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１．はじめに 

 

ビルマと私との関わりは１９８３年から１９９７年までの１０数年間に及ぶ。そ

の間に体験したいろいろな事柄を思い出しながら、見たこと、聞いたこと、そし

て感じたことを書いてみる。最後までお付き合い願えれば幸いである。 

 

２．きっかけ 

 

１９８３年の春、千葉で造船の仕事をしていた時、上司から「ビルマに行って造

船所を造ってこい。」と言われた。突然にである。「詳しいことは東京本社で聞け、

４月から東京へ転勤だ。」 

千葉の造船工場長になることを目標に、造船現場で１６年やってきた。その目標

がビルマの工場長に替わるとは夢にも思わなかった。ビルマについて知っている

のは小学生の時に見た映画「ビルマの竪琴」ぐらいである。 

 

どうなることかと思いながら、東京本社へ出社した。海外事業部長から、「この

プロジェクトはビルマと日本の経済協力で、ビルマから造船所建設の要請が出さ

れた。JICA（国際協力事業団）は要請が妥当かどうか調査するため F/S を行う。

M 社は JICA に協力してこのプロジェクトを進める。君はその担当者だ、しっか

りやってくれ。」 

「はい、わかりました。」と応えたものの、JICA とか F/S とか、初めて聞く言

葉にとまどいながら、何をしっかりやればよいのか、不安なスタートとなった。 

 

３．Ｆ／Ｓ（Feasibility Study）のとき（１９８３年５月～１９８４年４月） 

 

３－１．Ｆ／Ｓ調査 

 

F/S とは「事業化調査」のことで、企画した事業が技術的な面、財務的な面から、

実現可能かどうか調査分析するものである。この調査を行うため、JICA は官民

合同のＦ／Ｓ調査団を編成した。私は造船技術と建造設備を担当するメンバーに

選ばれた。調査期間は８月から翌年の３月までの８ヶ月と決まった。 

 

３－２．ビルマへの第一歩 

 

準備を整えた８月、調査団はビルマへ出発した。現地調査は約一ヶ月である。日

本からビルマへの直行便はないので、バンコクで一泊し、翌日ラングーンに向か

う旅程となる。タイ国際航空とバンコクでの一泊は快適であった。タイシルクの

衣服を身にまとったスチュワーデスやホテル受付嬢の笑顔は印象深く、「微笑み

の国タイ」であることを実感した。 



しかし、ラングーン空港に到着し、状況は一変した。 

飛行機のタラップから見えるのは、荒涼とした滑走路と古びた２階建てのビルで

ある。乗客の流れに従いビルへ向かう。雨季の空はどんよりと雲で覆われ、うっ

とうしい。ビルの中は入国審査を待つ人で溢れており、蒸し暑さと人息に閉口す

る。我慢と忍耐で入国審査を終えた後、大八車（ターンテーブルのようなしゃれ

た設備はない）に積まれた自分のトランクを探し出し、なんとか税関を通過する。

飛行機を降りてから２時間以上経っている。旅行者の多くはこの入国手続きで、

「ビルマ」という国を知ることになる。調査団一行はビルマ造船公社職員の出迎

えを受け、ラングーン市内のホテルへと向かった。 

 

 

ナパリ     パガン   バセイン   ラングーン 

（ビーチリゾート） （古都遺跡） （ビルマ第２の港）  （首都） 



 

３－３．ラングーン 

 

ビルマの首都ラングーンはベンガル湾に注ぐイラワジ河支流のラングーン川河

口から約３０ｋｍ上流に位置する。街のほぼ中央にラングーンのシンボル、黄金

に輝くシュエダゴンパゴダ（仏舎利塔）がある。ラングーン川に沿って、官庁街、

商店街が碁盤の目状に広がり、その中心となるのがスーレパゴダである。 

 

至空港／インヤレイクホテル 
ビルマ造船公社            シュエダゴンパゴダ 

 

 

 ラングーン川    ストランドホテル 

             
３－４．ストランドホテル     

 

空港から車で３０分、ダウンタウンにあるストランドホテルにチェックインする。

イギリスの植民地時代に造られたホテルで、外観やチークの家具調度は英国風で

格調高い。しかし、内部は薄暗く、昨晩泊まったバンコクの近代的なホテルに比

べると落差は大きい。  



ストランドホテルの周りには商店や飲食店が軒を連ねている。人通りは絶えるこ

となく、ホテル前に屯する人達が宿泊客に声をかける。彼らは闇の両替屋、ぽん

引き、娼婦、乞食である。幼児を抱いたインド系の女性に声をかけられた。「夫

を亡くし、この子をかかえ、食べるものもなく困っている。 Please give me 

money.」と流暢な英語に、「Sorry, No money.」と応える。一度金を与えると、

次々と寄ってくる恐れがある。秘密警察が網を張り、賞金目当ての密告が頻繁に

あるため、闇の両替や売春を持ちかける輩には決して近づかぬことである。 

 

 

ダウンタウン  ロンジ姿のバスの車掌 

                                    

３－５．ビルマ造船公社 

 

ラングーン川沿いにあるビルマ造船公社を訪問した。国営の造船所で、従業員は

約６００名、全員国家公務員である。総裁は海軍出身で、インド系の色黒のオッ

さんである。プロジェクトマネジャーは色黒、小太り、名前は Percy Maung 

Maung という。英国留学の経歴を持つ海軍出身の造船技師と紹介された。人は

見かけに寄らぬというように、付き合うほどに紳士的で洗練された好人物である

ことを知り、「モンモンさん」との親交が始まった。 

 

３－６ 造船所計画サイト 

 

ビルマ政府はラングーン川の下流に大型船が出入りできる新しい港と造船所を

建設する計画である。調査団はラングーン川を船で下り、政府の計画で割り当て

られた造船所の建設予定地を訪問した。あたりは水牛が行き交うのどかな水田で

ある。造船所の操業には水や電気が欠かせないが、それらしい設備は見あたらな

い。造船公社の人に確認すると、必要なインフラは政府が準備するから心配ない

という。 



 

（帰国して間もなく、ビルマ建国の父、アウンサン将軍の霊廟が北朝鮮の工作員

に爆破され、参拝に訪れた韓国の大臣数名が死亡するという事件が起こった。逃

亡した工作員が潜伏し、逮捕されたのがこのサイト近辺である。） 

 

３－７ ペンション 

 

ビルマの造船事情を調査し、新しい造船所建設について討議するのが私の役目で

ある。そのため、造船公社のほか、港湾局、海事局、気象庁など関係機関を訪問

した。英国の植民地であったせいか、ビルマ人の英語力はかなりのものである。

特に年長者は堪能で、米英の映画を字幕無しで楽しめるという。彼らと雑談をし

ていたとき、日本のペンションについて聞かれた。てっきり住宅事情のことだと

思い、「土地が高騰し、家を建てるのは大変である。マイホームを持つのがサラ

リーマンの夢である。」と応えた。会話は途切れた。あとで辞書を調べ、ペンシ

ョンとは年金のことだと知った。 

 

３－８ ビルマの通貨 

              

通貨の単位はチャットである。公定レートは US ドルが８チャット、当時の１ド

ルは約２００円であったので、１チャットは約２５円となる。 

闇のレートは公定レートの１０倍以上といわれているが、闇の交換には危険が伴

う。 

このあと何回もビルマを訪問したが、流通している紙幣の額面が突如変わるのに

は驚いた。１，５，１０，２５，５０，１００札は普通だが、これらが廃止され、

３５，４５，７５，９０札が使われたときもあった。不法にタンス預金をしてい

る金持ちを閉め出すのが政府のねらいだと聞いたことがある。 

 

３－９ ラングーンゴルフクラブ 

 

ストランドホテルから車で４０分の所にラングーンゴルフクラブがある。１９０

０年の初めに英国人が造った１８ホール、パー７２、戦略性の高いリンクスであ

る。雨季はアウトの９ホールが閉鎖される。フェアウェーが水没するのである。

従って、インコースを２ラウンド廻る。フェアウエーは軟弱で、連日の雨ででき

たカジュアルウオーターの中でのプレーである。キャディ（色黒だが可愛らしい

娘、あとで聞いたら亭主がいた）に促されショットする。フォアキャディらしい

少年に向かって何か叫んでいる。右（ヤイメ）とか、左（べべ）とか言っている

ようだ。キャディは地面にめり込んだボールを拾い上げ、打ちやすいよう草の上

にティアップしてくれる。ジャングルに打ち込んだボールは回収不能だが、池ポ

チャは少年がダイブして探してくれる。 



ねぶたの木の下に転がったボールに、キャディは近づこうとしない。樹上のグリ

ーンスネークを指さし、猛毒の蛇だという。 

 

途中の茶店でバナナとゆで卵を食べ、前半の９ホールを終える頃には靴の中は水

浸しとなる。残りの９ホールを終えると、白い靴下が泥水で茶色になる。それで

も、日本人とビルマの金持ちにとって、遊びの少ないビルマでのゴルフは欠かせ

ぬ社交スポーツになっている。  

 

  

プレーヤー フェアウエイ      ５番ホール 茶店 

 

３－１０ 再訪緬 

 

１ヶ月の現地調査を終え、中間報告のためビルマを再訪したのは１１月であった。

雨季が終わり、さわやかな気候となっていた。今回の滞在は１０日間だが、時間

的にも余裕があり、ラングーンから車で２時間、古都ペグーを観光した。「ビル

マの竪琴」の舞台となった寝釈迦像で有名な古都である。案内役はペグー出身の

造船公社社員で、彼の実家でビルマ料理をご馳走になった。ここなつの樹幹に傷

を付け、出てくる汁を発酵させて作る珍酒（TODDY）も味わった。 

 



造船公社との打ち合わせが午前中に終わったある日の午後、調査団のゴルキチと

ビルマゴルフクラブへ行った。ここは空港近くにあり、ビルマ人プレーヤーの多

いゴルフ場である。しかし、クラブハウスには人影がない。おかしいなと思って

いると、２～３人のビルマ人が「マスター、こっちだ、こっちだ」と手招きする。

ティグランドへ案内され、打てと催促される。プレー開始だ。しかし、グリーン

に近づいても旗が見あたらない。フラッグはどこかとビルマ人に聞くと、彼は近

くの木の枝を折り、カップに差し込んだ。他にプレーヤーはいないし、今日は定

休日だとやっと気がついた。１８ホールをまわり、キャディを務めてくれたビル

マ人にチップを渡す。私のゴルフ人生で、“ただ”のプレーはこの時だけである。 

 

３－１１ 再再訪緬 

 

３回目にビルマを訪問したのは１９８４年３月である。最終報告書の説明と次の

段階である E/S(Engineering Service)に必要な費用について、確認するためであ

る。 

 

報告書を説明したあと、US$ XX million の見積書を提出した。造船公社の総裁

は一瞥の後、「Emoto- san, too expensive.」との一声。「Our estimation is 

reasonable, I believe….」と弱気な私。「Less than YY million. 」と総裁。

「……mmmm…, OK, I’ll try.」と開き直りの私。 

その夜、東京の上司に経過をテレックスで送信した。翌朝、「 Kishokuni 

makaseta.」との返信が来た。まかせられればこっちのもんである。早速、数字

を修正し US$ ZZ million の再見積書を提出した。総裁は「Much improved.」と

満足そうである。一件落着、ホッとした。 

 

ビルマの３月は夏季である。ラングーンゴルフクラブに出かけた。 

周りは赤土と茶色の枯れ草に囲まれていたが、フェアウエーとグリーンは緑を保

ち、我々を安心させた。雨季にはコースのあちらこちらにある池がショットの妨

げとなっていたが、この池の水で芝生の緑が保たれていることを知る。ハイビス

カスやブーゲンビリヤが咲き誇る美しいホールが続く。暑さを我慢すれば、結構

楽しいゴルフである。子供達は捕まえたサソリをペット代わりに遊んでいた。 

 

４．E/S (Engineering Service) のとき（１９８５年～１９８６年） 

 

４－１．ODA(Official Development Assistance) 

 

日本など先進諸国は発展途上国に、技術移転や経済協力を図ることにより、国際

貢献を果たしている。その内容は社会基盤（インフラ）の整備、人材や産業の育

成など多岐の分野に及ぶ。協力の方法には、国連など国際機関に人や金を提供す



る方法と、相手国からの要請に応じて援助を行う２国間協力とがある。２国間協

力には、文化や技術の発展に必要な人や物を供与する無償協力と、経済発展に必

要な資金を低利で貸し付ける円借款などがある。 

無償供与は国際協力事業団(JICA)、円借款案件は海外経済協力基金(OECF)が担

当する。前章で述べた F/S は無償の技術協力であり、本章で取り上げる E/S は

円借款案件となる。なお、E/S とはプロジェクトに必要な詳細設計と入札書類を

作成するエンジニアリング業務のことである。 

 

４－２．円借款 

 

「本案件は Feasible である。」と F/S で結論づけた。次のステップは E/S であ

る。その実施には造船公社の総裁と合意した US$ ZZ million の費用が必要とな

る。しかし、ビルマ側には金はない。ビルマ政府から日本政府に必要な円借款要

請を出させるのが次の仕事である。 

 

政府間の諸手続の後、円借款締結につづき、ビルマ造船公社と E/S 契約が成立

したのは１９８５年の夏である。 

 

４－３．E/S の実施 

 

１９８５年の９月、M 社のエンジニアと土木のコンサルタントで編成した１０

名の E/S 実施部隊がビルマに乗り込んだ。１０日間ほどのキックオフミーティ

ングを終え、日本での作業のため全員帰国した。私は造船公社との連絡役として、

ビルマに残ることになった。約４ヶ月の滞在となる。短期での滞在はすでに５回

ほど経験済みなので、ラングーンでの生活にそれほどの違和感はない。ビルマで

の新しい発見や体験に期待した４ヶ月であった。 

 

４－３－１ ラングーンの生活事情 

 

（１）インヤレイクホテル 

 

今回は造船公社へ車で１５分ほどの通勤至便なインヤレイク湖畔のホテルに投

宿した。このホテルは湖畔の景観と静けさでビルマの最上級ホテルにランクされ

ている。しかし、第二次世界大戦の頃、ソ連の援助で建てられたと聞くとおり、

建物を初め設備の老朽化は激しい。エアコンはガーガーとうるさく、風呂のお湯

は出るまで数分間待つ必要がある。雨の日や、パイプ修理のあとは、茶色の水が

出る。タオルやシャツをさび色に染めたことは２度、３度、それ以上である。 

国営のため、サービスは悪く、レストランの料理は高くてまずい。ビーフステー

キは農耕で酷使された水牛の肉かと思われるような硬さである。 



毎年１１月にはこのホテルで宝石市が催される。ルビーや翡翠の原石を買い求め

る宝石商が海外から多数やってくる。１００ｋｇはあろうかと思われる原石が庭

に並べられ、商談が始まる。この市での売上げがビルマの重要な外貨収入となっ

ている。約１週間、部屋は宝石商に占拠され、我々は外のホテルへと追い出され

る。社会主義の国だとあきらめるしかない。 

          インヤレイクホテル 

 

（２）食生活 

                           

 ビルマカレー  

 

チキン、ポーク、魚などを煮込んだビルマカレーがご馳走である。ビルマ人は手

で食べる。ビルマ米はパサパサしているので、手で食べてもべたつかない。私の

食生活は中華料理が主で、蟻やアブラムシが浮かんでいたラーメンの味が懐かし

く思い出される。ビルマ人と結婚した日本人（おばさん）が開いた日本料理店が

シュエダゴンパゴダの近くにある。味はいまいちだが、火曜日にかぎりこのおば

さんが作るカレーライスは日本風で好評だった。 

 

冷蔵や冷凍の技術と設備が不足しているため、比較的海に近いラングーンでも海

産物を食する機会は少ない。エビ、かに、魚はすべて川で獲れるものである。川

で獲れるもののほうが、海の物よりうまいとビルマの人は言う。プライドの高い

ビルマ人らしい。 

川のものを生で食する危険度は高い。バンコクのあるプロジェクトに従事してい

た社員が、客に勧められ生魚（さしみ）を食った。帰国後、「君の目の中に虫が

いる」と同僚から指摘された。彼はすぐ病院へ行き、虫は無事に抽出されたが、

もし、虫が脳の方へまわっていたらと思うとぞっとする。さしみを食べたい誘惑

にかられるたびに、目から虫が出てきたこの話を思い出す。 



 

ドイツと技術提携した国営ビール会社が製造するマンダレービールを手軽に飲

める。しかし、栓の気密性や輸入に頼るホップの不足で、泡のない気が抜けた味

である。これをおいしく飲むためには、スポーツをして汗をかく努力が必要とな

る。国産ワインやラムもある。どんなかなと試してみるが、２度と口にしようと

思わない。ノンべーにとっては、バンコクから持ち込んだスコッチウイスキーが

命泉となるが、ロックで飲むときは注意したい。一度沸騰させた水を凍らせた氷

なら、安心である。それでも、不純物が含まれている。氷が溶けるにつれ、もや

もやが沈んでいく。グラスの底から１ｃｍぐらい残すのが賢明である。 

 

（３）交通、通信事情 

 

ラングーンでは運転手付き乗用車がないと動けない。交通標識はビルマ語で、交

通ルールもわからない。事故を起こしたときやトラブルのことを考えると、とて

も運転する勇気はない。市内にはバスも多く走っているが、不慣れな人が利用す

るのは難しい。道路はよく整備され渋滞は少ないが、古くて整備不良の車が多く、

パンクやエンストで立ち往生することもある。 

 

インターネットのない時代であり、電話、ファックス通信もままならない。日本

との連絡は主にテレックスである。国際電話はホテルの交換手に申し込む。電話

回線の数が不足しているため、２０分ぐらい待たされる。雨の日などは回線が浸

水し、不通になることも多い。 

 

ホテルの部屋にはラジオもテレビもない。ロビーに１台テレビが置かれているだ

けである。放送は朝と夜の短い時間で、国営放送１局に限られる。夜７時から１

５分間英語で放送されるニュース以外はビルマ語なので、テレビを見ることは殆

どない。ビルマの出来事は英字新聞で知ることが出来る。しかし、政府の検閲下

にあるため、興味を引く記事は少ない。大統領や大臣が地方のダムや水田を視察

した記事が写真入りで一面を飾っているという具合である。商社の駐在員事務所

に送られてくる１週間遅れの日本の新聞が唯一の情報源となる。阪神タイガース

日本一、関脇保志（後の横綱北勝海）の優勝などが紙面を飾っていた時代である。 

 

４－３－２ 風俗習慣 

 

（１）敬虔な仏教徒 

 

ビルマ人の９０％は仏教徒である。人々の心にその精神が宿っていることを身近

に感じることが多い。シュエダゴンパゴダはいつも人であふれている。観光客、

弁当持ちの家族連れ、若いカップルなど参拝客は様々である。托鉢に回る僧侶に



供物をする人達の姿を見かけることも多い。彼らは朝早く起きて供物を準備する

そうである。貧しくても仏を敬うことが来世の幸せにつながると信じているとい

う。 

 

（２）ロンジとタナカ 

 

男女とも民族衣装のロンジという腰巻き布をまとっている。女性に違和感はない

が、男性には似合わない。涼しいというが、とても行動的とは思えない。 

 

タナカという木の枝を乾燥させ、墨をするように白粉液を作る。ビルマ式化粧水

であり、汗疹（あせも）防止にも効果があるようだ。女性や子供が愛用し、顔や

腕に塗りつける。塗ってから時間が経つと、ほっぺのタナカがひび割れてくる。

若い女性には気を付けて貰いたいものである。 

 

 ロンジ  タナカ 

 

（４）  かみたばこ 

 

町中のいたるところで、かみたばこを売っている。木の葉に香料を包み、客に渡

す。はっか味で口の中がさわやかになるというが、試してみようとは思わない。

インド系ビルマ人が好むようである。かむほどに口の中は赤く染まる。最後には

ぺっと吐き出し、路上のあちこちに赤い痕跡を残す。不衛生きわまりない光景で

ある。 

 

 

４－３－３ 長期滞在ビザ 

 

ビルマでの滞在が許されるのは３ヶ月までである。従って、滞在３ヶ月前には一

度ビルマを出国し、再入国する必要がある。この機会をとらえ、商社の駐在員達

はバンコクへ買い出しに出かけたり、カトマンズや中国雲南省への旅行を楽しん



だりしている。私もバンコクへ出国した。社会主義国から自由主義国への脱出で

ある。これは３ヶ月間ビルマでの不自由な生活を我慢したご褒美である。 

 

 

４－３－４ ホリデイ イン バンコク 

 

ビルマを出国し、バンコク空港と陸橋でつながるエアポートホテルに投宿した。

さっそく寿司と鍋焼きうどんに舌鼓を打つ。翌朝、バンコクから車で２時間ほど

にあるパタヤビーチへのワンデイツアーに出かけた。しかし、渋滞に巻き込まれ、

着いたのは昼前。ボートで島へ渡る。シーフードの昼食だ。熱帯の浜辺で伊勢エ

ビにかぶりつきながら飲むビールは格別の味である。水着を持参したが、海水は

濁っており泳ぐのはあきらめた。当時、パタヤは米海兵隊によりエイズ（AIDS）

が蔓延していると聞いていたので、早々にバンコクへの帰途についた。帰りも渋

滞だった。 

                        

 

パタヤビーチ 

 

都心に比較的近いのがローズガーデンというゴルフ場である。池を配したフラッ

トなコースである。プレー費は２０００円ぐらいで、キャディは可愛いタイ娘で

ある。芝はよく育ち、フェアウエーは絨毯のようだ。プレーの暑さと、茶店で食

べた「きしめん」のようなうどんの味を思い出す。 

      

   フラットなフェアウェーとブーゲンビリヤ 

    



パッポンストリートはアメリカ人、タニヤは日本人好みの夜の歓楽街である。ゴ

ーゴーバーに行くならパッポン、タニヤには歌声ラウンジが並んでいる。当時、

カラオケは普及しておらず、生バンドの演奏で歌うというスタイルである。日本

の演歌も OK、間違ってもバンドマンが歌い手に合わせてくれるし、ホステス嬢

の声援もうれしい。しかし、田舎から出てきたホステス嬢は英語も日本語も話せ

ない。彼女たちとのコミュニケーションを図るには、タイ語を覚える必要がある。 

英国の植民地になったビルマでは、町中でも英語が通じるが、タイではほとんど

通じない。ポリスに道を尋ねても答えは返ってこない。 

 

バンコクに永く駐在したコンサルタントの人に連れられ、風呂屋に行った。観光

客相手の風呂屋はたくさんあるが、そこは地元の人が多い店である。マッサージ

を終え、ロビーで連れを待っていると、仕事を終えたマッサージガールが車座に

なり、ビールを飲み始めた。手招きで私を呼んでいるので、仲間に入った。いな

ごをつまみにビールを飲んでいると連れも仲間に加わった。彼女たちに日本語を

教え、我々はタイ語を学ぶという実に楽しい国際親善となった。 

 

４－３－５ ビルマ人の来日 

 

長い間、鎖国制度をとってきた国状と経済的な制約から、ビルマ人が外国へ行く

機会は非常に少ない。研修という名目でビルマ造船公社のエンジニア４名を日本

に受け入れることになった。リーダーはモンモンさんである。彼らの訪日にあわ

せ、私も帰国した。日本の造船所見学に同行したあと、我が家に彼らを招待した。

刺身と妻手作りのミートローフでもてなした。遠慮がちな刺身に比べ、ミートロ

ーフは好評で、うまいうまいと言いながら酒宴が続いた。 

 

４－４ Ｅ／Ｓ完了 

 

１年間続いたエンジニアリングの成果をまとめ、書類を作成した。ビルマで新し

い造船所を建設するのに必要な情報が盛り込まれている。この書類を造船公社に

納入し、Ｅ／Ｓは予定通り完了した。次のステップは造船所の建設である。建設

資金の調達には、再度円借款の手続きが必要となる。 

 

 

５．イラワジ河クルーズ（１９８７年） 

 

円借款手続きには時間がかかる。実現には少なくとも１年は必要である。その間、

今までに培った人脈と収集した情報を生かし、次のプロジェクトの準備に入った。

イラワジ河の調査を行い、必要な航路整備を行うというのがプロジェクトの筋書

きである。 



 

イラワジ河はヒマラヤ山脈に源を発し、ビルマを縦断しベンガル湾に注ぐ。下流

にはイラワジデルタが広がり、網の目状の支流が水運を発展させてきた。ラング

ーンから西、約２００ｋｍにあるバセインへの水路も開け、重要な交通ルートと

なっている。この水路の現状を調査するため、水路局が保有するボート（長さ約

10m）で、３泊４日の船旅をすることになった。同行者は日本大使館の書記官、

建設コンサルタント、水路局部長、そして私である。第１日目はラングーン川を

北上し、イラワジ河との合流点を目指す。 

 

川幅は広いところで１００ｍ以上、狭いところは２０ｍぐらいである。人、家畜、

米、木材などを満載したボートが行き交う。沈んだ船も見かける。航路保全の最

大のネックは水深の確保である。流木やシルト（微細石粒子）が堆積するため、

浚渫作業が欠かせない。ところどころで作業中の浚渫船を観察する。川の両岸に

は危険個所や進む方向を示した航路標識が設置されている。この標識に従い舵を

取れば、浅瀬に乗り上げる危険はない。 

 

     イラワジ河 

 

約８時間のジャングルクルーズを終え、夕刻、ワケナという村に接岸した。上陸

して村を散策する。クルーは魚や野菜を買い求めている。彼らが夕飯の準備をし

ている間、我々は川で水浴することにした。村人も水浴びをしている。女性はロ

ンジという衣服をつけたままである。大切なところを上手に隠しながら。 

 

コンサルタントの人が泳ぎ始めた。ワニやピラニアはいないだろうか心配である。

クルーに聞くと大丈夫だという。恐る恐る私も泳ぐ。問題はなさそうだが、長居

は無用と早々に船に戻る。デッキには夕食の準備が整っている。持参したウイス

キーを飲みながら歓談する。酔うほどにビルマ人から歌も飛び出し、和やかな雰

囲気での夕食となった。 

 



ジャングルの夜は更けて、周りは静寂そのものである。木の間から見る星の輝き

が美しい。寝床は船のベッドである。寝台列車のベッドに比べると幅は半分の狭

さである。寝返りを打つのに苦労するが、船旅の疲れとウイスキーの酔いで、ほ

どなく夢中人となった。 

 

鳥のさえずりに目を覚まし、朝食後、バセインへ向け出発した。昨日ほどの緊張

感や興味を引くものはなく、のんびりとクルージングを楽しむ。バセインはビル

マ第２の港町として栄えているが、田舎町の面影である。特に見るものもなく、

水路局の事務所を表敬訪問した後、街のレストランに彼らを招き、歓談した。 

 

翌朝、同じルートで帰路に着いた。特にすることもなく、ビルマ人と雑談をしな

がら日緬友好に努めた。このクルージングとビルマの人たちとの交流は思い出深

く、特にビルマ人の人柄の良さが印象に残っている。 

 

６．民主化運動と軍事政権（１９８８年～１９９４年） 

 

６－１ 民主化運動と軍事政権 

 

ビルマ造船所の建設とイラワジ河航路整備プロジェクト推進のため、関係機関へ

の根回しに奔走していた１９８８年のことである。ビルマではネ・ウインが進め

てきたビルマ式社会主義に対して、これまでの不満が一気に爆発するかのように、

全国規模の民主化運動が沸き上がった。民主化のための学生デモやアウン・サ

ン・スーチー率いる国民運動が活発となり、これを鎮圧し、「国土の治安維持」

などを名目に国軍が全権を掌握した。 

 

軍事政権の登場で、ビルマ式社会主義は放棄され、市場経済への切り替えが開始

された。しかし、国軍がビルマの政治を指導していくという姿勢には何らの変化

も見られなかった。国民民主連盟を結成し、同連盟の書記長として民主化を目指

すアウン・サン・スーチーは、軍事政権によって１９８９年７月から自宅軟禁に

処せられた。また、その翌９０年５月に実施された３０年ぶりの複数政党制総選

挙において、国民民主連盟が圧勝すると、軍事政権はその結果を無視し、現在に

至るまで政権委譲を拒絶したままである。 

 

当時、私は日本からビルマの情勢を注視していた。しかし、日本政府がビルマに

対する経済援助を凍結するという決定をするに至り、私のビルマビジネスはすべ

てご破算になってしまったのである。 

なお、１９８９年に軍事政権は国名をビルマからミヤンマーに改称したが、 

本著ではビルマのままで記述する。 

 



６－２ 車両プロジェクト 

 

１９９０年、ＪＲ東日本は鉄道車両を製造するというプロジェクト構想を打ち出

した。ビルマ案件の凍結後、ラオスやバングラデシュなどに出かけ、新しいビジ

ネスを探していた私はこのプロジェクトに参画するよう命じられた。ＪＲ東日本

に協力し、造船技術を折り込んだ車両工場を建設するというものである。本プロ

ジェクトは順調に推移した。建築工事が進む１９９３年８月、機械装置の据え付

けと操業準備のため私は新津（新潟県）の建設現場へ赴任した。 

 

仕事はハードであったが、新潟での思い出は尽きない。春は山菜摘み、夏はゴル

フと魚釣り、秋はキノコ狩り、冬は２０年ぶりとなるスキーを楽しんだ。日本海

を望む瀬波温泉、阿賀野川沿いの咲花温泉など訪れた温泉も数知れない。雪国で

の生活も私には珍しく、貴重な体験となった。工場の建設は順調に進み、操業指

導をしていた１９９５年５月、東京本社から新潟を引き上げ、ビルマに行ってく

れとの連絡を受けた。 

 

 

７．民営化と合弁会社（１９９５年７月～１９９６年８月） 

 

７－１ ビルマ造船公社の民営化 

 

人権侵害などを理由に国際社会から非難されることの多いビルマの軍事政権で

あるが、市場経済への移行や、「外国投資法」の制定を初め、各種経済関係の法

整備を行った。国営企業の民営化も進められ、ビルマ造船公社の新総裁になった

モンモンさんは外資導入による民営化へ向けて積極的な取り組みを図っていた。

一方、M 社は海外戦略として国外の生産拠点づくりを目指していた。両者のニ

ーズが一致し、お互いがパートナーとして、ビルマに合弁会社を設立することで

合意がなされた。 

 

７－２ 再訪の決断 

 

東京本社では合弁会社の構想が練られていた。その中で、ビルマをよく知り、モ

ンモンさんと親交のある私が両社の窓口役として適任であると指名されたので

ある。私が初めてビルマへ行ったのは４０歳のときである。それから１２年経過

した。新潟での車両製造プロジェクトはほぼ完了し、久しぶりのビルマに関心は

あった。しかし、私より若い人にもっと海外での活動の機会をあたえるべきだと

辞退した。東京本社と新潟とでやりとりが続いたが、社命には逆らえず、ビルマ

行きを決断した。 

 



７－３ 海外職業訓練協会 

 

今回のビルマ行は労働省傘下の海外職業訓練協会のプログラムを活用すること

となった。船舶建造などの技術指導をとおして、ビルマで職業訓練の能力開発を

行うというスキームである。訓練期間は１年で、往復旅費や現地での滞在費など

が支給される。民間企業にとっては経費が節減できる有難いプログラムである。 

 

７－４ 懐かしのビルマ 

 

東京本社で合弁会社設立のコンセプトを協議した後、１９９５年８月に懐かしの

ビルマを再訪した。８年ぶりである。ラングーンの街は近代的なホテルなどの建

設ラッシュで活気に溢れていたが、緑なす町並みは以前の趣を残していた。 

シンガポール資本で建設されたサミットパークビューホテルにチェックインし

た。部屋からシュエダゴンパゴダを望むことが出来る近代的な建物である。サー

ビスは自由主義国のホテル並に満足でき、ビジネスマンや観光客が多い。しかし、

部屋代が高いので、長期滞在には適しない。 

造船公社とラングーンゴルフクラブに近い安価なシティビラホテルと月極で契

約し、次にビルマ人から運転手付き乗用車を借りることとした。宿と足の確保が

出来、懐かしのビルマでの生活が始まった。 

 

（１）哀れな日本人 

 

シティビラホテルに同宿していた日本人から、早朝、電話がかかってきた。 

エビの商談のため四国から来たが、金を盗まれたので貸してくれという。彼の話

はつぎのとおりである。商談後、雇った車の運転手を誘い、カラオケバーに行っ

た。運転手が女友達を誘ってもよいかというので OK した。飲んで唄って楽し

かったと。翌朝、ホテルで目を覚まし、財布が空っぽに気付く。カラオケバーで

上着を椅子にかけたままトイレに行ったという。航空券とパスポートはホテルに

おいていたので大丈夫だが、ホテルの支払いが出来ないので金を貸してほしいと。 

見知らぬ人に金を貸すほど馬鹿ではないので断った。英語を十分話せないような

ので、ホテルのオーナーに事情を話し、ホテル代は帰国後送金することで了解願

いたいと申し入れた。ホテルのオーナーは私に保証人になって欲しいと言ったが、

エビの取引先の社長に保証してもらうことにした。交渉成立後、晩飯をご馳走し、

海外はもうこりごりだと反省していた彼は翌朝帰国した。彼のホテル代は後日、

入金したとのことである。 

 

（２）ビーチリゾート、ナパリ 

 

ラングーンから飛行機で１時間、インド洋に面したビーチリゾート、ナパリがあ



る。イタリア人がナポリに因んで名付けたそうである。正月休みに行って来た。

夕方の飛行機に乗ったが、ナパリの飛行場に着いたときは真っ暗であった。不安

な気持ちで迎えの車に乗り込み、なんとかホテルにチェックイン。夕食のためオ

ープンテラスのテーブルにつくが、何を注文すべきか迷う。偶然にも造船公社の

前総裁の息子が友達と来ており、そのテーブルに誘われた。テーブルにはシーフ

ードが並んでいる。ラッキー。イカ、エビ、あじのフライなど遠慮せずご馳走に

なった。 

 

宿舎はビーチ際に建つバンガロー風の１建家である。受電は夕方から夜１０時ま

でに限られる。従って、電気冷蔵庫やエアコンなどはない。満天の星空を眺めた

あとは、蚊帳吊りのベッドで寝るしかない。 

 

翌朝、ボートをチャーターし、インド洋での初釣りを試みた。餌はホテルの調理

場で分けて貰ったイカとエビである。海は穏やか。３０分ほどで釣り場に到着。

魚影は濃く、入れ食いである。２０～３０ｃｍのアイナメやイサキが釣れる。し

かし、大物は姿を見せなかった。釣った魚を持ち帰り、浜辺で焼いていると、地

元のおっさんが珍しそうに寄ってきた。焼き魚を少し分けてやると、嬉しそうに

食べ始めた。私もビールを飲みながら舌鼓を打った。 

 

次の日、ゴルフを楽しんだ。ホテルから４ｋｍほどのところにゴルフ場がある。

９ホールのシーサイドコースである。他にプレーをしている姿はない。プレーを

申し込むと、しばらくして近くの農家から女の子が現れた。キャディらしい。プ

レー開始。フェアウエーやグリーンの状態は良くないが、のどかな雰囲気である。

椰子の並木沿いにティショットを打てば気分は最高。しかし、スライスは厳禁、

ボールはインド洋へ消えていく。 

プレー後はホテルに戻り、海水パンツに着替え、ひと泳ぎだ。 

インド洋に沈む夕日に神々しさを覚え、地球に存在する自分を改めて実感しなが

ら、今日も暮れていく。 



 

１２月３１日の夜、海岸を散歩していたら、砂浜にテントを張り、パーティを楽

しむグループがある。近づいて一声挨拶すると、ジョインしないかと誘われる。

フランス人がホストらしく、イタリア人、ニュージランド人がゲストとなってい

る。勧められるままにシャンパンを飲みながら、会話とシーフードを楽しむ。お

かげで有意義な大晦日となった。フランス人は人生を楽しむ術を知っている実に

ユニークな人種であると思う。 

 

１９９６年の新年はナパリでの釣りとゴルフで始まった。楽しかったので、５月

の連休もナパリに行くことにした。しかし、旅行の前日（４月３０日）のことで

ある。ラングーン市内にたこ焼き屋がオープンしたとの情報を得、早速トライし

た。その夜、激しい下痢に見舞われた。原因はタコだろう。それでも翌日には何

とか飛行機に乗り、ナパリに到着。ホテルではおかゆ（ポリッジ）を作ってもら

い、ひたすら回復を祈った。魚釣りもゴルフもあきらめ、１日バンガローで寝て

いた甲斐あって何とか回復した。 

さあ活動開始だ。しかし、この時期のインド洋は荒れており、釣り船を出せない。

ゴルフを少し楽しんだだけのゴールデンウイークとなった。 

 

（３）バガン 

 

ラングーンの北、約５００ｋｍにある古都バガンは、カンボジアのアンコールワ

ット、インドネシアのボロブドールとともに世界３大仏教遺跡として有名である。

一度行ってみたいと思っていたので、日本から妻を誘って行って来た。ラングー

ンから約１時間のフライトである。バガンに近づくと、飛行機の窓から無数のパ

ゴダが見え、パゴダの群落の中に着陸するかのようである。馬車や牛車の行き交

う町並みを抜け、パゴダ巡りが始まる。有名な寺院やパゴダが多く点在している

ため、観光客で混み合うことはない。ガイドに案内され、妻と２人だけの観光を

楽しむ。来世の幸せを願い、功徳のため奉納されたパゴダの数は数千といわれて



いる。千年もの時を経たパゴダたちは多くが風化し、独特の雰囲気を醸し出して

いる。パゴダの頂上に上れば大小様々なパゴダが望まれ、彼方にはイラワジ川が

流れている。 

 

バガンの宿はイラワジ川河畔のティラピシアホテルである。以前は国営であった

が、今は日本のホテル会社と共同経営している。快適とはいえないが、素朴さの

なか、それほど不便を感じないホテルである。 

翌日は観光地、ポパ山を訪れた。おんぼろのマイクロバスに揺られ、２時間で到

着。猿や鹿が迎える石の階段を上り、頂上に建つ寺院を参拝した。仏教の流れを

汲むナツ信仰の神様が多く祭られていた。不信心者の私にも御利益をと期待しな

がら帰途についた。 

 

 

ポパ山 

 

高校時代の友人、中西靖君（３年７組、柔道部）がラングーンにやってきた。彼

もバガン観光を楽しんだ。そのあと下痢に襲われ、一緒にゴルフが出来なかった

のは残念である。 



 

（４）宗教催事 

 

敬虔な仏教徒が多いビルマでは、種々の興味深い出来事に出くわすことがある。

日頃不信心なため、仏教の精神や教義について良くは分からないが、私の身近に

起こったことをいくつか紹介する。 

 

イ 水祭り 

 

この伝統的なお祭りはビルマの新年を迎える前、毎年４月１３日頃から始まる。

ビルマでは最も陽気で楽しいお祭りで、３～４日間続く。人々はお互いに水をか

け合い、飾り立てたパンダルというステージで、歌や踊りを楽しむ。若者達はト

ラックに水タンクを載せ、放水しながら町中を走り回る。水をかけるのは人々の

体や心に宿ったその年の悪かったことを洗い落とし、清めることだと信じられて

いる。そして彼らは新しい年を迎えるのである。 

 

 

            パンダル 

 

ロ 得度式 

 

ビルマの男子は一生に一度は出家することになっており、僧院生活をする。期間

は１週間から３ヶ月ぐらいであるが、そのまま僧になる人もいる。青少年期を通

じて一生のうち、３回程度僧院生活をするのが基準となっている。ビルマ造船公

社の社員も毎年数人が得度する。その時は家族、親族をはじめ造船公社も大忙し

である。プロの楽隊の演奏に合わせ、得度する社員を乗せたジープを先頭に、親

族、社員の行列が造船所内を１周したあと市内をパレードし、得度のお披露目を



する。造船所の女性達は腕によりをかけ、たくさんのご馳走をつくり、僧侶や来

客を接待する。僧院への供養のため、人々はお金や供物を寄進し、彼らを送り出

すのである。 

 

ハ 菩提樹への願かけ 

 

広場の菩提樹に祠が祭ってある。その中を覗くと金箔の小さな仏像がまつられ、

花が生けられている。祠を参拝する桟敷の前に子供の頭ぐらいの石が数個並べて

ある。「この石はなんですか？」と参拝している人に尋ねたら、「この石をさすり

ながら願をかけ、そのあと石を持ち上げることができたら、願いがかなうのです

よ」と教えられた。 

 

ニ 瞑想院 

 

ビルマ造船公社に２人の女性秘書がいる。一人はクリスチャン、もう一人は仏教

徒である。仏教徒の秘書が２週間休暇を取るという。どこかへ旅行するのかと聞

いたら、メディテーションセンターへ行くという。毎年行くそうである。座禅を

したり、センター内の庭を歩いたり。ただ単に歩くのではなく、何も考えず、「足

を上げて、前に出して、足をつけて」と自分に言い聞かせながら歩くこと、これ

が素晴らしいのだと彼女は言う。是非やってみたらと勧められたが、まだその機

会はない。クリスチャンの秘書は毎日曜日に教会へ行くという。 

 

ホ 放鳥 

 

シュエダゴンパゴダの参詣路に、すずめのような小鳥をたくさん入れた鳥かごを

持った人がいる。小鳥を売っているのではない。自由を奪われた小鳥をかごの中

から大空に放ってやることにより、慈悲を施した自分は善行をしたという安堵の

気持ちと満足感を味わうのだ。３０チャットを払い、小鳥を両手で優しく包み、

そのぬくもりを感じた後大空へ放ってやる。すると、安らかな気持ちとなり、ま

るで仏になったような気分が味わえる。 

 

ヘ 殺すなかれ 

 

ビルマではハエ取紙や殺虫スプレーを見かけない。街の食堂ではハエのうるささ

に閉口する。店員がうちわで追い払うサービスをしてくれたり、テーブルにロー

ソクを置き、ハエが近づかない工夫をしてくれたりするが、ハエたたきで殺すの

を見たことがない。ナパリのホテルでは蚊帳を使っている。ベッドが蟻の通り道

になり、夜中に驚かされたこともあった。“殺すなかれ”の戒めが人々の生活の

中に生きていることを実感する好例である。 



 

７－５ 幻となった合弁会社  

 

ビルマ造船公社と協議を重ね、合弁会社の具体化案も纏まった。しかし、民営化

した合弁会社では軍艦を対象としないという合意事項に反して、ビルマ政府は海

軍の艦艇も合弁会社の事業に含めるよう要求してきた。日本政府は軍事に関わる

合弁会社の設立を認めないと、繰り返し造船公社に伝えてきたにもかかわらずで

ある。モンモンさんも軍事政権の命には逆らえず、結局合弁会社設立の話は消滅

する結果となった。 

 

１９９６年８月、私は１年間の職業訓練を終え、思い出深いビルマをあとに帰国

の途についた。 

 

８ その後（１９９７～   ） 

 

８－１ 海外、人づくりハンドブック （ミヤンマー編） 

 

海外職業訓練協会から「人づくりハンドブック（ミヤンマー編）」を刊行するの

で、造船業における人づくりについての執筆を依頼された。次の仕事も決まって

いないし、グッドタイミング、グッドチャンスである。今までビルマで見たこと、

聞いたこと、やったこと、感じたことなどを思い出しながら、ワープロのキーを

叩き始めた。社内誌などには何度か投稿したことはあるが、刊行物の執筆は初め

てである。何度も編集を重ね、原稿を期限までに提出することが出来た。刊行物

を手にし、出来栄えを確認しつつ、ビルマ造船公社のモンモンさんに１冊贈呈し

た。 

                 

              人づくりハンドブック （ミヤンマー編） 



 

８－２ カッチャンのかずのこ 

 

ＦＳの開始からＥＳをとおして、ビルマのプロジェクトを一緒にやってきた建設

コンサルタントの鈴木カツトシ君が入院したとの報を受けた。喉頭ガンというこ

とだったが、病院に見舞ってしばらくして、彼の訃報を知る。享年４５歳。彼は

葛飾の魚屋の息子で、年末にはいつも「かずのこ」を送ってくれた。かずのこを

見るとカッチャンを思い出す。合掌。 

 

８－３ モンモンさんとの再会 

 

その後、ビルマを訪れる機会はなく、１９９７年５月、フィリピンのＫＭＰ社に

出向した。ビルマ造船公社のモンモンさんとはクリスマスカードのやりとりや、

電子メールでの交信を通して親交は続いていた。１９９９年だったと記憶するが、

モンモンさんからメールが入った。アジア各国の運輸関係者のシンポジウムがセ

ブで開かれるので訪比するという。シャングリラホテルに到着したモンモンさん

を訪問し、マリバゴのブルーウオーターでフィリピン料理を食べながら再会を祝

った。彼とはラングーンを去る前の日、インド料理店アショカでサヨナラしたが、

それ以来である。セブでゴルフをやろうと誘ったが、運輸大臣の供をしているの

で、自由時間がとれないとのことでゴルフは実現しなかった。フィリピンでモン

モンさんに会えるとは、まさに奇遇としか言いようがない。 

 

９． おわりに 

 

１９８３年に始まったビルマと私の関わりは、１９９９年にフィリピンでモンモ

ンさんに会ったのを最後に途絶えている。その間に経験したいろいろなことを思

い起こし、本書を記述してきたが、記憶違いや名称の間違いなどがあれば、お許

し願いたい。 

私の人生において最も印象深く、思い出に残る国ビルマ、そしてビルマの人たち

をもう一度訪問する機会があればと思っている。 

 

今は、ビルマで会った人たちの顔を思い浮かべ、いまだ軍事政権が続くビルマに、

真の民主化と平和が早く訪れることを願うのみである。 

 


