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■1）巻頭言：『バングラデシュの小農の工夫が後押したチェーン除草』 

京都大学東南研連携教授 

会員 安藤和雄 
１〄チェーン除草 

 2020 年 3 月末に定年退職し、名古屋市内の実家に戻った。実家の農業規模はバングラデシュの Small Farmer„小

農‟と同程度である。兼業の小農都市農家の生活が始まった。 

 我が家の稲作でもっとも大きな問題は

雑草防除である。特にこの 2～3 年コナギ

„写真１‟が大発生している。2020 年、今

年の稲作ではなんとかコナギを防除した

いと思い、2019 年、昨年の冬に畦を修理

して水を貯めやすくした。田植え後に水を

深めに貯めて雑草防除ができるように改

良した。今年、5 月末の代掻きも丹念過ぎ

るほど行った。これが田植え機で移植され

た苗の活着を阻害するという問題を起こし

てしまうのだが、雑草防除を優先させたの

である。日本では近年無農薬栽培や有機

栽培が浸透しつつあり、稲作にもその傾向

が出ている。除草剤を使わない田や、有機

栽培の田ではコナギの発生が顕著で、コ

ナギは除草剤抵抗性をすぐに獲得するの

で、毎年のように除草剤を変えなければな

らないという問題も指摘されている。昨年

までの私の田でのコナギの大発生の原因は、畦からの浸透で灌漑水を貯めにくかったこと、使用していた除草剤がコナギ

に効いていなかったのである。コナギの発生を抑えるために様々なユニークな技術が日本では生まれている。その一つがチ

ェーン除草„写真２‟である。田植え後１週間以内に、深水にしてチェーンをひっぱり、発芽直後のコナギの幼植物を浮かせ

て枯死させる方法である。この技術を知ったとき、これはどこかで見たことのある技術だとピンときた。それは、JICA 専門

家としてタンガイル県の村で調査活動を

していた時の、地下水をエンジンポンプで

くみあげて灌漑して作付けされていた高

収量品種のボロ稲が移植された田でのこ

とであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 稲の株元にはえるコナギ 

写真２ チェーン除草具（自家製） 
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２〄バングラデシュでの稲作で遭遇したショック 

 チェーン除草は日本の伝統的な稲作では「やってはならない技術」である。田植え後の新根が出て活着したばかりの苗

を痛め、初期生育を抑えてしまうからである。日本の伝統的な稲作には苗半作という教えがある。健康的で元気な苗がよい

とされ、苗の良し悪しが田植え後の活着と初期成育を左右すると言われてきた。チェーン除草はそれに反する。しかし、バ

ングラデシュでの稲作観察とインターネットの情報から私は今年の稲作でチェーン除草を行った。当然まわりの人の不評

をかった。しかしなんとか苗は持ちこたえてくれた。 

 バングラデシュでの稲作には心底驚かされたことが二度ある。一度目は、青年海外協力隊員の時、ノアカリ県の任地で

見た乾期の高収量品種の灌漑ボロ稲作の苗であった。12 月末から 1 月はじめ水のある泥状の苗代に催芽種籾が播種さ

れ、1 月の最低温度が 15℃を下まわり、田植え時期の 1 月末から 2 月初めには苗代はひび割れが入るほどに乾くことか

ら、葉が黄色く枯れあがったような苗が田植えされていた。苗は枯死するか、活着が大幅に遅れ、分蘖„ぶんけつ‟不足にな

るという私の予想ははずれ、2月、3月と気温の上昇とともに、枯れあがったような苗は十分に生育したのである。二度目は

先に述べた JICA の専門家として調査活動をしていた、1987 年 3 月 4 日のことだった。二頭の牛に牽引させた、竹製の

「歯」を櫛のようにつけて田の表面をひっかく、まぐわ„ビンダ‟によって移植後の高収量品種のボロ稲が育つ田で除草が行

われていた„「歯」の部分は水の中にあっ

て写真では見えない‟。その時の一枚が

写真 3 である。私の日本の稲作に関する

常識ではまったく理解不能であった。 

 このショックから私は、農民が主体的

に開発した技術を「在地の技術」と定義

する、という新しい発想を得ることができ

た。その典型事例としてこの除草技術を

学会等々で発表してきた。土を砕く竹製

の梯子状のモイという道具がビンダの代

わりに使われることもあった。これらのタ

ンガイル県の除草と灌漑水の漏水防止

を兼ねた小農技術は、チェーン除草と発

想を同じくしている。 

 チェーン除草がいつ頃から日本の稲

作に登場したかは定かでないが、月刊誌

『現代農業』2010 年 5 月に特集されているので、この頃には全国的に使われはじめていたのだろう。実は、まぐわや、砕土

農具のモイによる乾期の移植水田稲作での除草技術のルーツは、雨期の 8 月のピーク時に湛水深が 1 から 2m の田で

洪水が起きる前に乾田状態で直播される深水稲の散播アマン稲の伝統的栽培技術である。タンガイル県の私の調査村

は典型的なジャムナ川氾濫原の村で散播アマン稲の栽培が伝統的に卓越していた。この除草技術は散播アマン稲の栽

培技術から 1970 年代以降に盛んとなった高収量品種の灌漑移植ボロ稲の栽培技術への借用であった。まぐわか、梯子

状のモイを使うのか、いつ行うのかについては、稲や田の状況によって実際は細かな対応が必要とされていた。タンガイル

県の小農の知恵による応用技術だったのである。 

 

３〄小農の知恵という生き方のモデル 

 除草剤、殺虫剤、殺菌剤などの農薬や化学肥料の弊害が明らかになってくると、無農薬、有機栽培の価値が評価される。

しかし、大規模な経営ではなかなかうまくいかないこともわかっている。手間とちょっとした工夫や作物の生育状況と耕地

の環境状況に応じた臨機応変な対応が求められる。そこで小農技術の出番となる。チェーン除草にも同じことが言えそう

写真 3まぐわ（ビンダ）による除草と灌漑水の濾水防止 
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で、ネットの情報通りにはなかなかいかなかった。こうした栽培技術の工夫と同様に、バングラデシュの小農たちは生活の

中でも様々な工夫をこらしている。ハットと呼ばれる週単位で開催されることの多い定期市をうまく利用して農産物を売り、

その小金で必要なものをハットで買う。収入源も農業以外にも他の生業をいろいろと組み合わせている。 

 青年海外協力隊員、JICA 専門家、大学院でのフィールドワークと 20 代、30 代のほとんどの時間を私はバングラデシュ

で過ごしてきた。特に村や村人たちには青年海外協力隊員として赴任した時以来、親近感をもってきた。特に交流を深め

た小農の人々は、私に生きること、人間の社会、栽培技術を教えてくれた先輩でもあった。私は迷ったときや困難に直面し

た時にはよくバングラデシュの小農の人々のことを思い出す。定年退職して、定職が無くなり、固定給という収入もなくなっ

た。年金だけでは不足する。待ったなしの対応が迫られ、新しい生活のスタイルが求められている。なかなか難しい。バング

ラデシュの村々で接していた小農なら、どんな知恵を働かせるだろうかと、自問しながらの都市農家の生活である。 

 

 

 

■２）会長寄稿：『堀口松城顧問より本協会に寄付』  

会長 渡辺正人 
 

この程、堀口松城初代会長より、本協会理事会メンバーを退かれる機会に、５０万円のご寄付を頂きました。ここに、会員

の皆様にお知らせするとともに、堀口初代会長に深甚なる謝意を申し述べる次第です。 

 

堀口会長は、２００３～２００６年に駐バングラデシュ特命全権大使を務められました。ご離任々退官後も、バングラデシュに

ご関心を寄せ続け、早稲田大学で教鞭を執られる傍ら、２００９年に著書『バングラデシュの歴史』を出版されました。 

２０１３年、モメン駐日バングラデシュ大使„当時‟より、「かつて早川崇会長の下、日本バングラデシュ協会が活発な活動

を行い、両国民の友好を大きく増進させたものの、その後同協会は、自然消滅の形になっているが是非とも再興させること

が出来ないものか」との相談が、堀口大使に寄せられました。この相談を受け、堀口大使は関係者に熱心に働きかけられ、

約 1 年間にわたり大橋副会長等とともに準備を重ねられた後、２０１４年７月１３日、一般社団法人『日本バングラデシュ協

会』を創設され、初代会長に選出されました。 

爾来５年間にわたり、本協会の組織運営の整備々強化に精力的に取組まれました。活動面では、①まず『講演会』につき、

講演者を発掘々依頼されました、②次いで『メルマガ』を立ち上げられ、編集に取組まれてきました。特に毎月『会長メッセー

ジ』を５年間にわたり執筆されたことは、会員にとり鼓舞されるものでした。③さらにバングラデシュに進出、ないし進出を図

る本邦企業が、本音ベースで情報交換できる場を作ろうとする、平石理事の『企業情報交換会』構想の実現に向け働きか

けられました。今日、これらは日バ協会の事業の３本柱として、しっかりと立ち上がっています。 

 

『三代続けば末代続く』ということわざがあります。二代目の大橋会長は、バングラデシュの専門家であり、堀口初代会

長と共に本協会設立に携わられました。私は、創設会員„Charter Member‟でもなく、お二人のようにバングラデシュに

関する造詣や経験はありません。皆様のご指導々ご支援を得て、堀口初代会長が築き上げられた、日バ協会を護り、一歩で

も前に進めて行きたいと考えています。堀口大使には、引続き顧問としてご指導を得ていく所存です。 

本協会の活動は、個人会員、法人会員の皆様の年会費に加え、皆様方からのご寄付により支えられていることを新ため

て感じますとともに、ご寄付頂いた方々の期待に沿うべく、微力ながら本協会の発展に取り組んでまいりたいと思います。 
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■３）会員寄稿：『ムジブル・ラーマン政権の課題と問題点―新国家建設に向けて―』 

－ムジブル・ラーマン生誕 100 周年シリーズ No. 10－ 

              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。1972 年 5 月～74 年 2 月までダッカに 2 度目の駐在。 

 

1972 年 1 月 10 日、パキスタンからバングラデシュに帰還したムジブル々ラーマンは、先ず「社会主義、民族主義、非宗

教主義、民主主義」の国家 4 原則を宣言、12 日には暫定憲法のもとに自らを首相とするアワミ連盟中心の内閣を樹立、新

国家建設に着手する態勢を固めた。しかし、1947 年にイギリス植民地からパキスタンとして独立して以来、実質的には西

パキスタンに植民地的な支配を受けてきたバングラデシュにとって、あらゆる面で、課題の多い出発であった。 

 

１〄多難な経済の再生 

何よりも重要な課題は、経済の再生であった。中でもバングラデシュの製造業部門を建て直すことが急務となった。当時

の主要工業はジュート加工業、綿繊維工業だが、そのほとんどは西パキスタン財閥資本によるもので、独立後国有化され

たが、経営者々技術者のほとんどが独立後西パキスタンに帰国し、国有化工業部門は停滞する状況が続いた。生産の低

迷、経営赤字の拡大などから賃金の未払いが続き、労働争議が頻発した。 

 こうした事態への政府の対応も的確ではなかった。その背景には官僚制度が育っていなかったことが挙げられる。パキ

スタン時代、上級官僚はほとんどが西パキスタン出身者で占められていた。独立しても経験ある官僚がいない状況で、政

府の機能は混乱し、そのなかで汚職がまん延していったからである。 

 

２〄政治の安定を目指して 

 政治面では、1973年3月に独立後初の国会議員選挙が実施され、この選挙で圧勝したアワミ連盟は第2次ムジブル々

ラーマン政権を樹立した。だが、権力を握ったアワミ連盟のなかで、利権をめぐる対立抗争が次第に顕著になり、国民の絶

大な信頼と支持を集めるムジブル々ラーマン首相の人気をもってしても、アワミ連盟政府に対する国民の批判々不満を抑え

ることは難しくなっていった。 

 特に 1974 年 1 月、ムジブル々ラーマンがアワミ連盟総裁の任を辞し、自らは首相の職に専念することにしたことは、政党

としてのアワミ連盟に対する国民の信頼をほとんど失わせる結果を招いた。これに対する処方箋として、1975 年 1 月にム

ジブが選んだ方策は、憲法を改正して大統領制に移行、自らは大統領に就任し、同時に単一の国民政党を結成して自ら

その総裁に就任したことであった。政府も政党も自分の傘下に置くことで、まだ自分に寄せられている国民の信頼を基に、

もう一度自らの政権への国民の支持を取り戻そうとしたのかもしれない。 

 しかし、独立後 3 年を経過し、経済的にも苦しい状況に置かれて来た国民は、アワミ連盟への期待が大きかっただけに

失望も大きく、その批判は大統領制の導入で権力を独占することになったムジブル々ラーマンに集まることになった。大統

領制への移行は、その過程で、ムジブが自らの甥や叔父を要職に就任させたことも含め、ムジブとアワミ連盟が国民の信

頼を失う上で、最後のきっかけとなったように思われる。 

 

３〄複雑な軍の構成が生み出す政治不安 

 バングラデシュの独立は、ムジブル々ラーマンを中心とするアワミ連盟の指導のもと、独立闘争に身をもって参加した東

パキスタン出身の正規軍の兵士と、独立闘争に身を投じた若いゲリラ兵士の存在なしには実現しなかったと言えよう。独

立後、バングラデシュ政府は、これら闘争に参加した兵士を、希望する限り、正規軍として編成した。その結果、バングラデ

シュの正規軍は、訓練を受けた正規の軍人と、ゲリラ兵士から転換した 2 つの系統の軍人によって構成された。その後、政

府は、要人警護と治安維持のための組織としてロッキ々バヒニ(大統領警備隊)を設立、このほか、国境警備隊„BDR‟も含
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めると、軍は 4 つの系統に分かれることになった。東パキスタン時代、軍政に苦しめられたムジブル々ラーマン政権は、正規

軍が内政に関与することの無いようさまざまな措置を講じ、そのことが正規軍の政府に対する不満を高め、その後の、度重

なるクーデターなど、政治不安につながったのである。 

 

 

４〄ムジブル々ラーマンへの思い 

 1975 年 8 月、ムジブル々ラーマンは、愛する家族と共に、クーデターで命を落とした。 

抵抗の政治家であり、思いやりのある、暖かく優しい人柄で、たくさんの国民から愛された、魅力的な人物であった。「身内

びいき」との批判もあったが、血のつながる身内だけを登用したわけではなかった。出身地のボリシャルからムジブを頼って

ダッカに出てくる若者たちは、ムジブを本当の叔父のように慕い、こうした若者も「身内」として面倒を見、優秀な若者には

場を作って活躍させることも少なくなかったのである。 

 先にも触れたが、バングラデシュは英国の植民地で、独立後は西パキスタンに植民地として支配され、国を運営する経

験を持つことはなかった。当然、人材も育っていない。こうした状況下での国づくりは、優れた指導者だけで出来るものでは

なく、時間も必要とする。 

国民に「黄金のバングラデシュ」の夢を抱かせながら、道半ばで倒れたムジブではあったが、その夢は国民の中で生き

続け、ムジブ生誕 100 周年のいま、娘のハシナに受け継がれた。いつか、誰のいのちも大切にし、誰に対しても平等で自由

な「黄金のバングラデシュ」を見たい、と切に思っている。 

 

 

 

■４）会員寄稿：『バングラデシュの新型コロナウイルス感染症への対応とムスリム社会』 

                                         東京外国語大学 

アジア・アフリカ言語文化研究所・教授 

                            前理事 外川昌彦  

 

１〄コロナ感染症とムスリムの祝祭日 

バングラデシュでの新型コロナウイルス感染者は 4 月中頃から増加を始め、一日当たりの新規感染者数は 6 月後半に

約 4 千人でピークを迎え、その後は 2~3 千人で推移している„図―１‟。感染者が増加した時期は、ちょうどイスラームのラ

マダン„断食月、4 月 24 日-5 月 24 日‟の期間と重なるので、それが感染拡大のひとつの要因として取りざたされた。とり

わけ、ラマダン明けの祝祭日„イード々アル＝フィトル‟には、買い物や里帰りなどで人々の往来が一年でも最も盛んになる

ので、それが感染者数の増加に結び付いたというのである。 

確かに、通常であればラマダン期間中のムスリムは、モスクでの集団礼拝に努め、親族や友人と集まって日没後の食事

„イフタール‟を楽しむ。人々の高揚感はラマダン明けの３日間の祝日にピークを迎え、ショッピングモールやレストランは大

勢の人出で賑わい、衣類を新調し、贈り物を携えて、互いの家を訪問する。 

ところで、同じムスリム社会でも、ラマダン前後の感染者数の推移のパターンは必ずしも一様ではなく、そこには人々の

ふるまい方や考え方の違いが見られるようである。 

 

２〄サウジアラビアでの感染防止策 

たとえば、サウジアラビアでは、3 月 4 日に聖地メッカやメディナへの巡礼が停止される。感染症の拡大防止に向けて、

世界各地のムスリム社会では、モスクの閉鎖や集団礼拝の禁止などの措置が取られたが、人影が消えたカーバ神殿の映

像は、さし迫る状況の深刻さを人々に印象付けた„写真―１‟。 
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 写真－１ 人影が消えたカーバ神殿（https://www.cnn.co.jp/photo/35152588-38.html） 

 

その後、サウジアラビア政府は、4 月 6 日には主要都市での 24 時間の外出禁止措置を実施するが、しかし、逆にラマダ

ン期間に入った４月 26 日に禁止措置は緩和され、一部の商業々経済活動の再開を認めるので、それが感染の拡大につな

がった可能性が指摘された。 

図－１を見ると、確かに、制限緩和後の５月中頃に第一のピークが見られ、イード後の二回目の段階的な制限緩和の実施

に対応するように、６月中頃に第二のピークが現れる。 

 

３〄パキスタンでの状況 

他方、2 月 27 日に正式に陽性者が報告されたパキスタンでは、感染症への政府の対応は早く、3 月 13 日には学校閉

鎖や集会の禁止が発表される。ちなみに、バングラデシュでの初の陽性者の報告は 3 月 8 日で、外出制限措置等は 3 月

23 日である。また、日本では、初の陽性者は 1 月 16 日で、休校の要請が 2 月 27 日、東京都の外出自粛要請は、五輪延

期決定後の 3 月 25 日であった。 

しかし、その早期の対応にもかかわらず、パキスタンではラマダン月になると感染者数は急速な増加に転じ、イード後の

6 月 14 日にはバングラデシュの 2 倍以上の 6,825 人を数える。その背景には、宗教界の強い要請でモスクでの礼拝の

制限を緩めた政府の対応や、政府の防止策にもかかわらず、制限が十分には守られていない状況が報じられた„e. g. 「パ

キスタン〆モスクでマスクつけず礼拝、後を絶たず 新型コロナ」NHK ニュース‟。注 1 

 

４〄バングラデシュでの取り組み 

パキスタンの状況は、見方を変えれば、感染防止策が比較的に守られて、急速な拡大は抑えることができた、バングラデ

シュの人々との対応の違いを示していることが推測される。もちろん、人口構成や人々の移動、社会々生活環境の違いなど

で感染症の現れ方は異なり、さらなる社会指標による検証が必要だが、6 月以降、新たなガイドラインのもとで経済活動を

再開してゆくバングラデシュでは、感染者数は一定の範囲を維持することで、感染防止と経済活動との微妙なバランスを

保とうとしている。少なくとも隣国インドのように、9 月 7 日には累計感染者数が 420 万人を越えて世界第二位の規模とな

り、死者数も 7 万１,642 人になるという状況は、避けることができている。注 2 

いずれにしても、感染症の拡大はまだ先が見えない状況ではあるが、このような感染防止策への対応にも、ムスリム社会

の多様な在り方を見ることができるのは、興味深い問題に思われた。 
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図―１ 一日当たりコロナ感染者数の推移：サウジアラビア・バングラデシュ・パキスタン 

 

出典〆Daily New Confirmed COVID-19 Case, Our World in Data, : https://ourworldindata.org/ , 7th Sept 2020 よ

り筆者作成 

注 1〆 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200508/k10012421261000.html 

注２〆10 月 4 日時点で、インドの累計感染者数はさらに増加が続き 654 万人となり、バングラデシュは 36 万 8 千人になる

„https://coronavirus.jhu.edu/map.html‟。なお、コロナ感染症の検査数は、インドでは累計 5,724 万件„9 月 15 日‟で、

159 万件のバングラデシュの約 36 倍となり、検査に対する平均陽性率は、インドの 8.3%に対してバングラデシュは 19.5％とな

る„Institute of Epidemiology, Disease Control and Research, Bangladesh; "SARS-CoV-2 (COVID-19) Testing: 

Status Update". Indian Council of Medical Research.‟。これらの事から、インドではより大規模な検査が実施され、結果と

して、多くの感染者が報告されている状況が指摘される。 
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■５）会員便り：『コロナ禍におけるローマのバングラデシュ人街の様子』 

                          在イタリア大使館 専門調査員 

                          会員 清野佳奈絵 
 

１〄イタリアに滞在するバングラデシュ人移民 

イタリアに着いたばかりの日本人は、多くのバングラデシュ人を目にして驚く。イタリア社会政策省の統計によれば、

2019 年の正規滞在者数は約 14 万 5 千人で、国籍別に見ると７番目。イタリアでは、外国人の多くは、産業の発達してい

る北部に住んでいるが、バングラデシュ人の場合、首都ローマのある中部ラツィオ州の居住者が多い„29.2％‟。ローマ県

の居住者数は約 3 万 5 千人(29.2%)で、ルーマニア„約 18 万 2 千人‟、フィリピン„約 4 万 3 千人‟に次いで３番目 。 

彼らが最初にイタリアに渡ってきたのは 1990 年代後半と言われている。ローマ市内にはバングラデシュ人の集住地域

が数地区あり、彼らの経営する小さな食料品店や青果店は全ローマ至る所にある。また、レストランの裏方や路上の物売り

として働く者も多い。 

今回はコロナ禍での彼らの生活の様子を紹介したい。 

 

２〄巷から消えたバングラデシュ人 

 現在でこそ感染のピークは越えたが、イタリアは、新型コロナウイルスの感染で深刻な事態に陥った、ヨーロッパで最

初の国である。2 月 21 日にロンバルディア州コドーニョ市で感染者が確認されると、瞬く間に感染者数が増加した。イタリ

ア政府は直ちに感染が深刻な北部 11 都市をレッドゾーンに指定、同地域への出入りを制限する措置などを取った。 

 しかし、その後も感染が拡大し続けたため、3 月 8 日の首相令で北部地域を、翌 9 日の首相令で 10 日から国内全土

をロックダウンすることとなった。この結果、5 月 3 日までは個人の移動が制限され、ビジネスはスーパーや薬局といった必

要最低限のみが認められることとなった。 

言うまでもなく、路上でお土産物や日用品を売ったり、信号待ちの車の窓ガラスを掃除して小銭を稼ぐバングラデシュ人

が街から消えた。また、レストランも休業したため、その裏方で働く者を見ることもなくなった。 

 

３〄市内中心部のバングラデシュ市場 

 ローマ市内のバングラデシュ人街のうち、最も中心部に近いのがヴィットーリオ広場界隈だ。バングラデシュ人経営の

商店や中国系衣料品店が数多く立ち並んでいる。この地区では今回のコロナ禍で、バングラデシュ人のビジネス活動に

大きな影響が出ている。 

 同地区にあるエスクイリーノ市場は、ローマ市内でもエスニック食材が手に入る場所として知られている。店の大半が

バングラデシュ人経営の八百屋、魚屋、肉屋などである。顧客もイタリア人に留まらず多国籍であり、中国系レストランに卸

している店もある。同地区の顔的な八百屋を経営する A は、イタリアでの感染拡大に先立ち、中国系レストランの多くが風

評被害から休業を余儀なくされ、自分たちもその影響で売上が激減したと嘆いていた。現在も公共空間への入場制限が

行われているため、市場の客足は戻っていない。 

ナラヤンガンジ出身で滞日経験もある B は、同市場で衣料品店を経営しているが、今回のコロナ禍で英国への再移住

を決意し、9 月中に下見のため渡英する予定だと話した。イタリアに滞在するバングラデシュ人に占める割合はまだ少数だ

が、イタリアに長期滞在した後、イタリアのパスポートを取得したバングラデシュ人„およびその家族‟が渡英する現象が、近

年目立っている。背景にはイタリアよりも充実した英国の社会保障制度への期待や、子亭に英語で教育を受けさせたいと

いった英語圏への憧れがあり、一説によれば、その数はここ数年で３万人にのぼるとも言う 。 

 

４〄市内南部のバングラデシュ集住地域 

ローマ市内南部のピニェート地区も、バングラデシュ人が多く住む地域だ。昔から庶民的な地域として知られる下町だっ

たが、近年では若者が食事やアペリティフを楽しむ市街へと変貌しつつある。ここにもバングラデシュ人向けのネットカフェ

や食堂、モスクがある。 

滞日経験もあるムンシゴンジ出身の C は、10 年ほど前に食堂を開き、街中で物売りをするバングラデシュ人に食事を配

達するなど、バングラデシュ人向けに営業してきた。ロックダウンの直前に C は、光熱費の支払いにも苦労するほど厳しい

状況だと話していた。先日、心配しつつ、久しぶりに食堂を訪れると、イタリア人が安価な食事を楽しめる場所としてリニュ

ーアルしていた。スタッフや従来からの客たちは変わってはいないが、以前にはなかったイタリア語のメニューが張り出さ
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れ賑わっていた。とはいえ、従業員曰く、仕事は無くもないが稼ぎは良くない。バングラデシュ人移民の暮らしぶりは、コロ

ナ以前も今も変わらないのだと言うのである。 

 

＊まとめ 

数ヶ月にわたるロックダウンや営業規制の影響は甚大で、イタリア政府統計によれば 2020 年第 2 四半期には 47 万人

分の雇用が失われ、前年同期比で 84 万人もの雇用が減少した。 

脆弱な立場にある移民がより厳しい状況にあることは想像に難くない。ローマに暮らすバングラデシュ人移民は、各自な

りに知惠を絞り、様々なやり方で現状を打開しようと日々奮闘している。 

 

 

＊本稿で示した見解はすべて筆者個人の見解であり、筆者の所属する組織としての見解を示すものではない。 

イタリア政府統計局„ISTAT‟による 2020 年 1 月 1 日の居住者数。 

 
2 Dahka Tribune オンライン版2018年6月13日付記事“For the children: European Bangladeshis’ mass exodus to 

UK” 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nrb-affairs/2018/06/13/for-the-children-european-bangladeshis-

mass-exodus-to-uk „最終アクセス日 2019 年 9 月 30 日‟ 

 

 

 

 

■６）理事連載：『亜大陸をめぐるパワーゲーム』 

－バングラデシュ独立・国交 50 周年記念シリーズ No. 4－ 

理事 太田清和 

 

１〄 1970 年を迎えた、米中ソの基本的立場 

1970 年 戦後 25 年を経ると、米ソ両国にとっては、東西２極体制を従来のまま維持することが負担となっていた。 

„１‟米国が、戦後世界で維持してきた、指導的地位に陰りが出てきた。ベトナム戦争が泥沼化し、人的犠牲と国防費負担

が膨大なものとなった。米国内には「ベトナム戦争が、自由と民主主義のための戦いであるのか？」と懐疑する世論が高ま

り、反戦運動が広がり、米国の価値観が揺らいだ。68年の大統領選挙では、ニクソンが「法と秩序の回復」と「ベトナムから

の名誉ある撤退」を掲げて勝利した。 

ニクソン共和党政権は、キッシンジャーの補佐を得て、国防費を抑えるべく、戦略的かつ実務的な外交を進めた。核軍縮の

推進と東西関係の安定化が最優先課題だった。また中ソ対立に着目し、①中国と接近することで、対ソ交渉の立場を強化

し、②中国を戦略的パートナーとして認めることで、アジアの安定化とベトナム戦争からの脱却を図った。パワーゲームを進

めることで、相対的に低下してきた、米国の影響力を補おうとしたのである。 

„２‟1960 年代に西側諸国が繁栄を享受したのに対し、ソ連東欧諸国は社会的経済的な停滞に陥り、農業政策の失敗か

ら食糧不足も慢性化した。ソ連はデタント„緊張緩和‟を追求し、軍備競争を回避し、欧州の分断を固定化し、戦後社会主

義体制の維持を図ろうとした。 

米国との間では、対米 parity を求めて SALT や ABM など核軍縮交渉に取組み、あるいは米英と組み NPT 体制を築き、

世界で核保有国としての優位を確保しようとした。 

また 68 年 8 月のチェコ事件を受けて、ブレジネフ々ドクトリン„制限主権論‟を唱えつつ、70 年 8 月にソ連々西独武力不行

使条約を締結するなど、欧州の東西分割の固定化を図った。 

„３‟中国では、66 年より毛沢東が文化大革命を始め、劉少奇、鄧小平など実権派の追い落としを図った。紅衛兵や大衆を

動員し、「造反有理」のスローガンを掲げ、暴力的な手法を取ったため、国内で混乱が広がり、経済が低迷し、社会が荒廃し

た。 

対外面では「革命」を輸出し、既存の国際秩序に挑戦した。中国は東西何れの陣営にも属さず、反植民地主義々反帝国主

義を掲げる途上国であっため、第三世界での声望は高かった。 
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 中国が文化大革命で修正主義を厳しく批判したことは、ソ連の社会主義体制への挑戦であり、その神経を逆撫でた。ソ

連は、中ソ国境に約 60 万の軍を配備して中国の抑え込みを図った。中国は、軍事的に劣勢であり、69 年 3 月の中ソ国境

衝突では惨敗を喫した。そこで 69 年 4 月の第 9 回党大会で、外交の再開、国際社会への復帰、西側諸国への接近を図り

米国にも秋波を送り、日本では親中世論の醸成を図った。 

 

２〄1960 年代の亜大陸を巡る国際関係 

„１‟50 年代、印は、東西何れの陣営にも属さないとする非同盟中立外交を掲げた。55 年にバンドンで新興独立国 29 ヶ国

„パキスタンを含む‟の参加を得て、アジア々アフリカ会議を開催したことは、国際社会に『第三世界』の登場を印象づけた。 

しかし国際情勢の現実は厳しかった。米国は、反共の防波堤である SEATO„54 年‟と CENTO(55 年)とを繋ぐ『鎖』であ

るとして、パキスタンに対し武器を亭与した。パキスタンにとっては、武器亭与は対印関係での意義が大きかった。印中関

係も、59 年のチベット反乱を契機に悪化し、62 年に両軍が国境で衝突した。これを受け、印は、米ソより武器亭与を受けた。

これがパキスタンを刺激し、中国に接近することとなり、亜大陸に印ソと中パという対立の構図が生れた。 

„２‟65 年 8 月、カシミールでの武力衝突を契機に、第 2 次印パ戦争が戦われた。中国は印に対しシッキム国境からの撤兵

を要求するなど、背後から印を牽制した。 

ソ連の調停により、66 年 1 月、印パ間の和平を謳ったタシケント宣言が調印され、ソ連は、亜大陸の peace broker となっ

た。ソ連は、印パ両国に対し「等視政策」を取り、武器亭与と経済協力を進めた。ソ連の優先課題は、①東西の緊張緩和、

②中ソ対立への対応であり、亜大陸に深入りしない形で中国の影響力を削ごうとした。 

米国は、対印パ武器亭与が、反共の目的を逸脱し、印パ戦争の激化に繋がっていると判断。ベトナム戦争の負担もあり、対

印パ武器亭与を停止した。そして印パへの開発支援を進め、両国の発展が和解へとつながることを期待した。 

日本は、アジアの友邦間の戦争、印パ戦争に関する立場を問われることとなった。日本は、①印パ何れの主張に偏らない

„印パ等距離‟、②国連憲章の原則に従い、紛争を平和的に解決すべし、という立場を取り、佐藤総理より印パ首脳に対し

メッセージを送付した。そして世銀コンソーシアムの下、印パ両国に対する開発支援を進めていった。 

 

３〄1960 年代末の亜大陸情勢 

„１‟中ソ対立は、69 年 3 月の武力衝突後、先鋭化し、南アジアにも波紋が広がった。 

ソ連は 6 月にアジア集団安保構想を提唱し、亜大陸の力関係に影響を及ぼすものでないとしたが、パキスタンは、印と対

峙する中国の包囲網を形成するものであると批判した。3 月にアユブからヤヒアに政権が交替すると、ソ連が調停し、アユ

ブが調印したタシケント宣言に対する不満が表面化してきた。パキスタンはソ連の対印武器亭与に神経を尖らせ、ソ連の

「等視政策」が崩れることとなった。 

中国は、印ソを牽制すべくパキスタンとの関係強化を図った。7 月に大使を派遣し、武器を亭与し、『特別の関係』にあると

した。また印国内の毛沢東派勢力„ナクサライト‟も支援した。とはいえ中国にとっては、ソ連が最大の脅威であり、文化大

革命の混乱もあり、亜大陸へ力を割ける余裕はなかった。なお中国にとって、ベンガル々ナショナリズムなど民族自決権の

高まりは、チベット、ウイグルに波及しかねないだけに微妙なものがあった。 

„２‟68 年 1 月〃旧宗主国の英国は、派兵費用の負担が大きいとして、1971 年末までにスエズ以東より撤兵する方針を発

表した。そしてEC加盟への道を歩んで言った。インド亜大陸は『力の真空』状態にあった。米中ソの域外大国は、亜大陸に

死活的な利害は有していなかった。域外大国から、印パ戦争に対する抑止力が働くことはなかった。とはいえ米中ソは、亜

大陸に一定の利害は有していた。印パ対立と米中ソのパワーゲームとが相互作用しかねない関係にあった。 

 

４〄米国の中国イニシャティブ 

„１‟ニクソン々キッシンジャーのホワイトハウスは、民主国家印を亜大陸政策の中心に据える外交には拘らなかった。69 年

7 月、ニクソンは、グアムで新アジア政策„過剰介入を整理、自立を促進‟を明らかにした。ニクソンはその足での印パを訪

問し、ヤヒアに中国との橋渡しを依頼した。ヤヒアはニクソンに武器亭与を求めた。 

ニクソン々キッシンジャーは、対中接近を図ろうとしたが、戦後米国のアジア外交の伝統と常識を覆すものであるだけに、米

国内で議会、世論の強い抵抗に遭うことは必至であった。 また中国もソ連を牽制すべく、70 年 1 月に米中ワルシャワ協

議„68 年 1 月以降中断‟を再開したものの、議論が噛み合わなかった。 

„２‟そこでニクソン々キッシンジャーは、秘密裏に中国首脳と直接に会見し、米中関係を切り拓こうとするアプローチを取っ

た。70 年 10 月、ニクソンは国連創設 25 周年総会に出席のため訪米した各国首脳と会談した。ニクソンは、24 日佐藤総

理と会談し、①東アジア安全保障、②沖縄返還促進、③対中政策調整との緊密な連絡協議を合意した。25 日ヤヒアと会
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談し、米中間の橋渡しを依頼した。ヤヒアは翌 11 月に中国に公式訪問を予定していた。時を同じくして、65 年の第 2 次印

パ戦争以降凍結されていた、対パ武器亭与が明らかになった。 

„３‟米国がパワーゲームの引金を引いた。中国は 70 年 9 月、中国共産党の廬山会議„第九期第二中全会‟で、毛沢東と

林彪の対立が深まる中、周恩来が毛沢東から対米接近路線の承認を取付けたところだった。引金は、図らずもタイムリー

な一撃となった。 

 

【執筆者注】 

々これまでの７～10 月号連載は、いわば、バングラデシュ独立の「前史」でした。 

々明 11 月号より 2022 年 6 月号まで、50 年前の同じ月に何があったかを辿ります。 

国際社会の激動下、バングラデシュの独立プロセスがどう展開し、日本の政府と国民がどう対応したのか、同時進行形式

でストーリーを語っていきます。 

 

 

 

■７）イベント、講演会の案内 

 

 

□人事々経営者向けオンラインカンファレンス 

 「完全リモートのエンジニア々チーム作り With コロナ時代の成長戦略」を 10 月 21 日に開催 

 http://remoteteam.active-connector.com/ 

 

 

【オンライン 開催】 

完全リモートのエンジニア々チーム作り With コロナ時代の成長戦略  

人事々経営向けカンファレンス リモートワーカー数が世界第 2 位のバング 

ラデシュに出会う 

 

 2020 年 10 月 21 日„水‟ 10:00-17:00 

 いずれにせよリモートなら、 この環境を存分に生かした採用を追求しませんか？ 

 突然訪れた With コロナ時代。 

 

「採用の予算がカットされ、新しいチャネルを開拓しなければならなくなった。」 

「リモート環境下で確実な成果を出せる人材を見極めなければいけない。」 

「求職者に直接会わずに、オンラインで採用の是非を判断しなければならない。」 

「買い手市場に転じたが、エンジニアの採用は依然として楽にはならない。」 

 

With コロナのリモート時代は、経営者や人事担当に「採用のあり方」というチャレンジを突きつけました。 

しかし、見方を変えれば、「現実に即した優秀な人材を獲得するチャンス」と捉えることもできます。 

私たちはみなさまと一緒に、新たな採用の可能性を模索したいと考えています。 

インドに次ぐ IT エンジニア輩出国として注目されているバングラデシュに焦点をあて、「完全リモートでの新しいチームづく

り」に挑戦しませんか？ 
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■８）『事務連絡』 

〇協会行事々講演会等記録動画の開示〆 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〆 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、メール々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。宛先〆 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/ 

 

 


