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■1）：巻頭言： 『ことばの歴史はベンガルの歴史』 

東京外国語大学大学院教授 

元理事  丹羽京子 

 
１．ベンガル語は英語に侵食されている？ 

ベンガル語で話をしていて、そこに混ざる英単語の多さに驚いた経験を持つ人は多いだろう。電話をするのに「phoneコ

ラ（コラは「する」という動詞）」と言うのはいいとして、人と「会う」ことを「meet コラ」と言うようなたぐいのものも多い（まさ

かベンガル語に「会う」という語彙がないわけではない）。大学を指すのに「ビッショ・ビッダロエ」という立派なベンガル語

があるのに university と言ったほうが通りがよい、ということもある。こちらのベンガル語が拙いせいかもしれないが、相手

が英語の語彙をどんどん混ぜていった末に、いつのまにかまったくの英語で話している場合すらある（そして当人がそれに

気づいていない場合も）。 

もちろんバングラデシュでもそうした状況に警鐘を鳴らす向きも少なくない。筆者も幾度となく、昨今では「純粋な」ベン

ガル語を聞くことが少なくなったという嘆きの声を耳にしている。はたしてこれはどの言語にもあり得る変化のひとつなのか、

それとも本当に危機的な状況なのか、それがふと気になってベンガル語の語彙について調べてみたことがある。 
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２．ベンガル語の語彙の内実とは 

ベンガル語の語彙は、通常「トトショモ」「オルド・トトショモ」「トドボボ」「デーシー」「ビデッシー」の 5 種類に分類される。

この覚えにくい（そして通常は覚える必要もない）5 つの用語のうち、前 3 種はすべてサンスクリット語由来の語彙である。

それが 3 種もあるのは、ベンガル語に入ってきた時期がまちまちで、それによって「ベンガル語化」の度合いが異なるからな

のだが、最初の「トトショモ」はほぼサンスクリット語のままのかたちを維持したもの（ただし発音はベンガル語化している）、

「オルド・トトショモ（半トトショモ）」は音も綴りも多少変化しているもの、そして最後の「トトボボ」はサンスクリット語起源で

ありながらほとんど見分けがつかないほどにベンガル語化しているものとなる。 

実はベンガル語は 1000 年以上の歴史を有していながら、分離独立以前は公用語として使われたことのない言語であ

る。そうしたなか、ベンガル語はもっぱら文学用語として、特に韻文の世界に支えられて発展してきたのだが、近代以降の

英領時代、散文および文語体の急速な発達に伴ってあらためて新しい語彙が必要になった。その際に大量にサンスクリッ

ト語から取り入れられたのが「トトショモ」や「オルド・トトショモ」なのである。 

さて、ベンガル語の語彙のうち残りの 2 種であるが、「デーシー」は「現地の」、「ビデッシー」は「非現地の」という意味に

なる。すなわち「デーシー」がベンガル語固有の語彙と意識されていることになるが、実はこれらの多くはドラヴィダ系（現

在の南インドで主に使われる言語の系列）、もしくはオーストロアジア系（サンタル語などが含まれる言語系列。ついでなが

らこの言語群は稲作と強い結びつきがあるとされる）の語彙であることがわかっている。つまり、ベンガルがアーリア化する

以前から居住していた人々のことばをベンガル語は引き継いでもいるのである。そして最後の「ビデッシー」はいわゆる外

来語を指し、もちろん英語の語彙もここに含まれる。ただしベンガル語の場合、その歴史を反映してペルシャ語もしくはアラ

ビア語からの外来語が多い。 

 

３．語彙は変化する 

ベンガル語の語彙を概観すると、その中核を占めているのが「トドボボ」と「デーシー」であることが見て取れる。サンスク

リット語に近い「トトショモ」もかなりの語彙数を数えるが、これらは文語体がすたれ、文章が口語化していくにつれ減る傾

向にある。日本語でも言文一致体が推進されたころ二葉亭四迷が「国民語の資格を得ていない漢語は使わない」と言っ

たのと同じように、作家のプロモト・チョウドリや詩人ブッドデブ・ボシュはベンガル語の口語化を訴え、「トドボボ」はよいが、

「トトショモ」はなるべく排するべきであると訴えた。また、そもそも「トトショモ」は文語体を整えるに際し、それに主に関わっ

たサンスクリット語学者によってペルシャ語系、アラビア語系の語彙より優先的に用いられたもので、「イスラム化」の様相

によっては、それがまたアラビア、ペルシャ語系の語彙に置き換えられることも考えられる。 

 

４．ベンガル語のなかの英語 

さて英語の語彙であるが、現在使われているのは 1,000 語程度であると見られており、まだまだペルシャ語やアラビア

語系の外来語に数の上では及ばない。ベンガル語に混ぜて使われる英語の場合、university は「ユニバルシティ」、

hospital は「ハシュパタル」に近く、発音はかなりベンガル語化されているのもサンスクリット語のケースと同様である。と

はいえ、歴史がまだ浅いこともあって現状ではせいぜい「トトショモ」レベルであると言えるだろう。そしてベンガル語自体が

英語に侵食されてしまうということがあり得るのかといえば、中世の長きにわたってサンスクリット語をお手本としつつ、言

語自体がサンスクリット語化したわけではないことを考えれば、それはないだろう。あり得るとすれば、ベンガル語よりも英

語のほうが得意なベンガル人が増えることだろうが、ベンガル人の感覚からすると、ベンガル語が第一言語でなくなった時

点でそれはもはやベンガル人とは言えないのではないだろうか。なにせ辞書で引いてみても「ベンガル（Bangla）」と「ベン

ガル語、ベンガル人（Bangali）」がほぼ一体化している地域なのである。 

このように、ことばの変遷を見ていくと、なにを取り入れてなにを取り入れないか、そして結局のところなにが「ベンガル語」

を形成する要素となっていくのか、ことばの歴史は、文化の歴史そのものであり、その意味でも英語との関係が今後どのよ

うな道筋を辿るのかに興味は尽きない。 
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■現地便り：『バングラデシュ南部避難民（ロヒンギャ難民）キャンプの現状と赤十字の支援』  

日本赤十字社国際部 

国際救援課救援係長  片岡昌子 
 

はじめに 

2017 年 8 月に隣国ミャンマーのラカイン州で発生した暴力行為を逃れ、いわゆる「ロヒンギャ難民」といわれる 70 万人

もの人々がバングラデシュへ避難してから今年の 8 月で丸 3 年が経過しました。現在も、コックスバザール南部に広がる避

難民キャンプには約 86 万人が暮らしています。避難民(注)は、バングラデシュ政府から「難民」とは認められておらず、ミャ

ンマーへの帰還に向けた明るい兆しも見えないまま、避難民キャンプでの過酷な生活を強いられつつ、今も懸命に生きて

います。 

 

(注) 国際赤十字では、政治的・民族的背景および避難されている方々の多様性に配慮し、『ロヒンギャ』という表現を

使用しないこととしています。 

 

日本赤十字社（以下、日赤）は、国際赤十字の一員として、避難民の大流入が始まった直後の 2017 年９月から緊急医

療チームを派遣しての緊急救援を開始。2018年 5月からは中期支援へと移行し、避難民と地元コミュニティの人々のレジ

リエンス（逆境から立ち上がる復元力、回復力）の強化を図ることを目的に、地元のバングラデシュ赤新月社と共に、避難

民キャンプでの保健医療サービスを支援しています。 

 

今年は、避難民キャンプでの過酷な生活に追い打ちをかけるように、サイクロンや雨季の大雨、そして新型コロナウイル

スの感染拡大が、避難民そして地元の人々の生活を脅かしています。今回は避難民キャンプの現状とそこに暮らす人々の

様子、私たち赤十字の支援活動の状況をお伝えしたいと思います。 

 

避難民キャンプにおける新型コロナウルス感染症の影響 

世界中を震撼させている新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大は、バングラデシュも例外ではありません。バン

グラデシュ全体では 2020 年 8 月末時点で COVID-19 感染者は 31 万人を超え、死者は 4,200 人以上となっており、

毎日 3,000 人前後の新規陽性者が確認されています 。コックスバザール県全体では COVID-19 感染者は 3,927 人

（検査数 23,859 件）、そのうち避難民キャンプでは 5 月 14 日に初の感染者が確認されてからこれまでに 88 人の感染者

（検査数 3,931 件）が報告されており、うち 6 人が死亡しています（WHO、8 月 26 日時点）。当初懸念された規模の感染

爆発は起きていませんが、避難民の人々の間では「検査に行くとそのまま隔離される」「一度行ったら家族に一生会えなく

なる」「お金がかかるようで心配だ」等の噂が広まり、検査を受けようとする人が少ない現状もあります。保健医療サービス

を支援するバングラデシュ行政や WHOでは、キャンプでの検査態勢をさらに強化して検査件数を増やしていくことも優先

課題の一つとなっています。 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大は、避難民キャンプの

人々の暮らしにも様々な影響を及ぼしています。バングラデシ

ュ政府によるロックダウン措置により、キャンプでは食料配付

や医療などの必要不可欠なサービス以外の支援が制限され

ています。たとえば、ユニセフの最近の報告では、3 月以降、バ

ングラデシュ国内の他の学校と同様にキャンプ内でも学習セ

ンターが閉鎖しており、31 万人を超える子どもたちの教育の

機会がさらに制限されてしまっています 。もともと識字率の低

い避難民コミュニティでは、保護者による家庭学習も容易で

はありません。また、日赤が支援するバングラデシュ赤新月社

バ赤の診療所でも、工事のための業者の確保や資機材の調

達に遅れが見られました。 

 

 

大雨が続く避難民キャンプの被害の様子（2020 年 8 月）©I

brahim Mollik / IFRC 
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さらに、5月にはバングラデシュ西北部を襲った大型サイクロン「アンファン」の余波に見舞われ、7月以降は雨季の長引

く大雨による被害も発生し、更なる衛生状態の悪化や栄養状態の悪化が危惧されています。 

 

コロナ禍での赤十字の支援活動 

コロナ禍にあっても、現地での赤十字の支援活動はバングラデシュ赤新月社（以下、バ赤）を中心に続いています。バ赤

は政府の補助機関として、赤十字としての中立な立場で公平な人道支援を避難民と地元コミュニティに届ける役割を担っ

ており、日赤を始めとした海外の各国赤十字・赤新月社が支援をしています 。 

 

日赤は、2019 年 9 月に在バングラデシュ日本大使館の草

の根無償資金協力の支援を受けて完成したバ赤のプレハブ式

の診療所を拠点に、診療活動と地域に根差した地域保健活動

とを両輪とし、バ赤とともにプライマリーヘルスケアの推進を実

践しています。また、心理社会的支援（Psychosocial 

Support; PSS）の分野で豊富な経験を持つデンマーク赤十字

社とも現場での連携を図り、バ赤の PSS 人材の能力強化や技

術移転に力を入れています。現在は COVID-19 の影響を受け、

日本人要員が不在ですが、これまで派遣された日赤の医師や

看護師らによる指導が成果を結び、地元の医療スタッフ14名、

避難民ボランティア 72 名が主体となり、活動を継続していま

す。 

 

コロナ禍ではとくに、赤十字の支援活動の担い手として避難民ボランティアの役割の重要性が再確認されています。

SIM カードの登録制度や経済的な理由から携帯電話を使用できる人は多くなく、また通信状況も芳しくない避難民キャン

プでは、ボランティアが一軒一軒の家庭を訪問し、COVID-19 に関する正しい情報や手洗いの仕方など感染予防法を伝

えており、住民からは「正しい情報を伝えてもらえて安心した」との声が聞かれています。一方で、自らも避難民でありつつ

活動するボランティアたちからも、「たくさんの知識・経験を得ることができた」「すべて自分自身の自信にもつながっている」

「誰かの支援を受けるばかりではなく、自分にできることをしていきたい」といった成長を感じさせる力強い声が寄せられて

います 。 

 

おわりに 

COVID-19 に対しては、現在、バ赤はもちろん、国連や NGO が協力し、感染患者の隔離治療施設や ICU 病床の増設

が進められています。しかし、避難民キャンプの人々の多くは竹やビニールシートといった簡素な作りの狭い住居に密集し

て住んでおり、自然災害や感染症の流行など、引き続き注視が必要です。人道支援のニーズは依然高い状況が続く一方、

避難民問題に対する国際社会の関心や支援は決して高いとは言えず、赤十字全体も必要な支援活動を継続するための

資金不足が課題となっています。 

 

日赤は、これからも避難民と地元バングラデシュの方々に寄り添いながら、バ赤とともに、避難民キャンプでの支援活動

を続けていきたいと考えております。私たちは支援の手を休めることはできません。赤十字活動への皆さまのご理解とご協

力を、ぜひ今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 
1 本稿は日本赤十字社がこれまでに配信したバングラデシュ南部避難民支援ホームページ

（http://www.jrc.or.jp/activity/international/results/180104_005041.html）の記事等を一部引用しています。 

Facebook 動画でも現地の様子をご紹介しています（名古屋第二赤十字病院国際医療救援部編集：

https://www.facebook.com/watch/?v=649754662290536） 

Facebook 登録者のみ閲覧可能）。 
２ WHO, COVID-19 Bangladesh Morbidity and Mortality Weekly Update No.27, 31 August 2020, 

https://www.who.int/docs/default-source/searo/bangladesh/covid-19-who-bangladesh-situation-reports/who-covid-19-up

date-27-20200831.pdf?sfvrsn=34e71f15_2 

日赤支援の診療所の前に立つ医療スタッフと避難民ボランティ

ア（2020 年 4 月）©バングラデシュ赤新月社 
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3 

https://www.unicef.org/press-releases/rohingya-children-bearing-brunt-covid-disruptions-bangladesh-refugee-camps-educ

ation 

4 IFRC, Bangladesh - Population Movement (MDRBD018) Operation Update 10, 21 August 2020, 

https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-population-movement-operation-report-emergency-appeal-n-mdrbd0

18-epoa 
5 日本赤十字社「バングラデシュ南部避難民支援：3 年目の人道危機」（2020 年 8 月 19 日）

http://www.jrc.or.jp/activity/international/news/200819_006351.html、同「バングラデシュ：共に活動する避難民ボランティアの想

い」（2019 年 8 月 21 日）http://www.jrc.or.jp/activity/international/news/190821_005829.html 

 
 
 
 
■３）会員便り：『バングラデシュの村における開かれた家族生活 ータンガイル県の事例からー』 

名古屋大学特任助教授 

会員 杉江あい 

 
１．故原忠彦教授の民族誌回顧に寄せて 

 東京外国語大学 AA 研の共同研究課題『南アジアにおけるムスリム社会の民族誌的研究』については、メルマガ 5 月

号（71号）で外川昌彦理事により紹介されており、読者の皆様の記憶にも新しいと思う。このAA研の共同研究は、故原忠

彦教授（1934-1990）の業績を回顧するプロジェクトである。故原教授は、1962 年から 64 年にかけてチッタゴンのゴヒラ

村でフィールドワークを行った、南アジアにおけるムスリム研究の先駆である。 

私はこのプロジェクトの一環として、今年の 11～12 月頃に出版予定の論集 に、「バングラデシュ農村における個人主義

論の再考」と題する論文を発表する機会をいただいた。ここでは、同論文に関連して、私がバングラデシュの村で見てきた、

個人主義的とは言えない家族のあり方について述べたい。なお、私は 2007 年からタンガイル県の中～南部の村々を中心

として断続的にフィールドワークを行ってきた。今では初めて訪問した村のバリ（屋敷地）のムスリム男性と結婚し、私もムス

リムとなって 2 人の娘を育てている。 

 

２．先行研究が論じるバングラデシュの個人主義 

 先行研究が論じてきたバングラデシュにおける個人主義は、個人の自由と平等を謳う西洋的個人主義とは異なる。宣

教師の一家に生まれ、南アジアで育った文化人類学者のマローニーは、「組織やイデオロギーには多くを頼らず、自分自

身で自分の生きる道を探そうとすること、そのために社会関係を利用してチャンスを最大とするように、個人個人として行

動する」バングラデシュ人の行動様式を、「実用本位的個人主義（pragmatic individualism）」と呼んだ 。 

故原教授の民族誌においても、人びとの個人主義的な側面は随所に描かれている。しかし、その中で次の記述がある。 

「家族（paribar）は集落の中の少なくともいくつかの家族と密接な隣人関係を持つことなしに、孤立して機能し得ない」 

 

３．閉じられたり開かれたりする家族の生活 

 バングラデシュの村の家族は「密接な隣人関係」の網目の中にあり、家族の生活は時と場合によって閉じられたり、開か

れたりする。そんなイメージを私は持っている。私が「閉じられている」と感じたのは経済的な利害に関わる場合が多かった。

その一方で、「開かれている」—家族の垣根が越えられているのはどのようなときだったか。故原教授は、先の記述の後に

複数の家族が共有する池の共同利用・管理を例に挙げていたが、ここでは「ケア（世話や配慮、ベンガル語ではセバ・ジョ

トノやアドル）」と「喧嘩の調停」を例として示そう。 

（１）「ケア」： 私のフィールドでは、自分の兄弟姉妹や子どもではない子を抱っこしている人をよく目にした。目が離せない

乳幼児は家族だけでなく、隣人の誰かが看ていたのである。これは主なケアラーである女性たちが、一日中家事や農作業

で忙しくしていることが多く、また子どもをおんぶ紐で背負う習慣がないことによるが、わざわざ頼まなくても誰かが子ども

を連れていき、その間に親が仕事をするという感じであった。 

普段子どもや高齢者のケアをしている人が何かの事情で不在にするとき、隣人に代理を任せることも珍しくなかった。むし

ろ、それをわざわざ遠くの親族に頼むことは隣人たちから反感を買うことであった。もちろん、ケアの代行に対する対価も支

払われていなかった。このように、ケアはしばしば 1 つの家族を越えてなされる行為の 1 つだった。 
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（２）「喧嘩の調停」：夫婦であれ、兄弟であれ、家族内で喧嘩や不和が生じると、日本のように「プライバシー」という名のも

とに他の人びとが家族の問題に立ち入ることが憚られることはなかった。私が居合わせたバリで兄弟喧嘩（当時、兄も弟も

30 代）が起こったとき、近隣のバリから次々と人が止めにきた。弟に掴みかかる兄を牽制し、「もうあいつは弟だとは思わな

い」といきり立つ兄を「言ってごらん、あの子（弟）はお前の何？」となだめていた人たちの中には、直接親族関係にない隣の

バリの女性たちも含まれていた。 

バングラデシュでは決して DV が少ないわけではない 。しかし、私のフィールドでは「どこのバリの誰々は妻を殴る」、「誰々

は子どもを叩く」といったことは知れ渡っており、ひとたび喧嘩や騒動が起これば性別や階層に関係なく、近くの人びとが

止めに行っていた。家族の問題は「みんなの問題」として共有されていたのである。その意味において、家族生活は外に開

かれたものであり、私的な領域内にあるべきものとして矮小化されていなかった。 

 

４．「家族の問題」は「みんなの問題」 

「バングラデシュでは遅刻の理由として雨か、渋滞か、家族の問題を挙げれば許される」という笑い話があるが、このことも

「家族の問題」が「みんなの問題」として捉えられることの証左ではないかと思う。「家族の事情に首を突っ込んでくるのは

お節介」とか、「仕事や他人との付き合いに家族の問題をさしはさむな」等と言いたくなるかもしれないが、児童虐待の深

刻化、子どもや高齢者のケアの問題に悩む日本において、バングラデシュの村における開かれた家族のあり方は、学ぶと

ころがあるのではないだろうか。2014 年の春から日本に住んでいる私の夫が、「日本人の方が個人主義的じゃない？」と

言うのは、こうした文脈においてかもしれない。 

 

 
1 Togawa, M. and Dasgupta eds. Forthcoming. Kinship and Family among Muslims in Bengal. New Delhi: 

Manohar. 
2 マローニー、C．著・濱村邦夫訳 1995．『バングラデシュの貧困と人々の行動様式』国際農林水産業研究センター資料

5、P.35 
3 Hara, 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, p. 69 
4 政府のサンプル調査によれば、既婚女性の 72.6％がパートナーからの何らかの形の暴力を受けた経験がある（身体的な

暴力を受けたのは 49.6％）。Bangladesh Bureau of Statistics 2016. Report on violence against women survey 

2015. Dhaka: BBS. 

 
 
 
■４） 理事寄稿：『ムジブル・ラーマンの公賓訪日をめぐる驚き』 

－ムジブル・ラーマン生誕 100 周年シリーズ No. 9－ 

理事 太田清和  

 
※本稿は、外交史料館より開示を得た外交文書に基づき執筆したものである。 

 

はじめに 

ムジブルは日本に憧れ、親しみを持っていた。東パキスタン時代から独立後に至るまで、日本の援助をありがたく感じ、

日本人との交流を大切にしていた。焦土より復興し、経済成長を遂げている日本を、自分の目で観てみたいと切望してい

た。 

 

１． 公賓訪日招聘の申入れ 

（１）1972 年 2 月、日本はバングラデシュを承認すると、3 月に早川特使を派遣した。早川特使はムジブル首相に対し、訪

日を招請する佐藤総理親書を手交した。6 月、早川はムジブルを国民的に歓迎すべく、日バ協会を設立した。その後、田中

内閣成立(72/7)、ムジブル胆嚢手術（72/8)、日中国交回復(72/10)、バングラデシュ総選挙(73/3)と相次いだが、日本

は招聘の時機を窺っていた。 

（２）73 年 4 月、日本はムジブルの公賓訪日を申入れ、バングラデシュと具体的な調整を始めた。実は、新政府成立後 1 年
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での公賓招聘申入れは、異例に早い。第１の驚きである。 

外国人には、訪日してみないと日本の良さが分からない。国公賓は、外国の国家元首・首脳を招き、戦後の平和国家、

経済立国の日本をみせ、美しい自然と豊かな文化を味わわせ、両陛下の温かいお人柄から国民まで、その心に触れてもら

うプログラムである。国公賓として訪日すると、皆が日本ファンになって帰国する。国公賓は日本外交の切り札であった。国

公賓とも枠は毎年各２名位。多数の候補者リストから３～４年前より慎重に選定を進める。それを僅か１年で実現したのは、

早川はじめ関係者の熱意と尽力の賜物であろう。    

（３）熱意と尽力も、政策的な合理性（rationale）があって『外交』となる。 

(a)日本の政策目標は、次の３点であった。 

①  アジアに誕生した新生国家を温かく迎え、親日国家にする（戦後のアジア外交）。 

②  ソ連・インドへの傾斜から、自由世界に引留める。 

③  東パキスタン時代からの援助を一層拡充し、ベンガル湾の油田開発を進める。 

(b)これに対し、バングラデシュの政策目標は、次の３点であった。 

①  日本との政治・経済分野の協力と人的交流を広げる。 

②  全方位外交のアイデンティティを内外に示す、 

③  焦土からの復興の国造りを日本に学ぶ。 

  

２． 訪日に向けての事前調整 

（１）7 月初め、訪問時期が 10 月 18～24 日に内定した。早川は、日バ協会の行事として、①初日の 18 日に要人招待の

晩餐会、②最終日の 23 日に、田中総理主催晩餐会に先立ち、関係者 1000 名規模の茶会を企画した。 

（２）国公賓の地方視察先は、通常、関西となる。ムジブルは、地方の視察では自然に触れたいと希望した。早川は、73年7

月、東京－那智勝浦—高知の航路に、当時話題の豪華フェリー『さんふらわあ』の就航を実現させた。和歌山が東京に直

結、蜜柑など特産物が直接築地に出荷され、東京のマイカー族が和歌山観光に訪れる。ムジブル一行が関西視察の往路

にこのフェリーを利用すれば、早川としては、①和歌山と『さ

んふらわあ』を国内にアピールし、②外交的にも、ムジブルと

１晩を共に過ごし、友情を深めることができる。 

早川案には、外務省は、公賓を１国会議員の地元選挙区

に行かせることに拒否反応が強く、海が荒れれば大変なこと

となるとした。結局、外務省内で調整が付かず、ムジブルの

意向を確認することとなった。 

（３）9 月 4 日、小山田大使がムジブルに面会。全体日程を説

明の上、地図を示しつつ、A 案（陛下常宿の鳥羽ホテル泊、

翌朝に英虞湾を視察）と B 案（フェリー船中泊、翌朝に那智

の滝を視察）につき意向を照会した。ムジブルの反応は常識

的なものであった。 

・AB 両案のうち、どちらかといえば往復で経路が変わる B 案を取るが、海上の天候は如何であるか？ 日本が招待する

のであるから、日本側で決めて頂きたい。 

・また 23 日の茶会については、日バ協会には、既に 18 日に晩餐会を受ける上、直後に重要な田中総理主催晩餐会が

控えているので、取り止めて欲しい。 

会談後、先方外務省同席者は、B 案は如何にも強行軍に過ぎ、ムジブルも長時間(13 時間)の船旅を天候の点から気に

しており、A 案こそムジブルの望むところであると述べた。 

（４）またバングラデシュ側は「国家のプレスティージ、印ソ訪問での先例もあり、田中総理の空港出迎えは絶対確保したい」

とし、日本側が説得を重ねたが、頑として譲らなかった。 

 

３． 訪日の模様（10 月 18～24 日） 

（１）10 月 18 日は、雨が上がり秋晴れ。ムジブルは特別機の機中から、4 合目まで雪化粧した富士山を眺めることが出来

た。9:00 羽田空港着陸。ムジブルがタラップを降りると、田中総理、大平外相、早川会長らが出迎えた。次いで田中総理に

伴われ、栄誉礼を受け、儀仗隊を巡閲した。田中総理が空港に出迎えたのが、第 2 の驚きである。 

空港行事を終えると、田中総理はモーニング姿のまま、10:00 からの傷痍軍人会創立 20 周年記念式典に直行した。武

ムジブル首相の和歌山訪問（那智山） 
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道館に到着し、ご臨席の両陛下と 1 万人余りの参列者に式辞を述べた。10 月 6 日に第４次中東戦争が勃発。16 日より

OPEC 諸国が次々と石油戦略を発動、石油ショックが日本を直撃した。ムジブルは、正にその週に訪日したのである。 

（２）ムジブルは、ホテルで一旦休憩した後 まず乃木坂のバングラデシュ大使館に向かった。大使館正面には子供たち

30 名が集まり、その代表数人と一緒に館内に入ると、子供たちが一人一人、お小遣いを貯めた貯金箱、もうサイズが合わ

なくなった衣服、鉛筆・ノートなど学用品、野球のボールなどを、「お国のお友達にあげて下さい」と手渡した。これはムジブ

ルの胸を打った。その夜、ムジブルはお礼のメッセージを直筆した。「皆さんは、日本国の萌えいずる芽です。君たちが私に

渡してくれた愛情の贈物は、私の国の多くの少年少女たちの学習への希望を、実りあるものとするでしょう。」 ムジブルは

滞日中のスピーチの中で、この子供たちの心やさしさにたびたび言及した。第 3 の驚きである。 

 

４． 早川崇と日バ協会 

（１）ムジブルは、宮中拝謁と午餐会、首脳会談、日バ協会主催晩餐会、経済 3 団体共催の夕食会、尿素工場や土木研究

所（橋梁技術）を視察、NHK などのインタビューに応じるなど多忙な日程をこなした。 

（２）そして第 4 の驚きとなる。何とムジブル一行は、20 日 20:00 有明埠頭で『さんふらわあ』に乗船した。船内では豪華デ

ィナーショーで盛り上がった。海は波静かで船の揺れもなく、翌朝、紀伊熊野の連山がくっきりと見えた。港の入口では消

防艇が５色の虹の放水、港内では大漁旗を掲げる漁船約 60 隻が取り巻き歓迎した。埠頭には大橋知事以下地元民や子

供たち約 3000 人が小旗を振って待ち受けていた。車列は蜜柑畑を抜けて那智の滝へと向かった。 

（３）10 月 23 日にも第 5 の驚きが続く。日バ協会主催の 15 団体協賛の歓迎茶会が開かれ、約 1.300 名が集った。榊原

舞踏団によるマニプール・ダンスはムジブルを感激させた。最後は徳島扇連一行約 30 名による阿波踊り。参加者全員の

手拍子、踊りに加わる客も多かった。 

（４）24 日、共同コミュニケが発表された。（(注)クリックするとテキストが読めます）両国の外交 rationales が書き込まれ、

90 億円の商品借款の供与、食糧援助（バングラデシュは食糧難に苦しんでいた）、大型経済使節団の派遣などが盛込ま

れていた。 

こうしてムジブル一行は、会談の成果と、至れり尽くせりのもてなしに満足して帰国した。 

 

結び 

（１）2001 年にパクシ橋（現在の呼称は、ラロン・・シャー橋）の起工式典があり、

筆者も出席した。壇上からみると、乾季で広く干上がったパドマ川（ガンジス川）

の河原に、数万人がビッシリと座り込んでいる。 

（２）式典のトリはハシナ首相の挨拶。ハシナ首相は「皆さん、ご存じですか？」と

聴衆に問いかける。  

(a)私たちが、1970 年にサイクロンの被災に遇った時、1971 年に独立戦争を

大変な思いで戦っていた時、独立後に食糧難で苦しんでいた時、日本は何をし

てくれたでしょうか？   

(b)日本の子供たちは、寒風の中街頭に立って（ハシナ首相は、募金箱を右へ

左へと差し出す仕草をしながら）募金活動をしてくれたのです。 

 日本の子供たちが、おやつを買わないで、お小遣いを貯めたのです。貯めたお

小遣いを、バングラデシュの友だちにと差し出してくれたのです。 

 日本の子供たちは、要らなくなった衣服や、鉛筆やノートを、バングラデシュの

友達にと届けてくれたのです。 

（あのガヤガヤとうるさい、バングラデシュの数万人の聴衆が、静かに聴き入って

いる） 

（３）ムジブルが公賓訪日で触れた日本人の温かい思いやりは娘のハシナに、そ

してハシナ首相からバングラデシュ国民に伝えられていたのである。筆者の驚き

であった。 

 

 

 

  1973 年 10 月 19 日 朝日新聞 
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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』 

ーバングラデシュ独立・国交 50 周年シリーズ No.４－ 

東パキスタンと日本：1960 年代 

理事 太田清和 
 
１． 経済発展の 60 年代 

（１）1960年代は、世界的な経済発展の時代であった。日本は高度成長、パキスタンも『繁栄の10年』を享受した。日バ両

国は、通商を促進すべく諸枠組を整えた。59 年 5 月には、租税条約が締結された。60 年 12 月にアユブ・カーン大統領が

国賓として訪日し、通商航海条約が調印された。その翌月に発効した相互短期査証免除取極は、アジアでは初めてのも

のである。 

（２）60 年より、世銀の対パキスタン援助国会議が、日本を含む 5 ヶ国で創設され、日本は毎年この場で供与額を表明する

こととなった。日本は、58 年に円借款を開始し、61 年に海外経済協力基金（後に JICA に吸収）を設立、プラント輸出支援

の融資体制を整備した。以降、チッタゴン尿素樹脂工場（62 年）、レーヨン・パルプ工場（62 年）、チッタゴン製鉄所(63 年)、

カルナフリ砂糖工場（64 年）と、円借款供与とプラント輸出が続いた。日本の対パ援助のうち、東パが 2/3 を占めた。東パ

にはその援助ニーズがあり、日本が援助を進める人脈があった。政府も開発が遅れている東パを重点的に援助するべきと

の立場だった。 

 

２． 広がる交流 

 日本と東パキスタンとの間には、経済にとどまらず、幅広い交流が進んだ。 

（１）竹中総領事は、転勤を断り 57～65 年まで 8 年間にわたり、ダッカに在勤した。ベンガルを最も愛した日本人とされる。

竹中総領事時代には、60 年に文化協定が締結され、東パ日文化協会が創設された。日本とベンガルの歌や踊り、運動会、

遠足が催され、算盤、日本語、生花、柔道などの文化活動が行われた。日本語教室には学生 Rahim（後に在日大使館書

記官、外務次官、SAARC 事務局長）が学んでいた。 

（２）外務省は、59 年にヒンディー語専門職、60 年にベンガル語とウルドゥー語の専門職の採用を開始した。以後、数年に

1 名ベンガル語専門職が採用されている。67 年以降、アジア経済研究所は、東パ研究者の現地研修と調査を開始した。 

（３）日本は 54 年に国費留学生制度を創設。毎年、東西パのバランスに配慮し、同人数の留学生を受入れてきた。また 59

年に AOTS（海外産業人材育成協会）を設立し、産業分野の人材育成も進めた。これら留学生と研修生の人数は漸増し、

70 年前後には日本国内に 30～40 名の東パの学生コミュニティが形成された。彼らは異国日本で固い絆で結ばれてい

た。 

東パ留学生 Sheik Ahmed Jalal は東京大学で鉱山工学を専攻。「NHK 海外放送にヒンディー語とウルドゥー語があ

るが、ベンガル語がないのはおかしい」と運動を起こした。在京パキスタン大使館の働きかけで、61 年に NHK ベンガル語

放送が実現すると、Jalal は約 10 年にわたり NHK のアナウンサーを務めた。 

Mohammad Kibria は、シャンティニケタンでタゴールの影響を受けて育った。当時の美術界の中心であったパリ、ニュ

ーヨークではなく、日本で『東洋の空間・間』を学びたいと、東京芸術大学で版画を駒井哲郎に師事した(59～62)。彼はバ

ングラデシュの若手芸術家の日本留学の先駆けとなり、帰国後はダッカ大学美術学部長を務めた。彼の作品には、東洋

の空間が抽象的に表現されている。 

Moazzem Hussain は、東京大学で船舶工学を専攻し、博士課程まで進み(61～71)、68 年に日本人女性と結婚。71

年に帰国、ダッカ工科大学で造船学科を立上げつつ、国内の船舶機械化に取組んだ。88 年には AOTS ダッカ事務所の

初代所長に就任した。営子夫人と一緒に、日本とのビジネス、教育・文化交流に携わった。その功績が認められ、2004 年、

旭日双光章を授与された。 

（４）日・東パの友好親善のクライマックスは、62 年 1 月 29～30 日、皇太子ご夫妻のダッカご訪問であった。空港から市

内への沿道は 10 万人を超える歓迎の人並で溢れ、ご搭乗車が思うように進めなかった。訪問先ではどこでもご夫妻の周

りに人垣が出来、身動きが出来ないほどだった。皆、ミッチーを一目見ようと夢中だった。 

ナラヤンガンジの世界一のアダムジー・ジュート工場（紡績機 3,000 台、従業員 2 万人）をご視察。シタラキヤ川の

Mary Anderson 号の船上からベンガルの農村風景の眺めを楽しまれた。皇太子殿下は、小舟数隻で魚を川岸に追い込

む伝統的な漁法を、身を乗り出してご覧になった。 

翌週 2 月 4 日にアユブ・カーン大統領を迎え、フェンチュガンジ肥料工場の完成式典が予定されていた。両殿下は、日
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本人建設関係者の苦労話に耳を傾け、ねぎらいと励ましの言葉をかけられた。 

両殿下は、訪問を終えるに際し、記者会見し、①パキスタンの国民の暖かい歓迎に感謝する、②色々な印象のなかでも、

東と西との相違、気候も言葉も違うことが良く分かり、他国などもみているので一層興味深かった、と語られた。 

 

３． 1960 年代後半：価値観が問われた時代 

（１）1960 年代後半は、世界各国で価値観が問われた時代であった。経済の発展により、豊かな社会が実現する一方、貧

富の格差、環境など新しい問題が浮上した。戦後生れの若者世代（Baby Boomers）が登場、ビートルズ、ミニスカート、ウ

ーマン・リブ、カウンターカルチャーなど、既成観念に囚われず、自由と変革を求めた。そして政治分野では、権力や体制の

あり方そのものを問う社会行動を繰り広げた。 

仏では、学生達と大衆が呼応して、ゼネスト、街頭闘争を行い、文化大革命の毛沢東がイコンとして掲げられ、哲学者サ

ルトルも支持した。 

米国では、ベトナム反戦運動が広がり、公民権運動などと結び付き、米国の自由、民主主義、人権など価値観のあり方

そのものが問われた。 

（２）日本では、高度経済成長が、社会を根本的に揺さぶった。学生達は、戦争、貧困、失業に向き合うことはなくなった、現

状の閉塞感、未来への不安から、何とか自分を打開しようとした。既成の政党、組織、イデオロギーからは、政治改革への

期待が身近に感じられなかった。そこで社会変革に主体的に関わろうと、直接的な街頭行動に出たのである。 

全共闘などの学生運動は、米欧諸国での学生運動と同様に、新左翼系諸セクト及びノンセクト・ラジカルの学生達が、

自然発生的に多数参加するものであった。純粋で正義感に燃えた若者達が、日本のあるべき姿と自分の生きる姿とを懸

命に求めようとした。若者としてエネルギーを完全燃焼しようとする、自己発見・自己模索の行動であるとも評された。 

その運動は、ベトナム反戦運動、大学紛争と社会に広がり、文化大革命の標語「造反有理」の下、暴力を正当化すらした。

学生運動の根底には、戦後の国論を、安全保障の現実論と反戦平和の理想論とで、2 分してきた安保条約があった。安保

闘争は、69 年 10 月の国際反戦デー新宿闘争、11 月の佐藤訪米阻止羽田闘争で山場を迎えたが、日米首脳会談で安

保条約の自動延長、沖縄返還などが確認されると、目標を失うこととなった。学生時代は「ヘルメットとゲバ棒」で暴れ、卒

業後就職すると「背広にネクタイのモーレツ社員」へと変身した。また一部は、過激化の道を辿っていった。 

（３）パキスタンでは、『繁栄の 10 年』を享受しながらも、貧富の差への不満が高まった。西パで始まった学生運動は、民衆

を巻き込み、全土へと広がり、アユブの退陣を求めるゼネストと暴動の反政府運動へと激化した。 

反政府運動の論点は、貧富の格差と腐敗の是正、直接選挙を求める民主化要求である。 

今一つの論点は、東西パの経済格差の是正である。政府・軍人の殆どは西パ出身者で占められ、西パの 22 財閥が経

済を支配。東パのジュート輸出で稼いだ外貨が、西パの工業化に費やされ、西パの工業製品が東パに高価格で売られる。

東パには、「西パによる東パの植民地支配」であるとして不満が溜まっていた。ムジブル・ラーマンは、66 年 2 月の時点で、

東パの自治権拡大を掲げ『6 項目綱領』を発表した。このために逮捕され、獄中にあったが、69 年 2 月、アユブが民主化

運動の高まりに譲歩し、釈放された。 

（４）69 年 3 月、アユブは、野党との対話の不調と事態の悪化のため、大統領職を辞任し、全権をヤヒア陸軍司令官に譲

り渡した。69 年 3 月、ヤヒアは戒厳令を敷き、大統領に就任した。ヤヒアは、69 年 11 月、直接普通選挙による国民議会

選挙を実施するという画期的な方針を発表した。70 年 3 月には、新憲法の原則、選挙綱領を発表し、民政移管に向けて

準備を進めた。パキスタンは、10 月の総選挙に向けて、政治の季節に入った。 

日本は、かねてより東パの東西格差に対する不満が深刻であると憂慮していた。民政移管が、社会的混乱を回避し、

円滑に実現されることには極めて悲観的であった。 

 

４． 日本とパキスタンとの関係 

（１）日本は、1961～70 年、9 次にわたり総額 2 億 5,500 万ドルの円借款を供与した。1970 年には、プロジェクト円借款

第 1 号のチッタゴン漁港と東洋一の規模とされるゴラサール肥料工場が完成した。 

他方、日本の繊維産業は伸び悩み、棉花の輸入が減少、日パ貿易は、再び日本の出超が顕著となった。67 年、日本は

土光敏夫を団長とする大型経済使節団を派遣し、経済関係の改善に向けて協議・視察を行った。また一次産品、水産物な

どの輸入促進調査団を派遣した。 

（２）1965 年の第 2 次印パ戦争に際し、日本は、①印パ何れにも偏しない、②国連憲章の原則にしたがい、平和的に解決

されるべきである、との基本的立場に立ち、佐藤総理より、印パ両首脳に対し、対話による解決を求めるメッセージを発出し

た。 
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70 年 8 月、愛知外相が印パを訪問。愛知外相一行は、陸路で印パ国境を通り抜け、「両国が良き隣人として結ばれるよ

うに」とのメッセージを送った。ヤヒアとの会談では、対中関係を重点的に協議した。 

 

 

 

■６）イベント、講演会の案内 
 

【2020 年度ベンガル語オンライン入門講座】受講生募集 

 https://kyosei.u-sacred-heart.ac.jp/event/20200928/ 

 （聖心女子大学グローバル共生研究所） 

 

「ベンガルの知られざる魅力を探る」 

ベンガルの伝統文化や芸術、自然と共生する暮らしは魅力に溢れています。 

知られざる世界を旅するように、ベンガル語を学んでみませんか。 

 

今回はオンラインにて開講いたします。 

この機会に遠方の方も受講していただけます。ぜひご参加ください。 

 

オンライン会議ツールの「ZOOM」を利用します。 

※申し込みされた方に、参加方法をご案内いたします。 

※マイク・スピーカー・カメラ機能のついた PC もしくはスマホ、タブレットが必要です。 

長時間の通信となりますので Wi-Fi 環境での利用を推奨します。 

画面共有や資料配布を行うため、PC での参加をお勧めします。 

 

□日時：月曜日 18:30～20:00（全 10 回） 

 9 月 28 日 

 10 月 5 日、12 日、19 日、26 日 

 11 月 9 日、16 日、30 日 

 12 月 7 日、14 日（予備日 21 日） 

 

□対象：どなたでも歓迎 

□定員：15 名（最小開講人数 5 名） 

□内容：文字の読み書きから基本的文法を学びます。 

□申込み：https://forms.gle/xTG7gAgdk7duFipKA 

     上記 URL よりお申込みください。 

□講師：奥田由香(東京外国語大学 非常勤講師他） 

□受講料：※初回は無料(2 回目までに振込み） 

 一般 10,000 円 

 学生 7,000 円 

 本学学生 5,000 円 

 

【ご注意ください】 

 

開講見込みとなり次第（5 名以上の申込み）受講料の手続き案内を申込みメールアドレス 

宛にお送りします。 

 

5 名以上の入金を確認し、正式開講といたしますことをご了承ください。 
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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/ 
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■[参考資料] 日本・バングラデシュ共同コミュニケ 1973 年 10 月 24 日 
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