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<第 1 会場 セミナーハウス> 

10 月 25 日(土)、26 日(日)の二日間、わが国最大のインド祭で

ある恒例の“ナマステ･インディア 2010”(インド大使館、日印交

流を盛り上げる会等の主催、日印協会も後援)が代々木公園イベン

ト広場で開催されました。18 回目を迎えた今年は、昨年を 3万人

上回る 18万人が入場しました(主催者側発表)。会場面積も拡げて

昨年に比して約 3 割増加し、インドの文化や社会に関心を抱く日

本人はもとより、在日インド人が友人、知人や家族連れで来場し

大いに賑わいました。 

初日の 25 日は、10 時半からへーマント･シン インド大使、当

協会の平林理事長等による伝統のオイルランプ点火の儀式、引続

いて開会式が行なわれました。午前中はあいにくの小雨模様で、

観客の出足が心配されましたが、午後からは晴れ上がり大勢の方々

が代々木公園イベント広場に集まりました。 

当協会のテントには、沢山の会員の方々が立ち寄ってくださっ

て、事務局としては日ごろお顔を拝見する機会の少ない会員の皆

様にもお目にかかるよい機会ともなりました。また、もちろん会

員でない方々も大勢立ち寄って、インドに対する関心の高さを示してくださいました。ありがとう

ございました。 

 

今年は当協会の近くに設置されたセミナーハウスで、当

協会が作製した『日印友好の歴史写真シリーズ』を映像で

計 4回と、そして日曜の｢たばこと塩の博物館｣での講演の

合間にも紹介しましたが、日印交流の歴史が写真と山田真

美理事によるナレーションで良く分かる、と大変好評でし

た。 

 

 

1. ナマステ･インディア 2010 
Review of “NAMASTE INDIA 2010” 
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第 2 会場｢たばこと塩の博物館｣では、当協会と同博物館との共催で、恒例の講演会を行い、

好評を博しました。当日ご来場頂けなかった方々のために、各講演の模様をごく簡単に紹介致

します。 

 

<9月 25日(土)> 

①｢インドを旅しよう―インドの世界遺産｣(平林 博：当協会理事長) 

ヒンズー教、ジャイナ教、仏教、イスラム教、カルマ(業)とサンサーラ(輪廻転生)などにも触れ

つつ、その魅力をたっぷり聞かせてもらいました。

インドの世界遺産は全部で 27ヶ所(文化遺産 22、

自然遺産 5)もあると知って驚いた方は大勢いらっ

しゃったと思います。同時に、インドを訪れるな

らデリー、コルカタ、ムンバイやチェンナイとい

った定番の大都市訪問だけではなく、時間的余裕

があれば、その周辺などインド全土に点在する世

界遺産にも足を運び、インド理解を更に深めたい

という学習意欲に駆られたご様子です。 

その熱い思いが冷めやらぬ今から、インド旅行

を企画されてはいかがでしょうか。その際は是非、

世界遺産を訪問先に含めていただきたいと思います。 

レッドフォート、フマユーン廟(デリー)、クトゥブ･ミナール(デリー)、タージ･マハル、アグラ

城砦、マハバリプラムの建造物群 等々枚挙にいとまがありませんが、写真を見ながらの世界遺産

めぐりを楽しむことができました。 

 

②｢神々が選んだ国インド(2)―500 人の魔法使いから教わったこと｣ 

(山田 真美氏：作家、日印芸術研究所言語センター長、当協会理事) 

巧みな話術で聴衆を終始惹き付けておくことで

は、この方の右に出る者はいないといっても過言

ではない山田真美氏は、｢マンゴの木｣｢ロープ マ

ジック｣｢美女の胴体切り｣｢父親の代役を果たした

即興のジュニア･マジシャン｣など、クイズや動画･

写真も取り入れながら熱弁を振るわれました。100

名以上の観客は金縛りにでもあったように、最後

まで身じろぎひとつせず聞き入っていたのがとて

も印象的でした。 

中でもインドの超有名マジシャンが日本で急逝

した直後、初歩的なマジックしか知らない息子さ

んが急遽インドから飛来して父親の代役を立派に果たしたお話は、聞く者をしてあたかも“魔法の

世界”に誘い込まれた錯覚に陥らせるものでした。 

講演中、来場者にはインドの干菓子(日本でいえば“柿ピー”?)が配られ、それを手にした私た

ちはインド人の日常生活の一端に接したごとく、親近感をひときわ強く感じたことでした。 

<講演中の平林理事長> 

<熱弁をふるう山田真美氏> 
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<9月 26日(日)> 

①｢最近のインド映画事情･2010秋｣(松岡 環氏：アジア映画研究者) 

松岡環氏は2009年の主要映画のさわりを上映し

ながら 2009 年のインド映画界の動向、製作本数、

映画で使用される言語、監督や俳優にまつわる話

など、通常ではなかなか耳にすることのない貴重

な解説を織り交ぜながら、お話してくださいまし

た。 

2009 年の製作本数(検定本数)は 1,288 本(ヒン

ディー語 235本、テルグ語 218、タミル語 190、カ

ンナダ語 177、…)で、2008 年の 1,321本より僅か

に減少しましたが、これはボリウッドのプロデュ

ーサーたちの 2ヶ月間のストの影響でした。 

最大のヒット作は『3バカに乾杯』(ITエンジニ

アの学校改革への挑戦の物語)でダントツの興行収入をあげました。その理由は、近年インド映画

が米ハリウッドの影響を色濃く受けて国民が辟易し始めているときに、『3バカ…』は泣かせて笑わ

せて、観客の感情をしっかり引っ張っていくという、伝統的なインド映画のスタイルが、観客に安

心感を与えたのではないかとみられています。今後インド映画は伝統的なスタイルに回帰していく

のでしょうか?  

講演終了後、今年もポスターとお土産が来場者に配られて、皆様に喜ばれました。 

 

②｢ワンダー･ワンダー･インディア｣ 

(広瀬 公巳氏：NHK 国際放送局チーフ･プロデューサー) 

広瀬公巳氏は、NHK スペシャル『インドの衝撃』など数々の番組を手がけた方で、南アジア支局

長として滞在した 4年間のインドの経験を、動画や写真などを交えてお話されました。 

11億という人口をもつ巨象として政治面でも地位を高め、国際社会に踊りでようとしているイン

ドの驚き(WONDER)とは何でしょうか。広瀬氏はインドの“驚き”は 5つあると述べています。 

そのキーワードはつぎのとおりです。 

W：Wisdom(智慧) 

O：Obstruction(障壁) 

N：Nuclear(原子力) 

D：Death(死) 

E：Economy(経済)  

R：Reality(現実)   

                

インド人はなぜ優秀か? インド経済は本物か? 

インドは大国になるのか? “賢い”とは、記憶力

の問題か、計算力の問題か、判断力の問題かとい

った多くの角度からの講演となり、インドを考え

る上のヒントをいただきました。 

さて、あなたの WONDERは？ 

 

<恒例のサリー姿の松岡環氏> 

<広瀬公巳氏 講演風景> 
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Ⅰ. 内政 

9月 3日 

 ソニア･ガンディー･コングレス党総裁が再任される(4期目)。 

9月 6日 

 選挙管理委員会は、任期満了となるビハール州議会選挙に関し、州内を 6 区域に分割し、10 月

21日の第 1次投票日から順次投票を行い、11月 24日を一斉開票日とする選挙日程を発表。 

9月 7日 

 英字各紙は、6日に、カシミール渓谷にある、スリナガル･バラムラ･ハイウェイ上のパルハラン

で、治安部隊が群衆に発砲し、3人の市民が死亡し、12人が負傷した旨報道。 

9月 9日 

 英字各紙は、本年 2 月に発生したプネでのジャーマン･ベーカリー爆破テロ事件に関し、ラシュ

カル･エ･トイバに属する 2容疑者をマハラシュトラ州警察が逮捕した旨報道。 

9月 10日 

 英字各紙は、9日 16:00にヤムナ川の水位が危険水位に達したことを受け、デリー州政府は低地

域に居住する市民に対して至急避難するよう警告を発出した旨報道。 

9月 11日 

 ジャールカンド州において、ムンダ BJP 州議会議員団長が正式に州首相に就任し、BJP 主導連立

州政権が発足。 

9月 13日 

 グジャラート州議会補欠選挙が行われ、BJPのダビ候補がコングレス党のザラ候補を破り当選。 

9月 16日 

 英字各紙は、13日に、コーランを冒涜するニューヨーク市民のビデオがイラン系放送局により放

映されたことを契機として暴動が発生し、抗議集団が政府庁舎やキリスト系ミッションスクール

に放火するほか、住民と治安部隊が衝突し、17名が死亡した旨報道。 

9月 20日 

 英字各紙は、デリーにあるジャマー･マスジット･モスク付近で台湾籍の旅行者 2人がオートバイ

に乗った 2人組の犯人に銃撃され重傷を負った旨報道。 

9月 25日 

 ジャンム･カシミール州の騒擾状態の回復に向け、内閣安全保障委員会が開催され、8項目の対応

策が決定される 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. インドニュース 9 月 
News from India 

4. インドニュース 8月 
News from India 

メモ： 
内閣安全保障委員会で決定された 8項目の対応策は以下のとおり 

 対話委員会を設置し、政党や若者･学生組織を含め、ジャンム･カシミール州のすべての党派の
人々との継続的な対話プロセスを開始する。 

 州政府に、投石行為により拘束又は逮捕しているすべての学生や若者を即時釈放し、起訴を取
り下げるよう助言する。 

 州政府に対し、すべての公共安全法による拘留事件を直ちに見直し、適切なケースには拘留命
令を取り下げるよう助言する。 

 州政府に対し、カシミール渓谷における治安部隊の配備を見直し、また、｢騒擾地域｣の指定を見
直すため、インド軍及び治安部隊の｢統一司令部｣の会合を招集するよう助言する。 

 6月 11日以降の騒擾で亡くなった被害者遺族に 50万ルピーの補償金を交付する。 

 ジャンム地域とラダック地域に特別タスクフォースを各 1 ずつ設置し、特にインフラの欠陥に関し
て、これらの地域の開発ニーズを調査させ適切な勧告を行わせる。 

 州政府に対し、直ちにすべての学校や大学その他の教育施設を再開し、必要であれば補講を行
い、本年度の試験を行うよう要請する。 

 州政府に対し、教室、講堂などのインフラの修繕のための交付金として、追加的補助金 10 億ル
ピーを供出する。 
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9月 30日 

 ウッタル･プラデシュ州アラハバード高裁は、同州アヨーディヤのバーブリー･モスクの土地所有権に

ついて、土地を 3分割し、3分の 1をヒンドゥー教徒、3分の 1をイスラム教徒、3分の 1を｢ニルモ

ヒ･アカラ(ヒンドゥー教団)｣にそれぞれ割り当てるとの判決が出される。 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ. 経済  

9月 3日 

 ヒンドゥー紙は、デリーメトロ 2 号線のセントラル･セクリタリアット～クトゥブミナール間が開業

し、デリーとグルガオンがメトロでつながった旨報道。 

9月 10日 

 インド統計省は、2010 年 7 月の鉱工業生産指数(IIP)に関し、前年同月比 13.8%成長とする速報値を

発表。 

 インド商工省産業政策振興部は、｢NOC(no-objection certificate)規制｣に関し、同規制撤廃を提起

するディスカッション･ペーパーを公表。 

9月 15日 

 インディアン･エクスプレス紙は、印外務省が財務省に対し、来年 4 月からの DFID(英国国際開発省)

からの援助を受け入れないことを英国に伝えるよう申し入れた旨報道。 

9月 16日 

 インド準備銀行(RBI)は、金融政策措置として本年 5 回目となる政策金利の引き上げ(レポ･レートを

5.75%から 6.00%に、リバース･レポ･レートを 4.50%から 5.00%に)を実施した旨発表。 

9月 23日 

 ビジネス･スタンダード紙は、アルワリア計画委員会副委員長がインド･ステート銀行に対し、110 億

ドル規模のインフラ基金構想への協力を要請した旨報道。 

 フィナンシャル･エクスプレス紙は、ナート道路交通大臣が、2011年中頃までに RFDI(Radio Frequency 

Identification)技術を用いた統一料金徴収システム(ETC)を導入する旨発言。 

 インド商工省は、9月 11日に終了する週の卸売物価指数(WPI)につき、大雨による供給の混乱により、

食料インフレ率が 15.46%と 4週連続で上昇した旨発表。 

 インド農業省は、2010 年のカリフ作(夏作)の予想収穫量につき、穀物全体の収穫量は昨年度に比べ

10.4%増加の約 1億 1,463万トンとなる旨発表。

メモ： 
アヨーディヤは、インド二大古代叙事詩の１つ｢ラーマーヤナ｣の主人公であるラーマの生誕地とされ、ヒ
ンドゥー教徒にとって聖地の１つであったとともに、ムガル帝国初代皇帝バーブルの武将(ミール･バーキ
ー)が建設したモスクが存在していた。1850 年代から、ヒンドゥー側が、バーブリー･モスクをかつて存在し
たラーマ生誕地寺院を破壊してその上に建てられたものだとの主張を始め、1992 年には、インド全国か
ら集まったラーマ寺院建設を求めるヒンドゥー教徒により破壊された。1992年のモスク破壊時の混乱で約
2,000名の死者が出たと言われている。 
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9月 24日 

 フィナンシャル･エクスプレス紙は、インドが英国、中国と道路分野に関する協定を結ぶ予定である

旨報道。 

9月 25日 

 ビジネス･スタンダード紙は、インド EU･FTA の首席交渉官級会合が 24 日に終了し、締結に向け一歩

前進した旨報道。 

 英字各紙は、食料安全保障法案について、アルワリア計画委員会副委員長及び政府が国家諮問委員会

(議長: ソニア･ガンディー･コングレス党総裁)に対し、財源の観点から内容の見直しを提案した旨報

道。 

 

 

 

 

 

Ⅲ. 外交  

9月 1日 

 英字各紙は、31 日にクリシュナ外相が下院において｢インド政府は、中国がインド洋に対し並々なら

ぬ関心を向けていると認識するに至り、インド洋における中国の意図を綿密に監視している｣と発言

した旨報道。 

9月 3日 

 英字各紙は、中国外務省報道官が、｢中国はカシミール問題は印パ両国にゆだねられるべきであり、

対話と協議を通じて適切に扱われるべきであると信ずる｣旨述べるとともに、パキスタン側カシミー

ルに 11,000 人の人民解放軍が駐留しているとの報道を否定し、また、ジャスワル印北方軍司令官に

対する査証発給拒否も｢事実ではない｣と述べた旨報道。 

9月 7日 

 インド外務省は、トゥスク･ポーランド首相夫妻が国賓として 6 日から 8 日にかけてインドを訪問中

である旨発表。 

 インド外務省は、パティル大統領が 9日から 13日までラオスを、13日から 18日までカンボジアを訪

問する旨発表。 

9月 8日 

 ヒンドゥー紙は、パキスタンから釈放されたインド人漁民 442人のうち、最後の 142人が帰国した旨

報道。 

9月 15日 

 英字各紙は、米国より、ホーマッツ国務次官(経済、エネルギー、ビジネス担当)及びミラー農務次官

(農地･国際農業サービス担当)が訪印し、14日にラオ外務次官との間で｢第 1回印米農業対話運営委員

会｣を開催した旨報道。 

 

 

 

 

9月 17日 

 印商工省は、20 日よりシャルマ商工省が訪米し、21 日に米国通商代表と｢印米貿易政策フォーラム｣

を立ち上げる旨発表。 

9月 20日 

 英字各紙は、21 日から 30 日まで国連総会出席のためニューヨークを訪問するクリシュナ外相は、55

の二国間会談、14の多国間の会合が予定されている旨報道。 

 パキスタン議会上下両院はジャンム･カシミール州におけるインド治安部隊の対応を｢野蛮｣と非難す

る決議を採択(これに対しインド外務報道官は、22日にこれを拒否する旨発言)。 

メモ： 
食料安全保障法案は全国民の食料の権利保障を目的として貧困層等に対してコメ･小麦を安価に供給す
ることを義務化する法案。計画委員会と政府は、国家諮問会議において貧困線以上の生活者に対する食
料保障について法的保障を与えることは困難である旨明らかにしている。 

メモ： 
インド外務省によれば、米印農業対話の下に 3 つの作業部会(①農業･農業安全保障に関する戦略的協
力、②食品加工･農業拡張、産地市場間連結、③天候、生産量予測)が立ち上げられた。 
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9月 21日 

 英字各紙は、27 日～28 日にかけて、アントニー国防大臣が就任後 2 回目となるアメリカ訪問を行う

旨報道。 

 インド外務省は、19日にインド･UAE政策協議が開催された旨発表。 

9月 22日 

 イギリス外務省は、コモンウェルス･ゲームへのインド側の準備が遅れており、当初参加を予定して

いた英国人選手が参加を見合わせることなどに関し、ヘーグ外相がスカイニュースに対し、このよう

な問題が起きたことは選手にとって大変残念な出来事であり、協議会事務局ができるだけ早く問題を

解決することを期待すると述べた旨発表。 

9月 25日 

 インド商工省は、24日にカナダで｢貿易投資に関するインド･カナダ閣僚級対話｣を開催した旨発表。 

9月 27日 

 国連総会の機会に米印外相会談がニューヨークで開催される。 

9月 28日 

 クレーシ･パキスタン外相は国連総会の場で、カシミール住民による自由、公正かつ公平な住民投票

を通じて自決権の行使を認めるべきと述べるとともに、この 2ヶ月間で 100人以上のカシミール住民

がインド治安部隊に殺されたとして、その残忍さを強く非難(これに対しクリシュナ外相は、アジア･

ソサエティのセッションの中で、クレーシ外相の容認できない言及に深い失望をもって受け止める旨

発言)。 

9月 30日 

 インド外務省は、ゲブーザ･モザンビーク大統領が 9月 29日から 10月 4日の日程で国賓として訪印

中である旨発表。 

 

Ⅳ. 日印関係  

9月 9日 

 日インド経済連携協定の第 14回交渉会合が東京で開催され、協定交渉の大筋合意が確認される。 

9月 20日 

 インドの与野党の国会議員から構成される印日議員フォーラム一行が訪日(25日まで滞在)。民主党国

会議員等との意見交換を実施。 

9月 28日 

 東京で第 4回日印ハイレベル経済協力政策協議が開催され、我が国の対インド経済協力政策全般等に

ついて意見交換が行われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の注目点： コモンウェルス競技会 

10月3日から14日にかけてデリーにて実施予定のコモンウェルス競技会は、英連邦

の71の国と地域が参加し、オリンピックへの試金石ともなりうる競技会であることから、

インド政府は国の威信をかけて準備にあたってきたが、開催直前になって様々な問題に直

面している。 

特に、メイン会場である市内のネルー･スタジアム付近に設けられた歩行者用鉄橋が崩

落し、負傷者多数が発生する事故は日本でも大きく報道されたが、それ以外にも、コモン

ウェルス競技会の開催にあわせ開業予定であったデリーメトロ空港線が、その期限内での

完成が間に合わないなどの事態も発生している。 

また、選手村に入村していたスコットランド代表団が宿泊施設を｢危険かつ人が住むのに

不適｣と述べたことや、当初参加を予定していた英国人選手が参加を見合わせたこと等か

ら、本件はインド国内のみならず英国等海外でも大きく報道されており、本競技会のつつ

がなく実施することがインド政府全体の大きな懸案事項となっている。 
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←<Jeet A. Tanna さん (13才)> 

↑<大城 結子 さん (16才)> 

↓<Tanya Shah さん (7才)> 

 

↑<Aditi Billore さん (6才)> 

＝◇ 最近のイベント ◇＝ 

◇「第 4回 アジャンタ 絵画コンクール」 

日本とインドの子供たちが｢インド｣をテーマにして描いた絵画のコンクール｢アジャンタ絵画コンク

ール｣の表彰式が、去る 9 月 25 日（土）東京都江戸川区の葛西区民館で行われました。NPO 法人

Live-in-Japan.com とインド大使館の共催で、日印協会が後援をしているこのコンクールも今年で 4

回目となります。 

日本は東京周辺のみならず北は秋田から南は沖縄の子供たちからの 70 作品が集まり、数も内容も

一段とレヴェルアップしました。インドからは、チェンナイの ABK AOTS Dosokai の全面的な協力を

得て、在印･在日インド人あわせて 30作品が集まりました。 

受賞作品のいくつかを紹介いたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. イベント紹介 
Japan-India Events 

     ↑<神谷 晴蘭 さん(17才)> 

←<都築 侑季 さん (13才)> 

↑<椎名 優貴 さん (11才)> 
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＝◇ 今後のイベント ◇＝ 

◇2010年度国際交流基金賞受賞記念講演会 

  国際交流基金では1973年より、海外における日本理解もしくは日本人の対外理解を深め、国際相互

理解･国際友好親善の促進において顕著な貢献のあった個人または団体に対し、文化芸術交流部門、日

本語部門、日本研究･知的交流部門の3部門において｢国際交流基金賞｣を授賞しております。 

本年2010年度は、日本語部門にて、インド･デリー大学前教授の日本研究者、サヴィトリ･ヴィシュ

ワナタン(Savitri Vishwanathan)女史が受賞されることとなりました。この受賞を記念し、下記の内

容にて受賞記念講演会を開催いたします。 

サヴィトリ･ヴィシュワナタン氏(インド)が語る。｢インド―日本: 変化する認識｣日本語･同時通訳付 

日  時: 2010年10月29日(金)  13:00～15:00 (開場12:30)  講演後交流会を行います。 

会  場: 国際文化会館 岩崎小彌太記念ホール（東京･六本木）  

問合･申込: 国際交流基金賞事務局(株式会社ステージ内)  

TEL: 03-5966-5784    FAX: 03-5966-5773 

入  場: 無料 / 要事前予約 

主  催: 国際交流基金 / 協力: 財団法人国際文化会館 

 

◇ダヤ･トミコさんのバラタナティヤム―GEETANJALI HOME COMING SPECIAL 

  インド舞踊を志した多くの門下生(エリート)のなかの｢エリート｣、ダヤ･トミコさんをお招きして、

｢ギータンジャリ友の会 例会｣を開催します。 

バラタナティヤムをお楽しみ頂き、ダヤ･トミコさんと歓談、会食の機会を設けます。｢櫻井暁美と

巡る南インド･手作りの旅、ふれあいのインド｣の報告も行う予定です。 

 日  時: 11月 20日(土)  13:30～16:30(開場 13:00) 

 会  場: 大阪ドーンセンター(5F)  視聴覚スタジオ    ☎ 06-6910-8500 

  大阪府大阪市中央区大手前 1-3-49 

 会  費: 2,500円(一般)  2,000円(会員、当日新規入会の方も) 

 定  員: 40人(要予約) 

 主  催: ギータンジャリ友の会  大阪府交野市妙見東 3-4-7 

 問合･申込: ☎ 090-3994-4525(櫻井) 

◇インドを語る集い<様々なインド> 第 24回開催のお知らせ 

  10月 29日(金)、保坂俊司 中央大学大学院教授を講師にお迎えして、<様々なインド>を開催致します。 

主  催: 財団法人日印協会 

日  時: 10月 29日(金)  18:00～19:30 

会  場: 財団法人日印協会事務所 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-14 スズコービル 2F 

演  題:『インド文化理解のための宗教講義―シク教の歴史とその教え』 

参加費: 協会会員無料 (非会員 500円) 

まだ、席に余裕がございます。同封のお申込用紙をご利用下さい。 

皆様のご参加を、お待ちしております。 
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◇交流会のおさそい 

  きっかけは映画で見たあのダンス、1 度行ったらはまってしまったインド、インド･ビジネス

で諦観の境地に達した、など、会員･非会員を問わずインドに関心をお持ちの方の参加をお待ち

しております。詳細は、同封の｢交流会のおさそい｣をご覧下さい。 

主  催: 財団法人日印協会主催 

 日  時：2010 年 11 月 18 日(木)  18:00～20:00 

 会  場：インド料理レストラン“マハラジャ 丸の内店” 

         明治安田生命ビル 地下 2 階  ☎03-5221-8271 

         東京メトロ千代田線｢二重橋前｣駅 3 番出口 1 分 

 参加費：4,000 円  (飲物代込み) 

 定  員：60 名(先着順) 

 〆切り：11 月 10 日(水)必着  (お申込･お振込み共に) 

  皆様お誘いあわせのうえ、奮ってご参加下さい。 

 

§『軍事大国化するインド』 

編  者: 西原正･堀本武功 

発行所: 株式会社亜紀書房 

定  価: 1,900円+税 

ISBN 978-4-7505-1012-5 C0031 

日本、中国に次ぐアジア第三位の経済大国、世界的にも僅差でロシアを抜き

12 位に躍り出たインド。そのインドが対峙する中国に対抗し、自国の安全保障

のために軍事力の強化に乗り出したことが注目されています。 

本書は平和･安全保障研究所理事長 西原正氏と尚美学園大学教授 堀本武功氏が編集し、伊豆山真

里氏、三輪博樹氏ら気鋭の専門家達の執筆で、インドの置かれた政治、軍事的な地政学的な状況、

さらにそのインドの戦略と狙いを詳しく解説した、ビジネス関係者にも興味深い新書です。 

 

§『駐在員のインド漫録』 

 著  者: 井上 清美 

 発行所: 株式会社文芸社 

定  価: 1,600+税 

 ISBN 978-4-286-09316-1 C0026 

著者の井上氏は、インド西部グジャラート州バローダにある日本の大手エン

ジニアリング会社とインドとの合弁会社の日本側代表として、8 年を超える 2

度目のインド駐在生活の最中です。 

駐印している 8年間に、激務の合間を縫ってインド各地を訪れ、現地の事情、

そしてその歴史的･社会的背景を丁寧に調べ、エッセイとしてまとめたものです。 

著者が自ら撮影した写真 70点も収録されています。写真をとおして著者のインドへの温かい眼差

しと限りない好奇心と思い入れが感じられます。 

多くの日本人にとってはまだ遠い国(インド)が身近に見えてくること請け合いです。 

6. 新刊書紹介 
Book Review 
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§『Spread and Influence of Hinduism and Buddhism in Asia』 

 Edited by: Sengaku Mayeda & Masahiro Shimoda 

 Printed in INDIA 2010 

 Rｓ 450  

 ISBN(13):978-81-8454-098-7 

This book is the outcome of the 5th Japan-India Seminar held, for the purpose 

of mutual understanding between Japan and India, by the Committee for 

Japan-India Academic Exchange, at Tokyo International Forum, Tokyo, 2000 

under the auspices of the Japan Society for the Promotion of Science and the Indian Council 

of Social Science Research in generous collaboration of India Embassy in Tokyo. 

(on the book cover flap) 

 

§『インド考古研究』第 31 号 

 編集: 『インド考古研究会』編集委員会(小西正捷･宗臺秀明･木村聡) 

 発行: インド考古研究会 

       神奈川県平塚市北金目 1117    東海大学文学部考古学 

       近藤英夫研究室気付 

 非売品 

｢ジャガッジーバンプル銅板文書のナンディールギー僧院址｣ 

｢ターラー女神＝多羅菩薩の変容―図像学的特徴をもとに(英文)｣ 

｢仏像頭頂部における炎について―タミル･ナードゥ州出土品の仏像を中心に｣ 

の 3論文の他、[ノート]2編、[例会報告要旨]5編、[ニューズ]、[展覧会]、

[訃報]、[書評]、[新刊紹介]、[南アジア美術･考古学関係文献抄 2008-2009]からなっています。 

考古学研究をされている方へお勧めの書です。 

 

✐『現代インド･フォーラム』2010 年 秋季号 №7 公開中 

10月 1日に当協会ホームページにて公開しました。 

今号では、今のインドを理解するうえで欠かせない社会･経済･

外交の各分野について、辛島昇氏･辛島貴子氏、児玉卓氏、竹中千

春氏、に執筆して頂きました。 

＊新聞の｢求婚広告｣に見るカースト社会の変化 

辛島昇氏(東京大学名誉教授)･辛島貴子氏 

＊インドの強さと課題：中国とのアナロジー有効か？ 

児玉卓氏(大和総研ロンドンリサーチセンター長) 

＊民主主義が動かす外交：インド対外政策の構図 

竹中千春氏(立教大学法学部教授) 

  是非、ご高覧のうえご高評をお寄せ下さい。 
 

  最新号(№7)発刊に伴い､第1号から第5号までの閲覧にはユーザー名(ID)･パスワードが必要となり

ます。E-mailアドレスを協会に登録されている会員の方には連絡済ですが、登録しているのにまだ

メールが届いていないという方は、協会事務局までお問い合わせ下さい。また、登録後にE-mailア

ドレスを変更される場合は、協会までご連絡下さい。 
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6. 日印貿易概況 (2010 年第 2四半期-前年との比較) 
Trade statistics between Japan & India (April-June 2010)  

輸  出  総  額
2009年4～6月
第2･四半期

2010年4～6月
第2･四半期 輸  入  総  額

2009年4～6月
第2･四半期

2010年4～6月
第2･四半期

(日本 → インド) 143,702 194,821 (インド → 日本) 88,974 129,826
食 料 品 79 74 食 料 品　 12,186 12,170
原 料 品 2,592 3,249 　魚介類 5,014 6,245
鉱 物 性 燃 料 6,003 3,811 　(えび) 3,405 3,648
化 学 製 品 17,605 20,082 　肉類 0 0
　有機化合物 6,386 6,839   穀物類 57 54
　医薬品 395 664 　野菜 33 41
　プラスチック 5,199 6,317 　果実 881 1,037
原 料 別 製 品 34,177 43,807 原 料 品 24,359 19,736
　鉄鋼 19,317 25,663 　木材 22 21
　非鉄金属 948 2,239 　非鉄金属鉱 1,606 2,448
　金属製品 7,502 8,184 　鉄鉱石 18,543 11,685
　織物用糸・繊維製品 1,762 1,896 　大豆 0 0
  非金属鉱物製品 2,379 1,751 鉱 物 性 燃 料 19,569 50,775
  ゴム製品 1,797 3,242   原油及び粗油 0 0
  紙類・紙製品 467 824 　石油製品 19,568 49,584
一 般 機 械 32,672 61,464 　(揮発油等) 19,568 49,581
  原動機 5,903 12,558 　石炭 0 0
  電算機類(含周辺機器) 261 473 化 学 製 品 8,522 10,792
  電算機類の部分品 981 361 　有機化合物 5,136 6,328
  金属加工機械 4,447 7,400 　医薬品 743 656
　ポンプ・遠心分離器 3,446 9,435 原 料 別 製 品 11,515 22,517
  建設用・鉱山用機械 2,253 2,191 　鉄鋼原料製品 1,620 8,884
  荷役機械 2,403 5,171 　非鉄金属 188 2,883
  加熱用・冷却用機器 1,611 2,815   金属製品 349 524
  繊維機械 1,361 4,865   織物用糸・繊維製品 2,885 3,007
  ベアリング 710 1,756   ダイヤモンド加工品 5,655 6,386
電 気 機 器 25,730 31,033   貴石及び半貴石加工品 140 181
  半導体等電子部品 4,269 4,447   その他非金属鉱物製品 376 301
  (ＩＣ) 2,833 3,183   木製品等(除家具) 30 31
  映像機器 616 444 一 般 機 械 1,961 2,238
  (映像記録・再生機器) 508 384 　原動機 257 423
  (テレビ受像機) 108 59   電算機類(含周辺機器) 40 34
  音響機器 42 41   電算機類の部分品 499 390
  音響・映像機器の部分品 92 106 電 気 機 器 1,925 1,852
  重電機器 2,415 5,418   半導体等電子部品 28 36
  通信機 5,269 320   (ＩＣ) 19 23
  電気計測機器 3,455 5,129   音響映像機器(含部品) 26 26
  電気回路等の機器 3,758 6,078   (映像記録・再生機器) 7 0
  電池 85 52   重電機器 748 473
輸 送 用 機 器 11,239 16,509   通信機 23 33
  自動車 1,051 2,755   電気計測機器 88 213
  (乗用車) 1,046 2,723   輸送用機器 510 705
  (バス・トラック) 6 7 　自動車 155 77
  自動車の部分品 8,625 12,662   自動車の部分品 316 600
  二輪自動車 14 119   航空機類 5 1
  船舶 0 - そ の 他 8,697 9,040
そ の 他 13,606 14,793   科学光学機器 112 173
  科学光学機器 5,366 3,353   衣類・同付属品 5,682 5,892
  写真用・映画用材料 1,668 1,427   家具 52 79
  記録媒体(含記録済) 1,390 652   バッグ類 404 443

０は表示単位に満たないもの －はデータの無いもの  

(単位：100万円)

資料：㈶日本関税協会『外国貿易概況』『日本貿易月表』
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<次回の『月刊インド』の発送日> 

次回の発送は 11 月 12 日(金)を予定しております。催事チラシの封入をお考えの方は、事務局

までご連絡下さい。チラシを封入する際には、当該催事の協会会員に対する割引等特典の配慮を

お願いしております。どうかご検討下さい。 

<編集後記> 

台風の影響が心配だった今年のナマステ･インディアですが、何とか雨に祟られずに済みました。

普段の行いの良い自分のおかげである、と豪語する協会スタッフもおりましたが、その科白に反

応する者がいなかったのは何故でしょうか。実は、全員が自分のおかげである!と思っていた････? 

さて、過ごしやすい秋となりましたが、芸術の秋、食欲の秋といえば、今月の横浜と西葛西の

ディワリや、11月の神戸のインディア･メラでインド芸術に触れ、インド料理を満喫できます。他

にも、知識欲を満たすイベントも多くあります。 

会報のイベント欄、同封のチラシ、協会ホームページの日印協会からのお知らせ欄など参考に

され、お近くのイベントやセミナーにお出かけになられては如何でしょうか。 

協会主催のセミナー、交流会もございます。皆様お誘い併せのうえ､是非ご参加下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本誌に掲載致します投稿等は、執筆者のご見解･ご意見であり、 

当協会の見解を反映するものではありませんので、念のため申し添えます。 

 

 

 

 

 

 

 日印親善のために会員の輪を広げましょう  

法人会員･個人会員の入会をお待ちします 

1903 年、大隈重信、澁澤榮一らによって創設された財団法人日印協会は、これまで日印の相互理解

と両国の親善増進のために、日々地道な努力を続けてまいりました。ここ数年来の日印の良好な関係

をより一層深めるためにも、会員の獲得は重要な課題であると考えています。インドに興味のあるお

知り合いの方がいらっしゃいましたら、是非日印協会をアピールして下さい。 

ご希望により、当協会の活動に関する諸資料をお送りいたします。 

日印協会の活動に賛同して頂ける多くの法人会員･個人会員のご入会をお待ちしております。 

☆年会費: 一般個人会員    6,000 円/口                ☆入会金：一般 2,000 円 

学生個人会員    3,000 円/口                          学生 1,000 円 

一般法人会員  100,000 円/口                          法人 5,000 円 

維持法人会員  150,000 円/口            (一般法人･維持法人会員共) 

月刊インド Vol.107  No.8 (2010年10月15日発行)     発行者 平林 博    編集者 青山 鑛一 

発行所  財団法人 日印協会   

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-14 スズコービル2階 

Tel: 03-5640-7604    Fax: 03-5640-1576    E-mail: partner@japan-india.com 

ホームページ: http://www.japan-india.com/ 
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