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■1）巻頭言：『本年の社員総会について』

1．バングラデシュでは 4 月に再びロックダウンが導入されるなど予断を許さない状況が続いております。永住者を含む日
本人社会及び日本企業関係者は様々なご苦労を味わっておられると思います。バングラデシュは、コロナ禍の逆風下でも
プラスの経済成長が見込まれるとの見通しがある一方で、未整備なインフラ、脆弱な保健医療体制、貧富の格差、ロヒンギ
ャ難民問題など依然として困難な課題があります。2020 年度、バングラデシュはインドを抜き円借款の最大の被供与国
（承諾額ベース）となる見込みです。今後とも、日本からの経済協力及び両国間の民間ビジネスの交流が、バングラデシュ
の発展と両国の関係強化に寄与することを期待します。
2．本年で発足後 8 年目を迎える日本バングラデシュ協会ですが、変貌を遂げるバングラデシュの多様な側面を紹介する
ための諸活動を通じ、最貧国バングラデシュという固定されたイメージの刷新を目指し、友好親善、相互理解及び協力関
係を醸成し、経済ビジネスの促進に努めてまいりました。本協会は、来る 6 月 26 日（土）に第 8 回社員総会を開催する予
定です。社員総会のご案内及び討議用資料は、後日、会員の皆様に送付いたしますが、昨年同様、感染対策を講じ、オン
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ラインを活用しますので、ダッカをはじめ各地からご参加が可能です。社員総会では会員の皆様から本協会の活動につい

てのご意見を頂戴いたしたく、その一助となるよう、以下、過去 1 年間における本協会の取り組みに焦点を当てたいと思い
ます。
3．講演会については、2021 年がバングラデシュ独立 50 周年、2022 年が日バ国交樹立 50 周年であることを念頭に、過
去 50 年の交流を振りかえる講演会の企画に努めました。昨年秋にはバングラデシュの結核対策に貢献された石川信克
日本結核予防会結核研究所名誉所長による講演会をオンラインで開催しました。本年春にはモンズルル・ホク本協会顧
問による講演会を駐日バングラデシュ大使館との共催イベントとして開催し、大使館所蔵の「1971 年 3 月 7 日の建国の
父ムジブル・ラーマン首相による歴史的演説」に関するビデオも上映するなど、独立 50 周年に相応しい行事となりました。
5 月上旬には、1972 年に「バングラデシュ復興農業奉仕団」の一員として活躍され、「シャプラニール＝市民による海外
協力の会」創設に関わられた福澤郁文氏による講演会を開催しました。明年の日バ国交樹立 50 周年に向け、未来を展望
するテーマ及び講演者の人選をも含め、充実した講演会の開催に努めます。
4．メルマガに関しては、2020 年はムジブル・ラーマン生誕 100 周年であり、また 2021 年・2022 年とバングラデシュ独
立・日バ国交樹立 50 周年を迎えることを念頭においた企画を継続すると共に、最近は若者、女性、文化、生活、地方の
視点を積極的に取り入れることとしており、バングラデシュで子供や青年を支援する団体の関係者、ダッカ日本人学校を
含む日本人会関係者、永住者からの寄稿も掲載しました。既に本協会発足以来 85 号を迎えたメルマガの編集運営体制
の強化のため、メルマガ編集委員会の立ち上げを目指しております。今後とも、政治/歴史、経済/ビジネス、社会開発
NGO、芸術文化の各分野において、充実した内容のメルマガの発刊を確保するよう努めます。
5．昨年 7 月以降オンラインで開催した 3 回の企業情報交換会では、伊藤直樹駐バングラデシュ大使、ジェトロ事務所長、
バングラデシュ首相府高官他の参加を得たことにより、多くの法人会員が欲していた現地の情報をタイムリーに提供する
ことができました。現地において最先端の日系病院の運営に関わるグリーンホスピタルサプライ社関係者からのインプット
は、コロナ禍における事業の立て直しにつき検討中であった多くの法人会員から有益な情報であったと感謝されました。法
人会員の勧誘も兼ねた 12 月の企業情報交換会には、オンラインを含め 320 名が参加しました。内容面でも、対バングラ
デシュ援助事業に関する JICA 関係者によるパワフルなプレゼン、二輪車製造工場立ち上げに関する本田技研関係者に
よる説明など充実したものでした。本年 3 月の企業情報交換会では、新たに経済産業省との経済対話のセッションを立ち
上げ、現地に進出する日本企業が抱える様々な課題や具体的問題を政策当局に吸い上げてもらう取り組みを開始しまし
た。このような一連の取り組みと企業部会担当理事による働きかけにより、昨年の社員総会以降、本年 4 月末迄の間に 15
社が一般法人会員として本協会に入会しました。今後とも法人会員の多様なニーズに応えるよう努めます。
6．以上、過去 1 年間を振り返りましたが、社員総会において会員の皆様方のご意見をいただければ幸いです。

■２）現地便り：『国交 50 周年は、官民一体でビジネスチャンスをつかむ機会』
三菱商事ダッカ事務所長
李明浩
１．はじめに
バングラデシュはこれ迄の目覚ましい経済成長の結果、本年 2 月には LDC 卒業が
確定し、3 月には独立 50 周年記念行事を終えたのですが、コロナ感染が再度急拡
大し、4 月 5 日からロックダウンが実施されています。
この難しいタイミングでの寄稿となりましたが、この記事が出る頃にはロックダウン
が収束し、バングラデシュが本来の活力を取り戻し、皆さんの企業活動・社会活動
も再度軌道に乗る事を期待しています。
ロックダウン中の街の様子
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２．更なる成長とビジネスチャンス－求められる政治の安定性

独立 50 年を人間の年齢に置き換えれば 50 歳、改めてバングラデシュは極めて若い国です。若い分、国として整備すべ
き事、やるべき事が沢山あるのですが、同時に国が成長する過程で整備されて行くこれら一つ一つの事項がビジネスチャ
ンスであると考えています。
なかでも、テクノロジー分野での整備の足は速いだろうと注目しています。5G や通信・携帯電話や各種モバイルアプリ
にせよ、テクノロジー面では徐々に進むのではなく、世界で現在 AVAILABLE
な最新テクノロジーが驚くべきスピードで導入されるでしょう。バングラデシュで
今後「必ず起こる事」を予想し、ビジネスチャンスと捉え、タイムリーに決断を下
せるかが重要だと考えています。
そうした中、民間企業として具体的に投資の決断をする際に政府に期待する
重要な点の一つは「政治の安定」だと思います。政権が選挙毎に引っ繰り返り、
政府方針や法制度・ルールがコロコロ変わる国では長期投資の判断は厳しい。
安定的な経済成長をベースに、安定政権により法やルールが整備され成熟度
が増せば、民間企業の投資判断にも後押しとなります。安定政権中には完成迄
に数年を要する大型社会インフラもより整備され易くなるでしょう。
LNG 貯蔵再ガス化（FSRU）事業
（FSRU 案件）

３． 日バ EPA 交渉の必要性—LDC 卒業・特恵関係終了を見据えた日本の役割
バングラデシュの貿易収支は発展途上国の典型で、輸入が輸出を上回る貿易赤字となっています。輸出の太宗が紡績
業の RMG 製品（既製服）の欧米への輸出に依存する「一本足打法」であるが故に、産業多角化や輸出競争力の強化、新
規輸出品の開拓が課題とされています。一方で、人口 1 割弱の出稼労働者による多額の郷里送金が国際収支の黒字化
にも貢献しており、最近の外貨準備高は輸入額 9 か月分程度と、途上国の中では潤沢です。
潤沢な外貨により、日本を含む海外からの更なる資金援助を得る余力を生み、日本政府の援助による大型インフラ・プ
ロジェクト案件も継続し易い環境に繋がっています。この点で多額の海外援助返済に苦労する他途上国と大きく異なる点
でしょう。加えて LDC 卒業は国際的な格付にも好影響を与えますので、資金調達面でも更に条件は改善するでしょう。
LDC 卒業は国際舞台でのバングラデシュのプレゼンス自体を高める為、新規投資案件を検討する上では各種好条件が
積み上がり、所謂「好循環サイクル」に繋がるものと期待しています。
一方、輸出依存度の高いバングラデシュが、LDC 卒業に伴い今後「特恵関税」を失うという問題にも直面している中、
輸出競争力の強化や新規輸出品の開拓の為には、特恵関税を失う迄の猶予期間中に主要貿易相手国との自由貿易協
定（出来れば包括的な経済連携協定：EPA）等を結ぶ事が近道の一つであろうと思っています。しかし、若いバングラデシ
ュは既に貿易協定を締結しているブータン以外に数か国との交渉中ではあるものの、決して経験豊富とは言えないでしょ
う。そこで日本が過去先進国の中で一早くバングラデシュの独立を承認したように、自由貿易協定の面でも、日本が先頭
を切ってバングラデシュと自由貿易協定を合意する事で、世界に好例を示す事が出来る筈だと期待しています。
４．日バ国交 50 周年の好機
いよいよ日本バングラデシュ国交 50 周年迄 1 年を切りました。日本企業
が両国の外交関係がピークに達するこのモメンタムを最大限に利用して、両
国間ビジネスに繋げられることが出来たらと期待しています。
その為にも自由貿易協定の締結は両国のビジネスにも大きく貢献する事
でしょう。我々民間企業は「現場主義」を通じ、日々発展を遂げるバングラデシ
ュを肌で感じ、バングラデシュの潜在性を先読みし、信頼出来るバングラデシ
ュの地元パートナー企業と共に新たなビジネスを構築すべく、努力を重ねて
行ければと願っています。また、両国の国交 50 周年記念に華を添えられるよ
う、大型インフラ案件受注や新規投資案件を通じて貢献出来ればと張り切っ
ています。
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■３）会員便り：『日本とバングラデシュにおける障害者と義足製作の違い』
川村義肢株式会社

製造本部製造部義肢課アセンブリ係

会員 久松祥子
ソルカル・ラッセル

私がバングラデシュ人の夫、ソルカル・ラッセルと出会ったのは 2013 年 4 月、ちょうどラナ・プラザ崩落事故（註１）のと
き、被災者の多くが運び込まれたダッカ郊外、シャバールの病院でした。当時、私は広島大学大学院生として障害者支援
をテーマに現地調査を始めた直後で、ソルカルは障害者を支援する NGO で働いていました。事故当時の混乱と混沌とし
た状況は私にはショッキングでしたが、同時に数多くの市民ボランティアがすぐさま支援にあたっていることを知り、バング
ラデシュに底力があると感じたことは今でも鮮明に覚えています。ここでは、バングラデシュの障害者をとりまく状況、とりわ
け夫が専門とする義足製作について、私とソルカルの双方の視点からご説明したいと思います。
（註１） 2013 年 4 月 23 日、ダッカ郊外のシャバールで「ラナ・プラザ」ビルが突如、崩落した。死者は 1,134 人、負傷者
は 2,500 人にのぼった。

１．バングラデシュにおける障害者をとりまく状況
バングラデシュでは日本よりも障害者の姿を多く目にします。道端で物乞いをしているだけでなく、障害者が学校に行っ
たり、仕事をしたり、ごく自然に日常生活を送っている姿を見かけます。そのため、障害者は健常者（註２）にとって日々の生
活の中で身近な存在であると言えます。
（註２）健常者：障害や慢性疾患を抱えておらず、日常生活を支障なく送ることが出来る人。障害者の対義語。
耳が聞こえない人は「カナ」、目が見えない人は「オンド」と広く呼ばれていました。これらには、日本で言う「つんぼ」「め
くら」といった差別的な意味も含まれますが、「あの人、『カナ』だから聞こえないんだよ」というように、耳が聞こえないことを
悲観するのでなく、あくまで「聞こえない人」という、その人の特性や状態を表す表現であるともいえます。
2013 年には、国連の「障害者権利条約」の精神に基づき、バングラデシュでは「障害者の権利と保護法」が制定され、
障害者をベンガル語の専門用語で「プロティボンディ」と定義し、具体的な支援の措置が定められました。当時は多くの
NGO が国際社会からの資金を得て、身体に何らかの障害がある人を「プロティボンディ」と名づけ、さまざまな支援機器が
無償で提供されたり、障害者の自助組織なるものが多くの地域で結成されたりしていました。
２．バングラデシュでの義足製作
バングラデシュでは、2013 年以前から長年にわたって障害者支援を行ってきた NGO がいくつかあります。それらの
NGO では、車椅子や義足を製作したり、身体的なリハビリテーション、障害者に対するさまざまなトレーニングが実施され
たりしています。ソルカルはそのような NGO で義足技師として働いていました。ソルカルが義足を作り始めた 2010 年当時、
バングラデシュでは日本のように専門の学校で技術を習得して義足技師になる、という制度はありませんでした。 ソルカ
ルの働く NGO では義足技師は当時 2 人おり、2 人とも義足を作る技術を身につけるため、半年から 1 年間インドでトレー
ニングを積んだそうです。
その NGO では義足の採寸、製作、仮合わせ、修正、完成までを
主に一人でおこないます。そのため、義足を身につけ歩けるようにな
ったことに喜びを感じる患者の姿を目の当たりにしたり、患者から
直接感謝の言葉を聞いたりすることで、ソルカルは仕事へのやりが
いを感じていました。
一方、NGO から無償で提供された義足や装具（足が不自由な
人が歩く際に使用する補助具）が埃を被った状態で家の片隅に置
かれている状況や、義足を脇に置いて物乞いする人の姿を、私は
現地調査で目の当たりにしました。
[備考] 2014 年にバングラデシュ最大の障害者支援 NGO で
ある CRP（Centre for the Rehabilitation of the Paralysed）が
3 年制の義肢装具学校を開校した。ここでは義肢装具プログラム
バングラデシュで障害者に義足を合わせるソルカル
の卒業資格を取得することが可能である。
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ソルカルは現在、大阪にある車椅子や義肢、装具を製作する会社で働いていま
す。日本では、障害者と接することができるのは、国家資格を有する義肢装具士に
限られています。義肢装具士によってカルテが書かれ、それに準じて義足技師が
義足を製作します。義足の製作過程にはソケット（患者の切断部位に挿入する部
分）の製作、部品の組み立て、外装・仕上げなどがあり、それぞれの過程を一人ず
つ担当するため、一つの義足に何人もの義足技師がかかわることになります。そう
することで、複数の人の目で点検することになり、義足に欠陥が生じないようにして
います。ソルカルは日本の義足製作において、カルテ通りの正確な義足の製作が
要求されること、部品のひとつひとつが高価であること、各製作過程に難しい技術
が必要とされることを、バングラデシュと異なる点として感じています。

４．バングラデシュの障害者から考えさせられること
私は日本で生活する中で、障害者は健常者と異なる特別な存在と考えていまし
たが、バングラデシュでは障害者は地域の一員として日常生活を送っており、その
バングラデシュで障害者に義足を合わ
姿が私には印象的でした。
せるソルカル
ソルカルはバングラデシュで障害者とやりとりを行い、直に触れ合う環境で義足
を製作していましたが、日本では障害者と接することなく義足を製作する異なった環境に置かれることとなりました。今は
「どんな人が義足を身につけるのだろう？」と想像しながら仕事をするようになっています。
健常者の生活の中で障害者が目に見える存在であるバングラデシュと、目に見えない日本。障害者をめぐる日本とバン
グラデシュとの環境の違いを目の当たりにして、「『障害』とは何なのか？」「『健常者』と『障害者』を隔てているものは何
なのか？」について、私は改めて考えさせられます。
［参考］
NHK World のドキュメンタリー『Where We Call Home』
URL: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/ondemand/video/2087023/
同番組全体 26:59 のうち、20:00〜26:59 の 7 分間、ソルカル・ラッセルが登場。

■４）理事寄稿：『キントキ・プロジェクト』
－鳴門金時（薩摩芋）をバングラデシュに根付かせる－
丸久株式会社社長
企業部会担当理事 平石公宣
１．なぜ 薩摩芋？ なぜ 鳴門金時？
（１）ナラヤガンジ市において、衣料品の生地から製品までの一貫工場を営む、丸久が、なぜ食品？ なぜ薩摩芋？ とよく
言われます。
実は 2017 年、当時のファティマ駐日バングラデシュ大使とハッサン・アリフ商務参事官からの要望があってのことでし
た。
バングラデシュ政府は、農業の増産に成功し、自国の食糧調達が上がったことを受けて、今後は国民の 60％を超える農
民の生活向上のために、農産物またはその加工食品を海外に輸出をしたいと考えておりました。そこで日本企業の力を借
りたいとの要望が出され、当社も貢献しようということになりました。
（２）当社は当初、マンゴーやライチーなどを取上げることも考えましたが、国際競争力を考え薩摩芋を重点的に検討する
こととしました。バングラデシュでは 30 種類の薩摩芋が産出されていますが、いずれも、細く、小さく、不味く、海外市場に
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出すには厳しいものがあります。そこで日本の美味しい薩摩芋の種芋をバングラデシュに輸出、現地で栽培、収穫した後、

加工してペーストや焼き芋などにする形で、バングラデシュから海外輸出する可能性を検討することに致しました。
日本から海外に持出せる品種を選定し、農水省の認定を取り、何種類かの実験栽培をバングラデシュの大学や DEA
（農業省の出先機関）と行った結果、バングラデシュで栽培に適するのが『鳴門金時』という、丸久㈱本社の所在地、徳島
県鳴門市名産の薩摩芋でした。糖度は少ないのに旨味成分が多く、本当に美味しい薩摩芋。日本でも最高価格の品種で
あり、トップ・ブランドの一つとなっています。
2、きっかけは阿波踊り
鳴門金時とバングラデシュとの間には、縁がありました。
私は、初めてバングラデシュと関わりを持った時から、バングラデシュには優れた文化があるのに、日本におけるイメージ
はネガティブなものが多いので、これを少しでも改善したいと考えておりました。
（１）その後、初めての試みとして、2015 年 8 月にバングラデシュの舞踏団 16 名をご招待し、ベンガルの舞踏を披露し
てもらうと共に、本場徳島の阿波踊りにも参加して頂きました。
その際、モメン駐日大使、佐渡島駐バングラデシュ大使（何れも当時）達が、鳴門市長、徳島県知事を表敬訪問しました。
その時、徳島県が誇る鳴門金時の話が出て、同席した皆々が「バングラデシュで作れるといいね。」と話をしたのが、今にし
て思えば、そもそものきっかけでした。その時から『キントキ・プロジェクト』は、私達が取組むべき運命となったのでしょう。ま
たこの時から当社の本社のある鳴門市と当社の進出先のナラヤガンジ市との間で、バングラデシュとの初めての姉妹都
市を結ぶ話も動き出しました。
（２）2016 年に起こったあの忌まわしいダッカ襲撃テロ事件の後、私達は両国間の暗い雰囲気を変えたいとの思いから、
2017 年にもバングラデシュかから舞踏団 15 名をご招待しました。4 日間で 120 万人の観客が訪れた阿波踊りの会場等
で、ベンガル・ダンスと阿波踊りのコラボレーションを披露しました。私達は、ダッカ襲撃テロ事件が日本とバングラデシュと
の関係に落とした暗い影を払拭し、明るい未来を切り拓こうと懸命でした。
舞踏団一行の招待に合わせて、鳴門市内で「ビジネス・フォーラム」が開催され、ファティマ駐日大使（当時）はじめバン
グラデシュ関係者、鳴門市/徳島県関係者が、バングラデシュの投資機会について熱心に議論しました。その中で上述の
通り、ファティマ大使から、農産物ビジネス支援の要望が出されたものです。
３．JICA の SDGs ビジネス支援事業を活用
鳴門金時ビジネスの取組みは容易ではありませんでした。佐竹理事はじめ皆様、専門家達からご意見を頂き、かなりの
経費が必要と分かりましたので、JICA の案件に応募をいたしました。3 回目でやっと SDGs ビジネス支援事業の案件とし
て認められ、5,000 万円の補助金を頂けるようになりました。こうして始まることになった、私達の事業目標と取り組みをご
紹介します。
○事業目標
バングラデシュでは、農業は米とジャガイモが中心で、薩摩芋はほとんど見かけません。栄養価が高いので、大学で
研究は行われてはいますが、美味しくないため消費者の需要がありません。また生産性も極めて低く、１ha 当りの収穫
量は、日本では 30t、バングラデシュでは 10t にも達しません。そこで、私達は、美味く、収穫量が高い芋の生産と、ハー
ベスト・ロス（バングラデシュでは 30％以上の作物を廃棄している実情）を引下げる流通の確立を目指したのです。
○実験栽培
セラバングラ農業大学と連携して、大学農園内で実験栽培を行い、多くの農家への指導も行いました。
○栽培の適地調査
薩摩芋を栽培している産地を、約 3 年にわたり調査しました。鳴門金時に適した土壌の地質、潅水のできる環境、ヒ素
な汚染の無い安全性などの調査を行い、10 以上の農地で実験栽培を行いました。
○農民集会と栽培農家の発掘
農民のレベル（意欲のある地域、人柄）などの調査も行いました。
農民との集会を数多く開催し、その地域の人たちと話会い、鳴門金時を栽培する意欲のある農家の発掘を行いました。
そして技術指導や苗の無償提供、収穫物の全量買い取り、農薬、肥料の指導等で生産農家を増やしました。
詳しくは JICA の HP で発表しています。
＊JICA の HP ご参照：
Microsoft PowerPoint - SDGs2_丸久_サツマイモ（バングラ）.pptx (jica.go.jp)
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４．現在の課題と今後の展望
（１）100 軒を超える農民達と村の公会堂で集会を聞き、驚いたことがあります。
それは、会場に人が溢れていると思いきや、人がほとんどいないのです。近年、バングラデシュの農村の人口が減ってき
ており、声をかけても人が集まらないのです。農民達にとって切実な問題は、若者達が皆出稼ぎに出て行き、中高年の農民
達が農作業をしているという現実です。
したがって「技術提供して頂くのはありがたい、しかし農業機械がやはり欲しい」ということでした。この辺の事情は、バン
グラデシュ政府や JICA 関係者もどこまで分かっているのでしょうか？ JICA に是非伝えて欲しいと訴えられました。
JICA には実態を伝え、次回のプロジェクトに農民に農業機械を提供するような援助を申し入れています。
（２）このように多くの問題を解決しながら始められた鳴門金時の初めての収穫は、総収穫量が 40ｔに上り、JICA のプロ
ジェクトで、外国における新品種での収穫として高く評価されました。現在、収穫物を使い、色々な加工商品を試作しており
ます。焼き芋については、シンガポールから「鳴門金時なら是非！」との話も舞い込んできています。バングラデシュ産鳴門
金時の美味しさが認められれば嬉しい限りです。
鳴門金時の収穫量は、まだ当社で食品加工を手掛けるまでには至っておりません。バングラデシュ企業にも食品加工を
指導しています。バングラデシュからタイに芋を輸出し、製品化して販売することも考えております。将来は工場をバングラ
デシュに建設し、より競争力のある製品を作り、一生懸命頑張っている農民や当社の従業員の期待に応えたいものです。
バングラデシュ人と力を合わせて日バ両国に貢献したいと思っています。

農家を集めて、協力の依頼と指導

大きな収穫に喜ぶ農家の人たち
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■５）理事連載：『バングラデシュの独立に寄りそう（1971 年 5 月）：
パキスタンの行き詰りとインドの決断』
－バングラデシュ独立・国交 50 周年記念シリーズ No.11－
理事

太田清和

１．パキスタン経済の行詰り
（１）ヤヒアと国軍首脳部は、3 月 25 日以降、東パの事態は収拾され、正常化に向かっていると内外に説明してきた。
（イ）ヤヒアは、国際社会の東パへの関与を忌避していた。
サイクロン/高潮と武力弾圧により東パは食糧不足に陥るとの見通であった。3 月 31 日、国際赤十字が救援機をカラチ
に派遣したが、パは救援を要請していないとし、赤十字機はそのまま救援物資と共に引き返した。4 月 10 日及び 24 日、
パ外務省は全公館宛に「東パで国際人道支援の必要はない。国際人道機関などが東パ問題を国際化するのを阻止せよ」
と訓令を発した。4 月 22 日、ウ・タント国連事務総長はヤヒア宛親書で、東パ問題はパの国内問題と確認した上で、国連
諸機関による緊急援助を申し出た。同 29 日、ヤヒアは、東パに当面食糧など不足はない、仮に必要になってもパ当局が配
給などを行うと回答した。
（ロ）ヤヒアの政策決定が硬直的で、幅も深みもなかった。
ヤヒアは、2 月 22 日の内閣解散以降、文民を政策決定から排除してきた。国軍幹部だけで決定を行い、文民はこれに従
う形となっていた。東パを正常化するためには、政治、経済、社会分野の文民の知見を容れることが必要なのに、国軍幹部
は文民が提案した非軍事分野の諸措置が理解出来ず、また理解しようともしなかった。問題の本質は、東パの治安状況
（駐留軍と住民の関係）にあるが、国軍は東パの実態を直視しようとしなかった。
（２）これでは国際金融の世界には通用しない。パキスタンの外貨準備は、70 年 11 月のサイクロン/高潮被災以降に激
減し、ほぼ底をついた。71 年に入って実質ベースで赤字に転落。3 月には、東パにおける非協力運動と武力弾圧により、経
済活動は停止した。輸出外貨収入の 43%を稼ぎ出していたジュート及びジュート製品はチッタゴン港に野積みのままであ
った。海外の出稼ぎ労働者は東パへの送金を控え、送金を受けようにも東パの銀行システムそのものが崩壊してしまった。
東パが産み出してきた外貨収入が消失し、元に戻る目途は立たない。
IMF/世銀は、武力弾圧を許せないとの考え方が支配的で、パに対して冷淡であった。IMF はスタンドバイ・クレジット
（緊急融資）に応じようとしなかった。世銀は、リスケジュール（債務の返済猶予）に応じず、6 月のパリ債権国会合で議論
するべきものであるとした。
（３）5 月 1 日に満期となる元本と利子の返済が出来ない。4 月 24 日、ヤヒアは、5 月 1 日より向こう 6 ヶ月間のモラト
リアム（返済猶予）を決定し、債権国に対し一方的に通知した。5 月 1 日には円借款/輸銀融資が満期を迎えた。日本はモ
ラトリアムを受入れ、6 ヶ月間の延滞利子は求めないとする一方、貿易保険を停止し、新規円借を見送ることとした。返済で
きない国に新たな融資を行わないのは、国際金融の世界での道理。当然の措置であった。
またパ側は、東パ食糧難対応のため、完成したゴラサール肥料工場を稼働させたいとして、日本人技術者の緊急の帰
任を求めた。日本側は、治安の回復と安全の確保の見極めがつかないとして応じなかった。
これに対し、パ側は激しく反発した。債権国にあって、日本は偶々最初に満期を迎えた国であったために、金融措置の対
応に追込まれた。他の債権国は、満期を迎える債務がなかったので、何ら動く必要がなかった。しかし、パ政府内外では、債
務の満期問題は（一部の関係者を除き）理解出来なかった。パ側には、日本が突出した制裁措置を取ったと映り、西パのメ
ディアで、日本の批判/中傷のキャンペーンが行われた。パ側は、債権国会議を控えて、日本の措置に他の債権国がならい、
経済制裁の流れが広がるのを危惧していた。
（４）日本では政府も国民も、パの武力弾圧に対し憤っていた。パは、モラトリアムを要請するにあたって、実務的な手続
に則り取り進めることすら出来ないとして、日本の金融当局の不興を買った。
5 月 19 日、須之部アジア局長からフセイン大使に、6 月 1 日、曽野大使よりパ経済協力省イクバル次官に対し、日本の
金融当局の厳しい見方を次の通り説明した。
・モラトリアムを 1 週間前に一方的に通告するのは余りにショート・ノーティスである。
・パ側から当事者である日本側金融機関に対し、連絡・説明・協議が一切行われていない。
・世銀と米国には返済/支払い、人を派遣し説明を行う一方、日本に対しては放置し、差別している。
・パが、恰も 5 月に満期を迎える日本を狙い撃ちにしたかのようで、誠に遺憾である。
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（１）ガンジー首相は、3 月の総選挙で圧勝し、議会で盤石の政治基盤を築いた。ハクサル首席補佐官（7 月まで）、ダー
ル首席補佐官（7 月から）、シン外相、ラム国防相、カウル外務次官、マネクショー統合参謀本部長、カオ RAW（研究分析
局）長官など、国際的視野を持ちバランス感覚に富む、優秀な側近が政策立案のコアグループを形成し、ガンジーを支えて
いた。
（２）印は、東西両面でパに対峙し、北面で中国と国境を接し、三方に脅威があった。
（イ）対外政策の最優先目標は、宿敵パの東西分裂である。安全保障の面から東西から挟み撃ちに遭うことは避けたい。
また西パ（パ国軍の本拠）から東パ（外貨収入源のジュートを産出）を切離せば、パの国軍は財源を失い弱体化していく。
印は、親印で独立志向のムジブル・ラーマン/アワミ連盟を水面下で支援していた。パを解体すれば、印は亜大陸で支配的
な存在となる。
（ロ）1954 年ネルーと周恩来は平和 5 原則を発表し、55 年にバンドンでアジア・アフリカ会議開催のイニシャティヴを取
り、『第三世界』の概念を確立した。しかし、中国のチベット進攻/弾圧により、ダライ・ラマが印に亡命政権を樹立すると中
印関係は緊張する。62 年中印国境衝突で印は手痛い敗北を喫する。中国は 64 年核兵器国となり、65 年の第 2 次印パ
戦争では、後方から中国が印を牽制した。さらに印国内の西ベンガル州でも、毛沢東思想が貧農達の間に浸透し（文革の
輸出とナクサライト）、団交/暴動/テロを引き起こしていた。
（３）東パより武力弾圧後に大量の難民が流入した。難民の 8 割はヒンドゥー教徒であり、西ベンガルやトリプラでは元々
同一民族であり、親族、知人も多く、当初は同情を得ていた。しかし 5 月になると 300 万人の難民が流入したとされ、村落
によっては住民より難民の数が多いところも出て来た。食糧、衛生、仕事、治安など地域社会と軋轢を生むこととなり、イン
ド中央政府/州政府にとって経済的にも大きな負担となっていた。
ガンジー政権では、国内世論の沸騰を受け、4 月の時点から軍事介入に関し激論が交わされていた。国際政治の観点
からは、①内政不干渉を原則とする国際社会で賛意が得られない、②イスラム諸国から反発を受ける、③バングラデシュ
への国際的な同情を失うと憂慮された。また軍事的観点からは、①作戦地域が、西部の山岳地形のカシミールから、東部
ベンガルのデルタ地帯となる、②兵力の移動、作戦形態の変更、兵站などで大転換が求められる、③したがって十分な準
備と期間が必要であった。
（４）5 月 15-16 日、ガンジーはアッサム、トリプラ、西ベンガルの
難民キャンプを視察した。ガンジーは難民の悲惨な状況に心を痛
め、「この惨状を放置できない、難民が安全に帰還できる郷里とし
なくてはならない」と述べた。印側は、「ガンジーが難民キャンプ視
察で軍事的解決を決断した」と説明する。この時点で、印政府部
内での意思統一が出来上がった。
（イ）印の戦略は次の通りであった。
(a)雨季
・ゲリラ戦法を取り、パキスタン軍を消耗させる。
・難民キャンプから若者をリクルートし、軍事訓練を施す。
・難民問題を前面に押し出し、各国の政府と国民に難民支援
問題の国際キャンペーンを行う。
・難民問題の解決策がバングラデシュの独立であると国際世
論を誘導する。
(b)乾季
・雨季が明け、軍事作戦の実行に適した乾季を待つ。
・ヒマラヤ山脈が雪に閉ざされ、中国軍が山脈を越えることが
難しい時期まで待つ。
・電撃的に全面攻勢をかけ、国際社会が動く時間的余裕を与
難民キャンプを視察するガンジー首相
えず、一気に勝負を付ける。
(1971 年 5 月)
・短期間で東パ解放/バングラデシュ独立の既成事実を作りあ
げてしまう。
・向こう半年間は、この作戦の実行に向けて、兵力を整え、準備に専念する。
（ロ）5 月 24 日、ガンジーは議会で次の通り演説した。
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・東パより 350 万人の難民が流入し、その受入れは印に多大な負担を強いている。

・東パ問題は、パの国内問題に留まらず、印の国内問題、安全保障の問題となっている。
・難民の流入が止み、早期かつ安全に帰還できる環境を創り出す必要がある。
・国際社会に、この悲劇を認識し、難民への緊急支援と長期的解決を図るよう訴える。
・国際社会が動かなければ、印は安全保障の問題の解決のため、あらゆる手段を取る。

■６）イベント、講演会の案内
□日本バングラデシュ協会第 8 回社員総会のご案内
2021 年 6 月 26 日（土）11：00〜12：00 に第 8 回社員総会を予定しおります。
総会資料を事前に発送いたします。住所など変更がありましたらお知らせいただきますようお願いいたします。
なお、コロナ禍のため、ＷＥＢ配信を行う予定です。

■７）『事務連絡』
〇協会行事・講演会等記録動画の開示：
詳細は近々改めてご案内致します。

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。

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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