗り、市内へと向かった。 

 

 

タラップで学生に抱きかかえられるムジブ【吹浦忠正氏撮影】 

 

 

(3) ムジブはトラックの荷台で手すりを握ると、背筋

をスクッと伸ばし、手を大きく右へ左へと振って群衆の

歓呼に応え、笑みを絶やさない。『政治家だ！』と思った。

ムジブの車両が、群衆の海をかき分け 10km 程度の

速度でユックリと進む。空港の大群衆がムジブに連れ

添ってラムナ広場（旧・競馬場）まで移動していくので

ある。 

 

 

 

 

 

空港からラムナ広場に向かうムジブと大群衆【吹浦忠正氏撮影】 
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４． ムジブ帰還スピーチ 

ムジブがラムナ広場で櫓の壇上に上がると、数十万人の群衆から、地がとどろく大歓声。 

「ジョーイ・バングラ！」 

「アマルデシュ、トゥマルデシュ（私の国、キミの国）、バングラデーシュ、バングラデーシュ！」 

「アマルネタ、トゥマルネタ（私の指導者、キミの指導者）、シェイクムジーブ、シェイクムジーブ！」 

私も演壇に招かれると、ほんの数メートル先にムジブがいた。ムジブの演説に、正に眼前で接することとなった。 

私はベンガル語がほとんどわからない。しかし、アシスタントのハルン・アル・ラシドくんの通訳と、不思議なことに、その

時はムジブの迫力で何を語っているか、ハッキリと伝わってきた。ムジブは全身を震わせ、時には声を詰まらせ、泣き崩れ、

魂のメッセージを発したのである。 

 
ムジブのラムナ広場での帰還スピーチ【吹浦忠正氏撮影】 

 

(1) （まず厳かに）独立戦争で犠牲となった人々に心からの哀悼を捧げます。 

今や、わがベンガルは独立したのです。 

（ここで大群衆は喜びの声を上げ、ムジブは涙声になってしまう。） 

私は、この前、この広場であなた方に「自宅を、礼拝所を砦に変えて欲しい。この度の闘争は、解放のための闘争であり、

独立のための闘争である」と言いました。 

(2) 私は、牢獄に囚われていました。絞首刑が命令され、墓穴も掘られていました。 

私は、再びあなた方の許に戻ってこられようとは思っていませんでした。私は、彼らに「許しは乞わぬ。死ぬ前に言ってお

こう。私はベンガル人だ。私は頭を下げはしない。殺したければ殺せ。ただ私の屍をバングラデシュに還して欲しい」と言い

ました。 

(3) その間、あなた方は、ベンガルのため闘い、独立を勝ち取られました。多くの方々が命を落とされました。村という村

が焼き払われました。私たちの村や家族は多くの命を失いました。いかに多くの人々が、病を得たまま難民として死んでい

ったことでしょう。いったい、何人の人たちが受難者となり、しかも命を捨てることを、何ら悔いなかったでしょうか。許してく

れ、私の兄弟たちよ。 

（ここでムジブは、泣き崩れてしまった） 

(4) ベンガル人は、今や自由になったのです。西パキスタン人を私は兄弟と呼ぶ。君たちに対し、何の憎しみもない。しか

し、君たちとの関係はすべて終わったのだ。君たちは自由独立であり、私たちも自主独立なのです。 

印は、避難民 1000 万人を受入れ、私たちの独立のために闘ってくれた。感謝したい。 

バングラデシュは、非宗教国となる。民主主義と社会主義が私たちの理想なのだ。 



日本バングラデシュ協会       メール・マガジン 74 号（2020 年 8 月号） 

7 
 

私は世界の国々に訴えます。私たちは、家も食べ物もありません。あなた方の助けが欲しい。さらにバングラデシュを承認

して欲しい。 

(5) 私の黄金のベンガルよ、私はあなたを愛します。 

私たちの前には、多くの仕事が残っています。兄弟たちよ、 

私は言う。復讐の道具を手に持つなと！  

ベンガル人は、自由に住み、食べ、楽しく暮すでしょう。これは私の生涯の願いです。 

今日、私はもう演説することが出来ません。 

ジョーイ・バングラ！ 

＊ベンガル語スピーチ： https://www.youtube.com/watch?v=Qfc5l76i5f0 

 

ムジブとは後に、誕生日が同じという偶然もあり、多少接点もあった。政策立案能力や行政経験のなさに疑問を呈する

声もあった。また、外国人ジャーナリストたちからは確かに周辺の人材への評価が低いということもあったが、国の方向性

や大きな戦略性、そして何よりも広範の国民から強い支持があったことは確かである。 

しかし、この「建国の父」をもってしても、その後の国の安定した秩序、継続する発展は実現できなかった。そして、わずか

3 年余りで軍のクーデターにより殺害された。合掌するほかなかった。 

 

 

 
■３）会員寄稿： 『３年間の勤務を終えて (連載 その 2) 』 
     －ダッカ日本人学校の特色ある教育活動－ 

                    ダッカ日本人学校 前校長  
                          会員 島村雅彦 

はじめに 

今次コロナ・ウィルス禍のため、4 月以降ダッカ日本人学校では、ダッカに残った数名の児童生徒に向けて、文科省から

の派遣教員を中心にリモート授業を行っている。私の後任となる新校長も、いまだにバングラデシュには渡航できず、やむ

なく日本国内からのリモートによる学校運営を余儀なくされている。こんな時期に過去の学校の様子をお知らせするのもい

かがなものかと思うが、コロナ禍の一日も早い終息を願い、もとの活気あるダッカ日本人学校が戻ってくることを祈りながら、

お伝えすることとする。 

 

１．個に応じた指導と ICT教育 

 私が離任した 2020 年 3 月時点の児童生徒数は、小中学部、幼稚園合わせて 30 名以上の規模まで回復していた。し

かし、着任時は、児童生徒数 15名であった。その後転出があり、一時 13名まで減少したこともあった。本校では小規模校

という特性を生かし、少人数指導による個に応じた教育に力を入れてきた。1クラス数名という少人数ながらも、日ごろの読

書等による知識豊富な児童生徒が多く、一つの課題について教師も含めていろいろな角度から議論が進む。アクティブ・

ラーニングを積極的に取り入れ、一人に一台の iPad を持たせるなど ICT 活用にも力を入れている。 

 

２．英語教育の重視 

 ダッカ日本人学校では、英語教育を重視している。バングラデシュは開発途上国だが、一定の教育を受けた人の多くは、

英語を話す。本校では、現地採用の講師を雇用して、英会話の授業を行っている。また、ダッカ大学芸術学部卒業の先生

に、英語で小学部高学年の図工と中学部の美術の授業を行ってもらっている。いわゆるイマージョン教育である。カラフル

で美しいバングラデシュの伝統的な絵画手法を英語で教えてもらうことで、英語と美術の両方の刺激を受けている。それ

以外にも、日本人学校を会場に英語検定を行い、小学生でも三級から英検準二級に合格するレベルの高さである。 

https://www.youtube.com/watch?v=Qfc5l76i5f0
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３．国際的な視野をはぐくむ現地理解教育 

その他にも国際理解教育や異文化理解を深めるために現地校交流も行っている。高い塀と鉄条網に囲まれた校舎であ

るが、開かれた学校という方針のもとに、気持ちはバングラデシュに寄り添い、現地理解に努めてきた。1 年目は、2 校の現

地の小中学校と交流し、互いに理解を深めた。2 年目以降は、JICA の BJET（Bangladesh-Japan IT Engineers 

Training )というプロジェクトで学んでいる現地の青年たちとも交流している。日本語を学んでいるバングラデシュのお兄

さんやお姉さんに、書写の時間に書いた漢字の名前をプレゼントしたり、バングラデシュの子どもの遊びを教わったりと、た

いへん貴重で有意義な取り組みであった。 

 

 
ようこそ先輩【谷村奈南さんを迎えて】 

 

４．将来設計を考えるキャリア教育 

また、キャリア教育の一環として、学期に１～２回程度、現地で活躍する日本人サッカー選手や児童労働やストリート・チ

ルドレンの問題に取り組む日本の NPO、ユニクロ、日本工営、味の素などバングラデシュに進出されている日本企業の方

や、JICA、国連機関、日本大使館の方などを招き、「ようこそ先輩」と題してお話をしてもらった。民間企業、政府派遣、NPO

など立場はそれぞれ様々だが、その人たちの想いを知ることでますます世界と自分、バングラデシュと自分を考えるきっか

けになっている。それ以外にも、スピーチコンテスト、合同ランチ、学習発表会や運動会など楽しい学校行事がたくさんあ

る。 
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英語劇『オズの魔法使い』（学習発表会での披露が好評であったため、請われて行った春祭り特別公演） 

 

おわりに 

困難や不便なこともある環境ではあったが、それを乗りこえてよりたくましい児童生徒が育ってくれること、保護者や日本

人社会から信頼される学校でありたいと願ってこの 3 年間邁進してきた。 

多くの信頼できる教職員や現地スタッフに支えられ、また、ダッカ日本人学校運営委員会はじめダッカ日本人会、バングラ

デシュ日本国大使館など、心強い関係諸機関の皆様のご支援とご理解でここまでやってこられたと思う。この場をお借り

して、改めて御礼申し上げる次第である。 

3 年間、本当にありがとうございました。 

 

 
■４） 理事寄稿：『建国 50 周年を迎えるバングラデシュとの奇縁』    

                                 関東学院大学講師 
                                 理事 石坂貴美 

 
7 月の総会にて理事に選任いただきました石坂貴美です。未熟者で理事職は身に余るものですが、事務局の仕事をコ

ツコツと全うできればと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。今回は、自己紹介を兼ねてバングラデシュに関わっ
てきた経験をご紹介できればと思います。 
 
１．バングラデシュとのめぐりあい（奇縁） 
私は、元々アフリカに行きたいと、青年海外協力隊を目指していました。 

まず一次の筆記試験。当時の協力隊の筆記試験では、すべての職種の試験問題を 1冊にまとめて配られていましたので、
受験者は試験問題を確認した上で、希望していた職種でなく他の職種へ変更して受験することができました。アフリカの
国から要請のあった職種の試験問題を解くことができず、「染色」の職種であれば問題が解けそうだと挑戦しました。 
筆記試験後に、染色で要請を出している国はどこかと確認したところ、南アジアのバングラデシュという国であることを知
ったのです。一次試験合格と二次の面接試験の案内が届いたときに、詳しい要請内容を確認してみると、求められている
染色技術に対して、私の能力は不足していると考えました。そこで辞退して、アフリカから自分に適した要請が出たときに
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再度受験しようとも考えましたが、まずは『腕試し』とに面接試験も受けてみることにしました。その結果、予想に反して合格
してしまい、バングラデシュに赴任することになってしまったのです。うれしいとも感じなかった、奇縁でした。 
 
２．協力隊での充実した日々（30歳と 30周年）と元訓練生達のその後 

2001年 4月、私は青年海外協力隊員として赴任のため、初めてバングラデシュに渡航しました。私はバングラデシュ建
国から約 1か月後に生まれており、赴任して間もなく節目の 30歳の誕生日を、独立 30周年を迎えたバングラデシュで迎
えることとなりました。不本意な形で始まったバングラデシュでの協力隊の活動でしたが、実際に配属先で活動が始まると、
充実した日々で、あっという間に 2 年間の任期を終えることになりました。青年・スポーツ省青年開発局の職業訓練所の染
色コースにて、日本の絞りや草木染の技術指導を行いました。同僚は業務に誠実で、卒業後の訓練生に対しても親身にな
って相談を受け、自営業者となった女性たちのサポートを行っていました。自営業者となって初めて自ら所得を得られるよう
になった女性たちが、見違えるように生き生きと活動する様を目の当たりにしました。 
 協力隊の活動を終え帰国してから数年後、現地の元訓練生を訪ねてみると、自営業者となった女性たちが所属先の同
僚らとともに、生産者組合を立ち上げて活発に活動を続けていました。「私は女だから何もできない」と泣いていた女性が、
技術を身に付けて事業を起こし数百人の従業員を抱える工房の主宰者となるような例がある一方で、最も優秀で訓練後
順調に事業をおこなっていた生徒が夫の失業や子供の病気が重なり、借金を抱えて夜逃げしてしまうという事態も発生し
ていました。 
 
３．「暮らしを守る術」を調査研究（40歳と 40周年） 
いくら所得を増やしても暮らしを守る術がなければ貧困から抜け出すことは難しいことを実感し、セーフティ・ネットの研

究をするために大学院に入学しました。その調査研究のために再びバングラデシュに 2 年間留学する機会を得ました。そ
れが、ちょうど協力隊として赴任してから10年後のことでした。不本意にバングラデシュで30歳の誕生日を迎えた自分が、
その後、自ら望んで再来し、独立 40 周年を迎えたバングラデシュで、40 歳の誕生日を迎えるようになるとは夢にも思いま
せんでした。 
思えば、良き同僚や現地で生産活動を続ける女性たち、家族の一員のようにお世話になった下宿先の大家さん、多くの

ご縁があったからと感謝に満ちた時を過ごすこととなりました。生産者組合の支援を続けるとともに、互助の仕組みを構築
したり、貯蓄や保険といった金融サービスによって暮らしを守る手段を調査したり、伝統的な相互扶助の再生を検討しまし
た。留学終えて帰国した現在でも、暮らしを守る術を模索するための調査研究を続けています。 
 
４．日本バングラデシュ協会（50歳と 50周年） 
そして、来年、独立50周年を迎えるバングラデシュで50歳の誕生日を迎えることができればと密かに画策していました。

しかし、コロナウィルスの影響で先行きが見えない状況となり、また、現地のために何もできない自分に不甲斐なさを感じて
いました。 
そんな折に、本協会に深く関わる機会をいただきました。しばらくは往来ができなくとも、多くの経験と知見を有する協会の
方々とともに、現地とのつながりを大切に紡ぎ続けるこができればと考えています。 
どうぞよろしくお願い致します。 
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■５）理事寄稿『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.2－ 
    東パキスタンと日本：分離独立から 1950 年代    

                                  理事 太田清和 
 
＊ 印パの分離独立とパキスタン 

1947 年 8 月、 印パが分離独立すると、空前絶後の大規模な住民移動が起こった。パンジャブとベンガルなどでは、約
1,200 万人の住民が安全を求めて、同じ宗派社会に加わろうと、新たに線引きされた「国境」を越えた。この住民移動に伴
い、暴力、略奪、強姦、殺人などが起こり、大混乱の中で 100万人以上が犠牲となった。10月にはカシミールの帰属をめぐ
り、第 1 次印パ戦争が戦われ、亜大陸には新生国家の印とパキスタンとが、憎悪の念を抱いて対峙することとなった。 
東パキスタンでは、英国とヒンドゥーが引揚げた穴を西パキスタン人が埋めた。48 年 3 月、ジンナーがダッカでウルドゥ

ー語が公用語であると発言した。東パキスタン住民は、パキスタンのあり方に違和感を覚え、言語運動が起こり、ベンガル・
ナショナリズムが広がった。  
一体であった経済も、工業国の印と農業国のパキスタンに 2 分された。パンジャブ産の棉花はボンベイで。ベンガル産

のジュートはカルカッタで加工されていた。49 年 10 月、平価切下げ問題を契機に、印パの経済は分断され、貿易もほぼ
途絶した。 
 
１．通商関係のはじまり 
（１）47年 7月、GHQにより、日本の民間貿易が外貨割当制度の下で再開された。先駆けとなったのは繊維産業をはじめ
とする軽工業。棉花をパキスタンより買付け、綿糸綿布と雑貨をパキスタンへ輸出した。日本の綿製品は、パキスタン市場
で印製品の穴を埋め（49年後半で綿糸の40%、綿布の70％が日本製）、またパキスタンは工業化のため日本から紡績機
を輸入した。 
戦後、日本は海外権益を失い、資源は輸入頼り。そこで貿易立国を目指し、49年5月に商工省を通商産業省に改組し、

輸出振興と外貨獲得を目指した。 
（２）49年秋、日本はパキスタンと貿易取極（毎年更新）を締結した（締結をGHQが代行）。日本・パキスタンとも外貨事情
が苦しく、毎年、輸出入（品目/金額）の計画的な割当が必要であった。 

49 年 10 月～50 年 2 月、経産省の桐山神戸事務所長が現地を調査。次の結論を出した。 
・パキスタンの対日感情は良好。日本から繊維製品、雑貨、機械などの輸入を希望。有望な輸出市場である。 
・パキスタンは、48 年 4 月から工業化政策を進め、日本の資本・技術の導入を希望している。 
・東パキスタンは人口が多く、経済開発が遅れている。繊維雑貨の市場規模と工業化の機械需要に鑑みて、輸出の観点
から、東パキスタンを重視すべきである。 
・東パキスタンは、稲作など農業も日本に相似し、農業機械化の期待を日本に寄せている。 
（３）カルカッタ在住の技術者中田一夫が、東パキスタン州政府に招かれて、3 年間にわたり工業局長を務め、日本から紡
績業とマッチ工業の資本と技術の供与を進めた。  
 
２．外交関係・公館の開設 
（１）1950 年、日米間で講和条約交渉が進み。外務省は在外連絡事務所を次々と開設し、12 月にはカラチにも開設した。 
 51 年 9 月、パキスタンが講和条約にパキスタンが調印した。52 年 2 月、日本はパキスタンに対し、カラチに大使館を、
そして予算が許せばダッカに領事館を設置したいと申入れた。パキスタン側は、カラチ大使館に同意したが、ダッカ領事館
はついては留保した。4 月の講和条約発効と同時に、外交関係が開設され、カラチに日本大使館が設置された。 
（２）52年12月になって、パキスタン側がダッカ領事館開設に同意した。53年2月、山形駐カラチ大使は本省に対し、ダッ
カ領事館開設につき、３つの重要性を進言した。 
・パキスタンの国内政治経済上の重要性 
・対外関係上、東パキスタン/ダッカの占める重要性 
・特に最近急増せる在留邦人、商社等の利益保護 
そしてチッタゴンが、分離独立前のカルカッタに替わる国際港として、目覚ましく発展していると強調した。 
53 年 9 月 塚本領事がダッカに着任、即日、領事館を開設し、日章旗を掲揚した。       
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３． コロンボ・プランと農業技術協力 
（１）53年 12月、日本は「アジア諸国に対する経済協力の具体策」を決定。54年 4月に アジア協会（現在の JICA）を設
立した。日本は、平和国家としてアジアで技術援助に取組もうとし、技術援助の目的は、①アジア諸国との友好促進、②機
械その他の輸出振興、③原料・資源の確保の３点にあるとした。 
（２）東パキスタンは、米が主食。しかし人口稠密のため、慢性的な食糧不足にあえいでいた。稲作も後進的であったため、
日本の稲作の技術協力、機械化に期待を寄せた。 
53 年、パキスタンは日本に農業技術協力を要請し、日本はこの要請に応じ、戸苅農業調査団を派遣した。戸苅団長はパ
キスタンに対し、品種、蒔き方、農機具、肥料など稲作の改善を提言した（Togari Report）。 
（３）54年 10月、日本はコロンボ計画に援助国として正式に参加した。コロンボ計画は、アジアの英連邦途上国に対し、資
金協力と技術協力を行うものであった。 
55 年、パキスタンより、日本人農業青年を現地に派遣し、実践を通じて日本式農法の普及を進めることを要請した。これに
応じ、56年 2月、コロンボ計画の下、東西パキスタンに農業青年各 4名（東パキスタンは川路団長）を派遣し、稲作モデル
農場を経営し、技術指導を行った。厳しい環境ではあったが３倍の収穫の実績をあげ、パキスタン側より高い評価を得た。
56 年～71 年に東パキスタン派遣の農業青年は 30 名に上った。 
57 年 5 月、岸総理がパキスタン訪問で、海外技術訓練センター構想を提唱した。これは従来からの専門家派遣、研修員
受入れ、機材供与を、現地に拠点を設けて一体的に行うものである。6ヶ国との間で設置に向けて交渉・準備を進め、60年
9 月にダッカに農業訓練センターが開所された。これは海外技術訓練センターで開所された第 1 号である。 
また 56 年にフォード財団の資金支援を得て、コミラ農村開発アカデミーが開設され、『緑の革命』を目指した。日本もコロ
ンボ計画の下、農業専門家を派遣し、品種改良、用水、農協制度の普及などに取組んだ。 
 
４． プラント輸出 
（１）通産省は、重化学産業を育成し、輸出の振興を図るべく、55年 9月日本プラント協会を設立した。通産省は、同協会を
通じ、大手重化学メーカー各社の協調体制を整え、途上国政府/機関とパイプを築き、大規模プロジェクトを受注し、プラン
ト輸出を目指したのである。この分野では、欧米諸国が技術・販路両面ではるかに先行、日本プラント協会も売込みを重ね
たが、何分にも実績がないため国際的信用が得られず、受注に結びつかなかった。 
（２）55 年に、パキスタン国内での天然ガスの発見を受け、パキスタン産業公社は、食糧増産と工業化のため、天然ガスを
利用する大型の硝安肥料工場を西パキスタンに建設することを計画した。これに対し、日本は「硝安は稲作には向かない、
尿素にすべき」と強く主張した。これに応じて東パキスタンにも、西パと硝安ではなく尿素で同規模の肥料工場を建設する
こととなった。パキスタン側の決定の背景には、日本の稲作技術に対する高い評価があったとされる。 
（３）日本は官民一体となり、大型プラント輸出の突破口とすべく、神戸製鋼所以下5社がグループを組み、57年6月の国
際入札に応札した。激しい受注合戦となった。 
その 6 月、日パ貿易取極の年次交渉が開始された。日パ貿易は当初とは様相が一変、日本から紡績機を輸出した結果、
パキスタン紡績業が大きく発展し、日本の出超から入超に逆転していた。日本側は、貿易不均衡是正のため、プラント輸出
を交渉目標に据え、交渉は異例の 3 ヶ月に及んだ。結局 9 月に、①日本側の棉花買付けと②パキスタン側の日本資本財
買付けへの好意的配慮とが盛込まれ、取極が成立した。同月、肥料プラントが開札され、神戸製鋼所などが受注した。 
（４）58年 5月、フェンチュガンジ尿素肥料工場建設を総額 99億円（現在額 569億円）、さらに 58年 8月、付属発電所
を三菱グループが 24億円（現在額 138億円）で契約した。これは、日本初めての画期的な大型プラント輸出であった。契
約では、工場建設と工期のみならず、実証運転、教育訓練、保守など殆ど一切の責任を、日本側が負う契約となっていた。
日本側は、「この機会をつかめなければ、プラント輸出の道は開けない」との決意の下、官民一体となって、厳しい契約条
件を呑み、採算割れを覚悟で、受注したとされる。 
（５）フェンチュガンジは、チッタゴンから北へ 250km の内陸。過酷な自然条件であり、2 万トンに及ぶ貨物の輸送など、建
設作業は困難を極めた。100 トンの尿素合成塔など重量貨物は、日本から大型クレーン付の特殊貨物船でクルナ港に輸
送。クルナ港で大型バージに積み替え、560kmの河川を遡行、雨季の水位上昇を見計らってどうにか際どく現地に搬入し
た。運転保守要員の確保と育成が難題であり、現地で500名の指導、中堅層84名の日本での受入れ研修を行った。しか
し、育成しても直ぐ辞めてしまうなど、要員の育成・確保に苦しんだ。 
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プラント輸出は、大型機械を据付け、工場を建設するだけではない。工場操業のための人材育成が重要であると、身に沁
みて学んだ。日本のフェンチュガンジでの『成功』は、日本のプラントの技術力と人材育成力を実証し、パキスタンはじめ
南アジア諸国の信頼を獲得し、その後のプラント輸出に道筋を開いた。まさに『礎』であった。 
 
 
 
 

■6）イベント、講演会の案内 
 
8/22（土）難民を助ける会オンラインシンポジウム 
 「ロヒンギャ難民 100 万人は今～大量流入から３年／AAR の取り組み」 
 https://peatix.com/event/1558710 
 
詳細 
ミャンマー西部で暮らしていたイスラム少数民族ロヒンギャの人々が激しい武力弾圧を逃れ、隣国バングラデシュに大量
流入して間もなく 3年。累計 100 万人のロヒンギャ難民は本国帰還の見通しもないまま、約 85万人が超過密な難民キャ
ンプでの生活を余儀なくされています。そして今、その難民たちを襲っているのが、新型コロナウイルス感染拡大の危機で
す。 
 
ARR Japan［難民を助ける会］は 2017 年 11 月に現地で人道支援活動を開始し、水・衛生分野、および子どもや女性の
プロテクション（保護）の分野で支援事業を実施してきました。武力弾圧が発生してちょうど３年となる 8月 25日を前に、ロ
ヒンギャ難民キャンプの現状、AAR の支援活動、コロナ感染拡大の影響、国際法廷での真相究明、日本外交の立ち位置
など、人道支援の現場から国際社会の動向まで、「ロヒンギャ難民 100 万人の今」を複眼的にとらえ、私たちに何ができる
かを皆さんとともに考えるシンポジウムを開催いたします。 
 
報告会では、AAR バングラデシュ・コックスバザール事務所の新旧駐在員の報告に加え、ビルマ／ミャンマー研究の第一
人者である上智大学の根本敬教授（ビルマ近現代史）、国連世界食糧計画（WFP）元アジア地域局長の忍足謙朗 AAR
常任理事にコメンテーターとしてご参加いただきます。また、AARの支援者であるデヴィ・スカルノ夫人が昨年 9月、ロヒン
ギャ難民キャンプの視察に訪れた際の動画を上映いたします。 
 
◆内容 
1、AAR の紹介 
2、基調報告「ロヒンギャ難民発生から今日まで～国際社会の動向」 
現地報告「AAR の支援活動～これまでの成果と新型コロナの影響」 

3、デヴィ・スカルノ夫人動画メッセージ 
4、根本敬・上智大学教授、忍足謙朗・国連世界食糧計画（WFP）元アジア地域局長／AAR 常任理事のコメント 
5、質疑応答 
 
◆コメンテーター 
 
根本 敬氏（上智大学総合グローバル学部教授） 
ビルマ近現代史専攻。文部省派遣でラングーン国立外国語学院（現ヤンゴン外国語大学）に留学。東京外国語大学教授
を経て、2007 年 4月より現職。著書『抵抗と協力のはざま―近代ビルマ史のなかのイギリスと日本』『アウンサンスーチー
のビルマ 民主化と国民和解への道』（岩波書店）、『物語ビルマの歴史―王朝時代から現代まで』(中公新書)ほか。 
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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/ 
 

http://www.japan-bangladesh.org/
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