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日印協会 事務局長 西本達生 

 

本年の決算理事会は、多忙を極める理事各位のご都合を考慮し、5月 29日（水）と通常より前倒しの開催とし、

その理事会決定を受けて評議員会を6月 17日（月）に開催した。内閣府の規定で両者の開催は2週間以上空け

ることになっていることによります。 

2018年度の事業経過報告ならびに決算案が、理事会にて審議ののち承認され、続いて評議員会においても承認

されましたので、ここに会員の皆様に決定事項の概略をお知らせいたします。 

理事会・評議員会ともに、港区六本木の国際文化会館にて開催されました。 

 

2018年度決算理事会  

第一号議案：2018年度（平成 30年度）事業報告（案）の承認の件（決議事項） 

平林理事長から配布資料に基づき事業報告を説明し、諮ったところ全会一致にて原案通り承認された。 

以下、今回も議案書を全文引用します。少々長い文ですが、この機会にご一読ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2018年度決算理事会・2019年度評議員会 報告 

The Board Meeting of the Directors and subsequent Council Meeting 

２０１8年度事業報告 
一般概況 

 

日印両国の関係における2018年度のハイライトは、なんといっても、昨年10月 27日から29日までに行われたモディ首相

訪日であった。 

恒例となった隔年ごとの首脳の相互訪問も今回は12回目だが、28日29日の実質2日間にわたる過密な予定をこなし、「特

別・戦略的・グローバル・パートナーシップ」関係を一層発展させた。27日の安倍総理の別荘での昼食会では、非公式ながら

前日までの安倍総理訪中を踏まえた対中関係、北朝鮮の非核化問題など機微に触れた実質的な内容のあるもので、日印の共通の

ビジョンに基づき、「自由で開かれたインド太平洋」に向けて協働していることの確認がなされた。 

さらに別荘近くの最先端ロボット工場見学、別荘に戻り二人きりで暖炉を囲むなど夕食会後、揃って特急で東京に向かうなど、

内外に向けて日印両国の特別親密な関係および、安倍・モディ両首脳の個人的信頼関係を発信した意義は大きい。 

28日の首脳会談の冒頭、安倍総理は「強いインドは日本の利益」また「強い日本はインドの利益」であるとし、日印関係は

世界でも最も可能性を秘めた二国間関係であるとして、モディ首相とともに、地域や世界の平和と繁栄に貢献したいと述べた。

これに対しモディ首相は、同感の意を表し、歴史ある二国間関係を新しい分野に広げ、交流を強化したいと応じた。 

これまで日印間では多くの合意がなされ実施中であるが、今回の首脳会談でも新たに合意し、日印共同ビジョンステートメン

トへの署名が行われた。それに加え、12分野のファクトシート、24の協力覚書が公表された。その中には、新たに日本企業57

社がインドへの投資意志を文書で表明し、JETROと Invest Indiaが支援を宣言する覚書が含まれている。 

 

首脳会談の成果を概説すると、 

（１）安全保障分野 

  新しい取り組みとして、２＋２会合（外務・防衛閣僚級）の立ち上げと物品役務相互提供協定の正式交渉開始、海洋安全    

保障に関する海上自衛隊とインド海軍の協力取決め作成、陸海空全軍種間での交流強化、日印宇宙対話、サイバー協議の立

ち上げなど新たな分野での日印協力 



 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 （２）第三国における日印協力 

  スリランカ、ミャンマー、バングラデシュ、ケニアなどアジア・アフリカ地域での運輸交通、人材育成などの連結性

を高めるための協力案件の推進で一致 

（３）経済協力 

  ОＤＡを含む経済協力については、ムンバイ・アーメダバード間の新幹線方式高速鉄道に関する新たな円借款 1,500

億円の供与に加え、インド北東州道路網など新たに６件を表明 

（４）貿易投資分野 

  日印通貨スワップの合意、日印デジタルパートナーシップの下でのスタートアップ、ＩＴ人材交流の促進、「インド長

寿化計画」と日本のアジア健康構想との連携、食品加工等の農業分野での協力、新たな日本式モノづくり学校の開校、

特許審査ハイウェイを通じた投資促進、日印エネルギー協力転換プラン合意、を含むエネルギー分野での協力などの

成果 

（５）人的交流 

  ２０２０年の東京五輪に向け、観光、ビジネス、スポーツ、有識者、地方政府、国会議員等の人的交流の抜本的な拡

大を行うことで一致 

  日本側では２０１９年１月から更なる対インド人ビザ緩和、インド側ではデリーに日本語教師育成センターが立ち上

がり、日本語普及に向けて引き続き協力 

（６）グローバルな課題 

 国連改革について、安全保障理事会の改革（常任理事国及び非常任理事国の拡大と G4『日印独伯』の常任理事国入り）

の早期実現を目指し、両首脳は具体的進展を得るべく G4の取組を加速していくことで一致 

軍縮・不拡散については、安倍総理から、日印両国は核兵器のない世界の実現という目標を共有、日本は核不拡散条

約（NPT）の普遍化、包括的核実験禁止条約（CTBT）の早期発効を重視しており、対話を続けたいとの日本の考えを伝

えた。 

東アジア地域包括的経済連携（RCEP）交渉の年内の実質的な妥結に向けた協力や多角的貿易体制維持・強化のための

世界貿易機関（WTO）改革の重要性を伝えた。 

（７）日印間で締結された覚書等 

 ２４の覚書等などが締結された。ヘルスケアと健康分野（内閣官房健康・医療戦略室および厚生労働省とインドの保

健家族福祉省）、デジタル・パートナーシップ（経済産業省とインドの電子 IT省）、郵便分野（総務省とインドの通信

省）、環境分野（環境省とインドの環境・森林・気候変動省）に加えて、食品加工、食品安全、フードバリューチェー

ン構築、研究協力、学術交流など幅広い分野の協力が含まれている 

 

以上が首脳合意の概略であるが、極めて多岐にわたりかつ包括的な、ある意味日米同盟より強固な二国間関係の里程標

を築きつつあると言っても過言ではない。 

 

＜日印協会の対応＞ 

この背景にあって日印協会としては、折に触れ月刊誌やホームページ媒体などを駆使し、政治・経済・文化・芸術・宗

教・歴史など多方面で、在日インド大使館とも最近より緊密に連携・協力しながら、相互理解の促進を図ってきた。  

 

また、学術研究分野においては、協会内に２０１５年９月発足の「現代インド研究センター」(平林博センター長)の活動

を通して、堀本武功先生ならびに小島 眞先生のアドバイスをいただき、より幅広い研究テーマが設定されており、「現代

インド・フォーラム」の形で国内外の研究者、有識者に働きかけ発刊・発信している。 

成果として今期も、「現代インド・フォーラム」２０１８年春季号Ｎｏ．３７ ４月２日発行、同２０１８年夏季号Ｎｏ．

３８ ７月２日発行「特集：インド太平洋」、同２０１８年秋季号Ｎｏ．３９ １０月１日発行、同２０１９年冬季号Ｎｏ．

４０ １月７日発行「特集：モディ政権の対外経済政策」の４冊の刊行を行った。 
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なお役員の異動があり、当該上半期に、副会長兼理事として当協会を支えていただきました岡素之様（住友商事）、福

井弘之様（トヨタ自動車）が退任され、大森一夫様（住友商事）、松田進様（トヨタ自動車）がご就任、評議員では、永

らく貢献いただきました佐川雄一様が退任され、新たに林康夫様と大島賢三様に就任いただきました。6月 22日開催の

定例評議員会および6月 26日付け電磁的承認理事会で承認され新規に就任されました。末尾には現在の役員等名簿を添

付します。 

 

２０１８年度の活動に関し、定款 28条第 3項の定めにより、次の各項について業務報告をいたします。 

 

１．2018年度事業活動 

 

（１）評議員会及び理事会の開催 

6月  7日  2017年度決算理事会（定例）  於；国際文化会館 

6月 22日   2017年度決算評議員会（定例） 於；国際文化会館 

6月 26日  2018年度役員選任理事会（臨時）（電磁式） 

3月  8日   2019年度予算理事会（定例）  於；国際文化会館 

 

（２）協会機関誌『月刊インド』の発行（年間 10回発行）         ―公 3に準ずる事業― 

会員へのサービス、さらには会員以外へのインド情報の普及を目指して刊行中の機関誌「月刊インド」は、イ

ンドの内政、外交、日印関係に関する主要な出来事を外務省の協力も得て月毎にまとめた「インドニュース」と

いう貴重な情報のほか、インドと日印関係において注目される興味ある記事を掲載しております。「インドニュ

ース」の蓄積データは、今後日印研究者により国会図書館において検索されるべきものであり、その重要性を秘

めたものである。 

 

（３）Web版季刊誌『現代インド・フォーラム』の発行（年間 4回発行）   ―公 1に準ずる事業― 

日本人学者や研究者のみならず、インド人ほかの外国執筆陣も投稿するようになり、一部論文は英語版として

いる。また夏季号 No.38 から英文の要旨を、英語論文については日本語の要旨を付し、内外研究者により分かり

易くした。 

『月刊インド』および『現代インド・フォーラム』を日本語と英語の双方で発刊することは、予算と人手不足の

ために難しい状況ですが、将来の課題としたい。 

 

（４）日印協会直接の現地視察・調査事業              ―公 1に準ずる事業― 

4月 5-16日 インド現地調査（東インド 笹田常務理事） 

8月 3-6日  州政府イベント出席（グジャラート州ガンディナガール 西本事務局長 費用は州政府負担） 

11月 13日‐17日 MOSAI創立 50周年記念シンポジューム基調講演およびアーメダバード印日友好協会訪問 

（デリー、アーメダバード 平林理事長） 

 

（５）日印協会が主催するなど直接関わった事業          ―公 4に準ずる事業― 

＜文化交流事業＞＜文化行事事業＞など 9件（詳細省略） 

 

（６）主なインド関係催し物への支援・イベントや後援の実施     ―公 4に準ずる事業― 

    2018年 4月～12月で 59件  2019年 1月～3月で 16件   合計 75件 （詳細は省略） 
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＊参考 定款に定める公益事業 

公１ インドの政治、経済、社会、文化などに関する情報収集、調査、研究 

 公２ 来日するインド人と日本人及び訪印する日本人とインド人との交流促進の場の提供 

公３ 講演会、セミナー、シンポジウム等の開催等を通じたインド及び日印関係に関する知識、情報の普及及び啓

発 

公４ 文化行事等の開催及び後援などによる文化交流の促進 

公５ 日印関係に関する意見及び提言を広く求め、日印双方の政府、関係団体等に対する提言 

公６ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

 

２．会員状況 

1. 法人会員： （次々ページに最新の法人会員一覧表を添付します） 

協会の活動と財政基盤を支える法人会員の数は、2019年 3月末現在 124社で、昨年同時期より 1社増と 

なりました。(入退会状況は4月号でもふれていますので省きます。) 

このような情勢から日印協会としましても、今後企業のＣＳＲの意義に期待するだけでなく、片や実利主義

に応える活動にも目を向けざるを得ないのではないかと考えます。役員の皆様におかれても、関心のありそう

な企業のご紹介、推薦、出来れば働きかけなど、一層のご支援が得られますれば幸甚に存じます。 

 

２. 個人会員： 

  2019年 3月末現在、昨年度末（2018年 3月末）より 6名増の 390人です。 

2018年度中に 400人を割り、一時は 380人まで落ち込みましたが、2019年に全面改訂した、ホームページか

ら入会するシステムの手軽さが、徐々に表れているとみています。 

2015年度会費値上げの影響は 2017年度まで続きましたが、現在は終息しており、高齢化の影響が最近特に目

立ってきております。退会の連絡も、会費入金もない幽霊会員に対して、追跡して説得するのが困難となって

います。 

さらに最近の傾向として、ネットによる情報ソースが多様化している昨今、インドに関する情報もその入手 

方法が多岐にわたり、必ずしも当協会が発信するものに依存しなくてもよくなっている、との声を側聞するよ

うになってきました。個人会員にも他では得られない情報を提供することに努めることが肝要であるとの認

識です。 

 

３．収支状況 

（１）主として受取会費、講演会開催などの事業収益からなる経常収益は、約 26.8百万円と前年に比して約 193

万円の減となりました。 

 前年度に比し、法人会員会費が 78万円減となったことと寄付金が減少したことが大きな要因であります。 

 

（２）出張を伴う情報収集調査研究、大使歓送や会員交流会など文化交流事業、会報・ホームページなど情報発信

費用などの直接事業費と、役員報酬、職員給与、事務所費用などの間接事業費から構成される、間接事業費のふ

たつからなる経常費用は、30百万円となり、昨年度ほぼ同額となりました。 

 

（３）予算対比でみますと、収入は予算に対して 420万円減でした。 

 直接事業費は 200万円減、間接事業費は職員交代に伴う引継ぎに要した費用、約 50万円の増となりました。 

従って差し引きの当期経常増減額は、3百 20万円の赤字となりました。 
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第二号議案 2018年度（平成30年度）決算報告の承認について（決議事項） 

笹田常務理事から、貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記、付属明細書、財産目録、正味

財産増減計算書内訳表に基づいて説明し諮ったところ、出席理事の全会一致により、原案通り承認された。なお、

正味財産増減計算書などは、追ってホームページにアップする予定。 

 

第三号議案 「評議員会の招集の承認」の件（決議事項） 

平林理事長より添付資料に基づいて説明し諮ったところ、出席理事全会一致により原案通り承認された。 

 

第四号議案 「2019年理事の改選」（報告事項） 

定款12条 3項により6月 17日に開催予定の評議員会において、一部の理事が改選されることを説明し、退任

並びに推奨する理事の報告をした。 

退任予定理事：鈴木 愼理事 大森一夫理事 野路國夫理事 

就任予定理事：米谷佳夫（三井物産株式会社常務執行役員） 中村邦晴（住友商事株式会社取締役会長） 

大橋徹二（コマツ株式会社代表取締役会長） 

 

第五号議案 「会員状況」の報告の件（報告事項） 

  添付議案書記載の通り 

 

 

2019年度定例評議員会  

第一号議案：「評議員会議長の選任に関する件」および第二号議案「議事録署名人の選任に関する件」（決議事項） 

定款第20条 （議長）の規定により、出席評議員の互選により、谷野作太郎評議員が議長に選任された。 

次いで谷野作太郎議長の下で、次の通り議事が進められ、議事録署名人には定款第24条第 2項の規定により、

谷野作太郎評議員のほか、堀本武功評議員および小島 眞評議員が選任された 

 

第三号議案「2018年度事業報告書の承認に関する件（決議事項）は原案通り承認された。 

 

第四号議案「2018年決算報告の承認に関する件」（決議事項） 

 

第五号議案「理事の選任に関する件」（決議事項）についても原案通り承認された。 

 

第六号議案「会員状況」（報告事項）について報告がなされ、第七号議案「その他」（報告事項）について、今後

の協会運営について自由な意見交換を行った。 

次のページには、法人会員一覧とともに、入退会のようすを示しました。 

さらに次のページには、この評議員会で承認された2019年 6月現在の役員名簿を掲載します。 

以上 

その他 

事務局内の職員異動がありました。 

 ２００７年から日印協会の主に会員管理と会計を担当していた、阪元久子さんが２年の嘱託契約を終え、また２０１５

年から月刊誌、現代インド・フォーラムの編集ほかメディア担当の玉岡善美さんが、配偶者渡米のため退職しました。

代わりにそれぞれの職務を、井上志帆子さん、山本真里枝さんを新たに迎えました。 
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(五十音順 2019年7月現在　青字は最近1年新規入会 )

伊藤忠商事株式会社 トヨタ自動車株式会社

インドステイト銀行 東京支店 株式会社 豊田自動織機

ウェブスタッフ株式会社 豊田通商株式会社

株式会社 ＮＴＴドコモ 株式会社 東横インホテル企画開発

キヤノン株式会社 ＤＯＷＡサーモテック株式会社

国際縄文学協会 日本航空株式会社

国際スポーツ振興協会 株式会社 日本視聴覚社

小島国際法律事務所 日本製鉄株式会社

Corporate Catalyst India Pvt.Ltd. 株式会社 菱法律経済政治研究所

株式会社 小松製作所 東日本旅客鉄道株式会社

株式会社 ジャパンペガサスツアー 株式会社 日立製作所

株式会社 シンリョー フィデル･テクノロジーズ株式会社

スズキ株式会社 松田綜合法律事務所

住友商事株式会社 丸紅株式会社

世界開発協力機構 株式会社 ミスズ

世界芸術文化振興協会 三井物産株式会社

全日本空輸株式会社 三菱商事株式会社

双日株式会社 三菱ケミカル株式会社

一般財団法人東京芸術財団 武蔵野メディカル株式会社

第一三共株式会社 株式会社 ライズ・ジャパン

有限会社 ダイメックス ランプの宿株式会社

株式会社 大和証券グループ本社

株式会社 東芝

株式会社 ＩＰパートナーズ 東洋アルミニウム株式会社

あずさ監査法人 東洋インキSCホールディングス株式会社

有限会社 イートウェル（インドレストラン ムンバイ） 東レ株式会社（繊維,機能品,炭素繊維複合材料,他総合化学）

株式会社 Willings 株式会社 中村屋

株式会社 運動会屋（運動会の企画運営等） 日産自動車株式会社

エア･インディア リミテッド ナンギア・アドバイザーズ（インド会計・法律事務

所）株式会社エイチ･ティー･エル 西村あさひ法律事務所（法律事務所）

株式会社 エトワール海渡（総合卸商社） 特定非営利活動法人 日印国際産業振興協会

一般財団法人 ＭＲＡハウス 日印ビジネス支援協会 株式会社（ビジネスコンサ

ルティング）エン・ジャパン株式会社（人材紹介） 株式会社 ニフコ

沖印友好協会 公益財団法人 日本交通公社

鹿島建設株式会社 一般財団法人 日本国際協力センター

鴻池運輸株式会社 日本通運株式会社

株式会社 コックス･アンド･キングス･ジャパン 日本電気株式会社

SUNWELL SOLUTIONS JAPAN（ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ） 日本放送協会

山九株式会社 野村ホールディングス株式会社

ＪＦＥスチール株式会社 ハイカル ジャパン

株式会社 ジェイグリーン 株式会社 ハウラー（広告制作）

株式会社 ジェイティービー パナソニック株式会社

株式会社 システムコンサルタント 株式会社 博報堂

株式会社 資生堂 バンク･オブ･インディア 東京支店

有限会社 シタァール 阪和興業株式会社

株式会社 商船三井 株式会社 ピーアイ・ジャパン

品川イーストクリニック 日立造船株式会社

スタンダードチャータード銀行 株式会社 日吉

住友重機械工業株式会社 富士通株式会社

住友電気工業株式会社 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学

セコム医療システム株式会社 前田建設工業株式会社

ZEUS Law（インド法律事務所） 三井住友海上火災保険株式会社

ソフトバンクグループ株式会社 株式会社 三井住友銀行

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 株式会社 三菱ＵＦＪ銀行

第百ゼネラル株式会社 三菱重工業株式会社

大和ハウス工業株式会社 株式会社 みずほ銀行

高砂熱学工業株式会社 株式会社 ヤクルト本社

ダイキン工業株式会社 株式会社 安井建築設計事務所

帝人株式会社 ヤマハ発動機株式会社
ティー・ディー・パワーシステムズ・リミテッド ユーピーエルジャパン合同会社
ＴＭＩ総合法律事務所 株式会社 ＬＩＸＩＬ（国内外の住生活関連事業活動）
株式会社 デリー 学校法人立命館
株式会社 デンソー ＹＫＫ株式会社
株式会社 電通
東京海上日動火災保険株式会社

（２０１８年度内退会）
マハラジャ、オカムラ、弘中会グループ、東京センチュリー、島津製作所、三菱地所、デロイトトーマツ合同会社

公益財団法人 日印協会  法 人 会 員

特
 
別
 
法

人

会
 
員
 

44
社

一
 
般
 
法

人

会

員
 

82
社
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          2019年6月17日現在

代表理事・会長 森         喜   朗 第85代･第86代内閣総理大臣

代表理事・理事長 ※ 平   林         博 元駐印･駐仏大使

評議員 大   島    賢   三 元国連大使 元駐豪大使 元国連事務次長 元JICA副理事長

評議員 小   島       　眞 拓殖大学名誉教授

評議員 渋   澤         健 シブサワ アンド カンパニー代表取締役

評議員 谷   野   作 太 郎 (公財)日中友好会館顧問 元駐印･駐中大使

評議員 ペ マ ･ ギ ャ ル ポ 拓殖大学教授

評議員 林         康   夫 JETRO顧問 元中企庁長官、元JETRO理事長

評議員 堀   本    武   功 国際政治学者　 元京都大学特任教授

評議員 松   田    純   一 松田綜合法律事務所所長 弁護士

評議員 松   本         洋 (一財)日本国際協力システム顧問 元国際文化会館理事

理事・副会長 鈴   木         修 スズキ株式会社代表取締役会長

理事・副会長 大　 橋　  徹　 二 コマツ代表取締役会長

理事・副会長 小   島    順   彦 三菱商事株式会社相談役

理事・副会長 米 谷 佳 夫 三井物産常務執行役員

理事・副会長 松   田   　    進 トヨタ自動車株式会社常務役員

理事・副会長 中 村 邦 晴 住友商事取締役会長

理事 大   内    晴   美 大内晴美税理士事務所所長 税理士 

理事 小   島    秀   樹 小島国際法律事務所代表パートナー 弁護士

理事 近   藤    正   規 国際基督教大学上級准教授

業務執行理事・常務理事 ※ 笹   田    勝   義 元日印協会事務局長 元インド三菱電機社長

理事 竹   中    千   春 立教大学法学部教授

理事 原         佑   二 前日印協会業務執行理事・常務理事 元インド三菱商事社長

理事 半   田    晴   久 世界芸術文化振興協会会長

理事 比   良    竜   虎 株式会社シンリョー相談役

理事 増   田    泰   三 有限会社シタァール代表取締役

理事 山   田    真   美 日印芸術研究所言語センター長

監事 江   田         仁 帝京平成大学教授 元三菱重工インド代表

監事 高   梨    恒   弘 高梨恒弘税理士事務所所長 税理士

顧問 榎         泰   邦 榎インド総合研究所代表 元駐印大使

顧問 岡   本    純   一 三菱ケミカル株式会社取締役専務執行役員

顧問 勝   田    友   治 元日印協会理事 元㈱竹中工務店

顧問 齋   木    昭   隆 三菱商事株式会社取締役 元外務事務次官、元駐印大使

顧問 田   原   総 一 朗 田原総一朗事務所代表 ジャーナリスト

顧問 堂   道    秀   明 前JICA副理事長 元駐印大使

顧問 長   崎    暢   子 龍谷大学 現代インド研究センター 東京大学名誉教授

顧問 中   野    良   子 (公財)オイスカ・インターナショナル総裁

顧問 前   田    專   學 東京大学名誉教授

顧問 横   尾    英   博 株式会社デンソー常務役員

         (注) ※は常勤、他は非常勤

    公益財団法人 日印協会  役 員 等  名 簿
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ミティラー美術館館長 長谷川時夫 

 

私は、皆様にもおなじみの「ナマステ・インディア」の主幹である「NPO法人日印交流を盛り上げる会」の

代表をしております。その事務局を新潟県十日町市の大池の森に1982年に私が設立したミティラー美術館に置

いています。 

 

去る5月 6日、マハートマー・ガーンディー生誕150周

年記念イベント「インド祭 in十日町」を「日印交流を盛り

上げる会」が開催し、S.K.ヴァルマ駐日インド大使をお招

きしました。 

ご到着と同時に大使をご案内してミティラー美術館を見

学していただき、そのあと、講演会場の越後妻有文化ホー

ルに向かいました。式典では、関口芳史十日町市長の開会

挨拶に続き、大使が講演をされました。講演のあと控室で

十日町市長とお話した大使は、「ミティラー美術館のミティ

ラー画のコレクションは世界一です」「ムンバイのあるマハーラーシュトラ州の有名なワルリー画についても、ミ

ティラー美術館は世界一のコレクションを持っていますね」と話したところ、関口市長は大変驚かれていました。

両絵画はインドの代表的な民俗(族)画で、どちらもこの十日町市に最大級のコレクションがあるのです。 

十日町市にはヴァルマ大使を含め、歴代4代の駐日インド大使が訪問してくれています。その方々からも「こ

のようなコレクションは、ほかで見る事はできない」「インドにはない。このようなコレクションが日本にあるの

は驚きです」「世界にこのようなコレクションを持つところは他にはない」等々ミティラー美術館コレクションに

大きな賛辞を頂いてきました。 

昨年2月には、インドの中央政府で鉄道大臣などを歴任し、現在は2期目となるビハール州首相を務めておら

れる二ティシュ・クマール氏が、2泊の短い日程の中でミティラー美術館訪問を望まれました。残念ながら豪雪

の時期で、美術館まで訪れるのが難しかったため、同氏が出席された経済セミナー会場となった在京インド大使

館を借りて、私はミニ・ミティラー美術展を開催しました。クマール州首相は、経済セミナーの挨拶で次の様に

語りました。「民間の文化交流が長期間行われていた。その素晴らしい例が日本のミティラー美術館である。イン

ドから何千マイルも離れた日本に、ビハールの伝統的なミティラー画がオアシスを見つけた。ここは1万 5千枚

の絶妙なミティラー画が収納されている宝の家だ」。この賛辞は、会場にいた日本人、在日インド人にも驚きを与

えました。 

 

ミティラー画とは 

ミティラー画はインドで起きた奇跡と言えます。１９６６

～６７年の干魃時の救済策として、ビハール州の貧しい女性

たちに紙や布が渡されて美術運動が始まりました。３千年に

わたって母から娘へと伝承されてきた壁画、床画が民俗アー

トとして蘇ったのです。母から娘へ伝承された生活の中で描

かれた絵画。そこでは、太陽は最強の神様です。出産などの

大事な願い事には、描き手は冷たい池に体を沈め、昇る太陽

に祈願します。満月の時には、ラーマーヤナ経典（叙事詩）

を読み、月に祈ります。壁に描く神々は、日本でいえば鬼瓦

と同様、家族を守護する役割を果たします。神々を勧請する

2. インドの民俗画ミティラーを収集保存して 37年 

Art story of Mithila Museum 

冬のミティラー美術館 

ミティラー美術館の内部 
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アリパンと呼ばれる床画は、日本でいえば、地鎮祭の榊のようなもの。このような自然との深いコミュニケーシ

ョンを持つ絵画はコスモロジーを感じさせ、現代社会に魅力ある絵画として迎えられたのです。 

 

ミティラー美術館開設までの道のり 

ミティラー美術館はどうして積雪が4mにもなる新潟県十日町市の雪の森にあるのか、その様な質問をされる

事が多いので、その道のりを簡単にまとめてみます。 

私は1948年浅草向柳原町（現浅草橋）生まれの14代目の江戸っ子です。 高校2年の時、日本に初めて来日

したニュージャズのジョン・コルトレーンに感動して、テナー・サキソフォンをアルバイトをして買うなど傾倒

しました。そして、ニュージャズ、ニューロック、現代音楽を超えた新しい音楽を創ろうとする6人の仲間と、

「タージ・マハル旅行団」を1969年に結成。その後次第に日本を代表する前衛音楽グループとして知られるよ

うになりました。1971年に、ストックホルム国立現代美術館から招待を受けましたが、旅費の半分しか出せない

という条件でした。「タージ・マハル旅行団」は、多くの著名人の支援を受け、1年間のヨーロッパ公演を行い

ました。1972年に帰国したときに、当時、光化学スモッグのため世界で一番酷いと言われた東京には住めないと

実感し、その年のうちに、美しい月を求めて、新潟県十日町市大池の雪深い森に移り住んだのです。住み始めて

8年後にここ大池の開発計画が起こりましたが、私は自然に手を付けない代替案を提案して、開発はストップし

ました。行政の英断により廃校の小学校を「宇宙観を基本とする社会教育」の場として使わせてもらうこととな

りました。その頃、インド帰りの若者が持ってきたミティラー画がきっかけとなり、調査で入った現地で、イン

ド・フォークアートを代表するミティラー画のガンガー・デーヴィさんから「貧しい描き手を助けて」と請われ、

ミティラー美術館を1982年に開設したのです。 

 

ミティラー画とワルリ―画 

ミティラー画をコレクションするなかで、日本の浮世絵のように近代化とともに散逸するのではないかと危惧

しました。たとえ小さな美術館でも一堂にきちんと集めればいつか世の中の役に立つのではと考え、現地マドゥ

バニや各州にある手工芸店を何十回と訪れ、ミティラー画の体系的コレクションを持つに至りました。開館して

5年後にはインディラ･ガンディー首相のインド文化遺産担当首相顧問のププル・ジャヤカル女史（ミティラー画

の振興に貢献した）より、「ミティラー画の質と量において世界で比することのできないコレクション」と言われ

ました。ミティラー美術館は、そのコレクションを積極的に日本各地の美術館、公民館、図書館等、様々な場所

で全国規模の移動美術展を開催するようになりました。 

1988年に開催された日印両国の大型国家催事『'88インド祭』は日印の文化交流史で最も大きな規模（事務局

は 3億円近くを集める）で、日本全国規模で交流催事が開催されました。インド側委員長は上記のジャヤカル女

史、日本側委員長は小山五郎元三井銀行頭取（当時、財界のドンの一人とも称されました）、事務局長に財団法人

国際協力推進協会専務理事の松本洋氏がなり、その補佐として私は協力する事になったのです。地方の様々な問

「人の一生」* ガンガー・デーヴィー  
横幅2.8ｍ  紙 1983-84年 
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題を感じていた私は、大都市だけで開催されるのではなく「国家催事は全国民のものであるべき」と考え、自費

で北は網走から南は与那国島までミティラー民俗画展を中心に全国でミニインド祭を開催しました。その時に、

今では大変有名なミティラー画家の故マハースンダリー・デーヴィー、カルプーリー・デーヴィーをインドの村

落から招聘、6ヶ月間にわたってミティラー画を全国で公開しました。 

これを契機として全国に広がったネットワークを継続すべく、「ポストインド祭を考える会」と言う名のグルー

プの立ち上げをインド大使公邸で開催させていただきました。その時参加された観世清和氏は後に観世流家元と

なり2012年の日印国交樹立60周年の年にインドで能公演をされました。清和氏の縁で1990年、｢現代に甦る

壁画劇場－インド・ミティラー画のコスモロジー｣が「たばこと塩の博物館(東京)」で開催され、開会式には高円

宮両殿下が御成りになられました。殿下はミティラー画に関心を持たれ、「ミティラー美術館を訪ねたいがいつの

季節が良いですか」と聞かれたので、豪雪の時が一番美しいですとお答えしました。1993年１月末に開催した日

印国交樹立40周年記念特別展「ガンガー・デーヴィー追悼展」に両殿下で御成りになる事になり、仙台の建築

家 針生承一氏や地元の方々、皆の協力で大池の辺に立つ私の古い民家を大改修しました。月見亭と名を付けたそ

の家にお泊まりになりました。 

 

戦後50周年の節目の年でもある2002年日印国交樹立50周年を盛り上げたいということで、2001年「日印国

交樹立50周年記念事業を盛り上げる会」（勝手連、中根千枝名誉会長〈当時〉）を立ち上げ、2002年法人格を取

得し、2005年にはNPO法人日印交流を盛り上げる会に名称変更しました。（ポストインド祭を考える会の活動

は、この盛り上げる会に引き継がれました。） 

2002年上野公園で「インド・メラー（インド祭）」を開催。開会式を上野動物園で行い、福田官房長官、駐日

インド大使、インド政府から寄贈されていた子象スーリヤも参加。戦後ネルー首相に象が欲しいとお願いした婦

人や子供たちも参加しました。 

ミティラー美術館としてもサダシ・ジヴヤ・マーシェ氏、シャンタラーム・ゴルカナ氏の他2名のワルリー画

の描き手を招聘し、十日町市、宮城県大川原町、静岡県磐田、埼玉県大東文化大学、たばこと塩の博物館で展覧

会を開催して周年事業を盛り上げました。 

1993年から日本商工会議所を事務局とする日印経済委員会と(財)アジアクラブを中心に始まったナマステ・イ

ンディアは、2005年から日印交流を盛り上げる会が引き継ぎ開催してきました。その頃からインド政府 ICCR（イ

ンド文化交流評議会）派遣グループの日本公演を、インド大使館に協力しながら今日まで全国公演をしてきまし

た。 

2015年、インド文化省がコルカタ国立博物館所蔵の仏像を公開する「インドの仏展」を東京国立博物館で開催

しました。これは’88インド祭に次ぐインド祭(2014 年 10 月～2015 年 10 月)の行事ですが、このほかに舞踊・

音楽の4グループ全国公演やテランガナ州の現代アーティスト 4 名と日本人画家 4 名による作品、制作公開展（日

本橋三越）などが開催されました。ワドワ大使は「インドの仏展」の開会式のテープカットの後、「アナタは影の

ヒーロー」と耳打ちしました。 

ミティラー美術館は’88インド祭以降の20年間は、ほぼ毎年2名ずつミティラー・アーティストを招聘しまし

た。冬の時期を除いて6ヶ月近くも滞在し、全国で開催される展覧会の会場で永久保存用に用意された特別なボ

ードやキャンバスに制作していただきました。当時のインドの村落は貧困や災害、古い因習等様々な問題を抱え

ていました。描き手たちにとって、ミティラー美術館はオアシスの如くで、私の家族やスタッフ、全国各地での

開催者らの温かいもてなしを受け、またインドでは見る事ができない他のアーティストたちの優れた作品に触れ

ていきました。私の、背中を僅かに押すような文化的なアドバイス等も加わり、日本でミティラー画及びワルリ

ー画の創造的な新しい作品が生まれることになりました。先進諸国のどこの国でも行われることのなかった、美

術館で展示するレヴェル の新しいミティラー画やワルリー画が生まれてきたのです。 

今年1月にインドの勲章パドマ・シュリを受賞したミティラー画のゴーダーワリー・ダッタさんは、存命する

描き手の長老として、メディアで度々報道されますが、そのような際、彼女の代表傑作「トゥリシューラ」は日

本のミティラー美術館に展示されているとコメントされます。この絵は7回にわたってゴーダーワリー・ダッタ

さんが日本に招聘される中で、滞在中に半分描き、残りは翌年描いたという大作です。制作に2年間を要して描

いた彼女の作品は他に2点あり、その一つ「ダマル」が美術館に展示されています。インドの村落、片田舎の女

性が日本の雪深い森に設立された美術館に滞在（アーティスト・イン・レジデンス）して人々を感動させる作品
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を生んでいったのです。全国各地の展覧会活動が続くと、各地から他の民俗(族)

アートはないのかと声が上がってきました。次なるコレクションとしてマハーラ

ーシュトラ州の最も有名な先住民族が描くワルリー画の描き手も招待し始めまし

た。 

昨年亡くなったこのワルリー画の創設者と言われる、パドマ・シュリ受賞者で

世界的に有名なジヴヤ・ソーマ・マーシェ氏を中心とする描き手たちも招待しま

した。ジヴヤさんは3回来日し、沢山のワルリー画の大作を美術館に残しました。

ゴルカナさんは昨年で20回来日。ジヴヤさんの息子サダシさんも17回来日して

います。 

 

私はインドだけを特別視しているわけではありません。日本の文化を大事に思

う時、インドの文化が西洋化し過ぎた日本社会において大きな刺激を与えると考

え、紹介することに力を注いでいるわけです。 

今年１月末、ビハール州の州都パトナに新しくできたビハール博物館での「ビ

ハール州の芸術＆工芸の国際セミナーと展覧会」のセミナーに招待され、ミティ

ラー美術館の雪掘りを一時ストップして参加しました。ビハール博物館の設計は

槙文彦氏で、建築界のノーベル賞と言われるプリツカー建築賞を受賞している日

本を代表する建築家の一人です。ビハール博物館はこれから大きく評価されてい

くと思います。 

上記のセミナーでは、私はメインゲストとなり、ミティラー美術の守護者とし

て大勢の若い手工芸者を中心として日本に招待した方々から熱く歓迎されました。

国営放送の生番組に1時間出演したほか、州首相の首席補佐官宅で2度のパーテ

ィに呼ばれるなど、心のこもった歓迎を受けました。 

この間、全て観光はお断りし、帰国した翌日には、ミティラー美術館の雪屋根

の上でせっせと雪掘りをしました。 

 

 

 

*11ページの絵の補足説明 

この「人の一生」（151.5cm×281cm）と名づけた作品は、約2年近い時間をかけて出産から結婚まで人生の一生を、渾身を込

めて描いた彼女の代表傑作の一つです。彼女の小さな土壁の家の中で、広げて描くスペースがないので巻物のようにして鍋の

煤などに樹液を混ぜて作った絵の具に付けペンで描いたもの。 

不幸な人生を歩んだ彼女の信仰心は深く、朝晩2時間近くラーマーヤナ経典を読み祈るのが日常でした。一つ一つの線は気

迫を感じさせ、見る人の心に感動を与えます。 

1988年たばこと塩の博物館で公開された時、開催実行委員長になった岡本太郎氏は、この絵に感動し、ミティラー画はもっ

と評価されるべきだと語りました。この展覧会開催中にNHKの日曜美術館でミティラー美術館やインドで取材をした45分ド

キュメンタリーが放映され、それ以降、メディアでも話題となり天声人語でも紹介されました。1ヶ月の開催期間で1万7000

人の入場者となりました。 

この絵は、ミティラー美術館の開館（1982年）と同時期にイギリスで開催された『フェスティバル・オブ・インディア』の

主要な催事「アディティ展」のために描かれました。当時病弱な彼女は2年間の歳月をかけて完成。世界で唯一のミティラー

美術館に収蔵してほしいという彼女の希望に応えて、ミティラー美術館の主要なコレクションとなりました。イギリスの『フ

ェスティバル・オブ・インディア』は大成功し、ヨーロッパ各地で開催された後、1985年アメリカで1年半にわたって開催さ

れました。ワシントンのスミソニアン協会の野外で「アディティ展」が開催された時、ガンガー・デーヴィーは2枚目となる

「Cycle of Life」を私の送った写真を基に描きました。コピーしたような2枚目の作品はニューデリーの国立手工芸博物館に

収蔵されています。 

  

「トゥリシューラ」 
ゴーダワリ・ダッタ  

高さ約3.6ｍ 
コンクリート擬似壁  
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日印協会 常務理事 笹田 勝義 

 

日印協会は、標記のシンポジュームを、2019年7月 8日（月）に、桜田門の法曹会館にて開催した。下記テ

ーマの講演と表題のパネルディスカッションが行われた。 

平林理事長より、インドに関するセミナーやシンポジュームは増えているが、当セミナーはインドの内政・外

交安全保障・経済、さらに日印関係を総合的に扱う日印協会ならではの企画であり、個々のビジネスや文化交流

などを企画し実施するうえでバランスのある総合的な知識や情勢判断を提供するものであり、日本政府のインド

外交の責任者と学会の重鎮からの貴重な情勢分析や評価、提言などを期待したいとの挨拶があった。 

 

 

プログラムは二部構成であった。 

第一部：外務省南西アジア課吉武将吾課長による基調講演、 

『インド総選挙とG20サミット後の日印関係』 

第二部：パネルディスカッションとして、 

岐阜女子大学 堀本武功先生による『総選挙後のインド内政・外交・経済と日印関係』 

拓殖大学名誉教授 小島眞先生による『モディ政権の経済政策：その実績と課題』 

モデレーター 日印協会平林理事長 

 

全体を手短にまとめると次のとおりである。 

インドの下院総選挙は今年6月 23日に開票され、インド人民党（BJP）が前評判を大きく上回って圧勝をし

た。直ちに実施した組閣後に、ナレンドラ・モディ首相は大阪で開催されたG20のために来日した。 

総選挙におけるモディ首相の圧勝の理由、期待される第2次モディ内閣のインド内政・外交安全保障政策・経

済政策、そして、今後の日印関係はどの様に展開するか等の分析と評価が、それぞれの専門的立場から紹介され、

参加者との間で活発な質疑応答や論議がなされた。 

総選挙においては、当初は、与党インド人民党（BJP）は、昨年末の5州の州選挙における苦境などを背景に

苦戦が予想された。しかし、本年2月のカシミールへの越境テロに対し政府与党がパキスタン領内のテロ基地を

空爆するなど今までにない断固とした姿勢をとったことを契機に、選挙情勢が一変した。また、モディ首相の個

人的人気は依然高く、農村におけるトイレの普及、補助金の配布など農村対策などを訴えた効果もあった。 

敗北した国民会議派（コングレス）は4州以外では敗北し、ラフール・ガンディー総裁が辞任するなど大きな

変革を余儀なくされることになった。 

3. 日印協会、『総選挙、G20サミット後のインド及び日印関係』
に関するシンポジュームを開催 

Symposium by JIA on “India & Japan-India Relations 

After General Elections and G20” 
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G20の機会に行われた安倍総理とモディ首相間の日印首脳会談やトランプ大統領を入れた日米印首脳会談では、

日印両国間と米国を含めた三国間の連携強化が確認され、「自由で開かれたインド太平洋」構想に一段と弾みがつ

いた。 

また、外交面では米欧日が主導する国際秩序の多極化の中で大国を目指しつつ、リージョナル・レベルでは、

アクト・イースト（東方政策）、日米豪との協力などで中国の一帯一路に対抗しつつインド太平洋協力構想の主役

を担い、サブリージョナルなレベルでは南アジアにおける覇権を目指しているとの分析評価が紹介された。 

経済面では、モディ政権の経済目標は、2030年までに現在の実力を3倍に上げ、GDPを 10兆ドルとする世

界第3位を目指し、インフラ投資も100兆ドルをとして、グローバル製造業ハブの実現を図るなどの目標を掲げ

ていることが紹介された。特にMake in Indiaのスローガンの下でインドの製造業の弱点を克服するとともに、

インフラの建設などに注力する姿勢である。他方、インドに根を張った労働問題、土地収用問題な多くの課題が

潜んでおり、第二次モディ政権がどこまで改革できるか注目されていることが指摘された。 

3人のプレゼンターは日印関係においては高く評価されている識者であるが、事実関係の分析評価はもとより、

なかなか表面的に表れてこない裏の話や報道の行間に潜む話などを取り入れ、参加者を飽きさせなかった。参加

者も真剣に聞き入り、多方面からの質問やコメントを発し、質疑応答も非常に熱が入ったものであった。 

事後のアンケートによると、参加者からの評価も概ね良好で、内容が充実したシンポジュームであったので定

期的に開催してほしいなどとの要望が目立った。 

日印協会としては、引続き、この様なシンポジュームをタイムリーに計画する予定である。 

 

 

1. 内政 

 

【連邦政府／連邦議会関係】 

6月3日：アジット・ドヴァル国家安全保障担当補佐官が閣僚級として再任命された。 

6月19日：全下院議員の就任宣誓に続き、下院議長選出の動議が出され、ビルラ下院議長が選出された。 

6月20日：コヴィンド大統領は、連邦議員（上院・下院）出席のもと、国会で演説した。  

6月21日：プラサード法務・司法大臣は、トリプル・タラーク法案（The Muslim Women(Protection of Rights on 

Marriage)Bill）を、連邦下院議会に提出した。 

6月24日：ジャイシャンカル外務大臣は、正式にＢＪＰに入党した。 

 

2. 経済 

 

【2019年度第2回金融政策決定会合（利下げ）関係】 

6月 4日～6日：インド準備銀行（ＲＢＩ）は、金融政策委員会（ＭＰＣ）会合を開催し、6日にその結果を公

表した。メモ：ＭＰＣステートメントのポイント 

（1）政策金利（レポ・レート）を 6.0％から 5.75％へ引下げ。 

（2）金融政策に対するスタンスを「中立的（neutral）」から「緩和的（accommodative）」へ変更。 

（3）インフレ率の見通し 

インフレ見通しは、2019年度前半は 3.0～3.1％、2019年度後半は 3.4％～3.7％とする（注：前回時点の見通

しは、2019年度前半は 2.9～3.0％、2019年度後半は 3.5～3.8％）。 

（4）経済成長率の見通し 

2019年度の実質ＧＤＰ成長率は 7.0％（同年度前半は 6.4～6.7％、同年度後半は  7.2～7.5％）を見込む（注：

前回時点の見通しは、2019年度成長率は 7.2％、同年度前半は 6.8～7.1％、同年度後半は 7.3～7.4％）。 

4. インドニュース(2019年 6月) 

News from India 
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3. 外交 

 

【印モルディブ・スリランカ関係】 

6月 3日：モディ首相が、第2次政権発足後初の外遊先として、8日－9日にかけてモルディブとスリランカを訪

問することが発表された。 

【印ブータン関係】 

6月7日－8日：ジャイシャンカル外務大臣が、初の外遊先となるブータン訪問中、ドルジ・ブータン外務大臣と開

発パートナーシップと水力発電に重点を置いた相互利益の問題につき議論した。ツェリン・ブータン首相との面

会では、モディ首相からの挨拶を伝えた。また、ワンチュク・ブータン国王に謁見し、印ブータン二国間関係の

意義につき意見交換した。 

【印仏関係】 

6月10日：ルモワンヌ・フランス・ヨーロッパ・外務副大臣が、ニューデリーを訪問し、ジャイシャンカル外務大

臣及びムラリーダラン外務副大臣それぞれと会談した。両国間関係の拡大を話し合うとともに、ルモワンヌ外務

副大臣より、8月にフランスで行われるＧ7サミットへのモディ首相出席の招待を受けた。 

【印露関係】 

6月15日－19日：トルトネフ露副首相兼極東連邦管区大統領全権代表率いる代表団が、ニューデリー及びムンバイ

を訪問し、ドヴァル国家安全保障担当補佐官、ジャイシャンカル外務大臣、プラダーン石油・天然ガス兼鉄鋼大

臣等と面会した。9月にロシアで予定されている東方経済フォーラムへのモディ首相の出席準備及び露極東地域に

おける二国間協力を促進する目的。 

【印米関係】 

6月25日－27日：ポンペオ米国務長官はインドを訪問し、モディ首相、ジャイシャンカル外務次官、ドヴァル国家

安全保障担当補佐官とそれぞれ会談を行った。また、26日夜には、インド国際センターにおいてスピーチを行っ

た。米国からの政府高官の訪問は印連邦下院総選挙後初となる。 

【多国間関係】 

6月13日－14日：モディ首相は、上海協力機構（ＳＣＯ）首脳会合に出席するため、キルギス共和国を訪問した。 

訪問中、モディ首相は、習近平中国国家主席、プーチン露大統領、ガニ・アフガニスタン大統領、ルカシェンコ・

ベラルーシ大統領と二国間会談を行うとともに、ジェエンベコフ・キルギス共和国と共同宣言を発出した。 

6月14日－15日：ジャイシャンカル外務大臣は、第5回アジア相互協力信頼醸成措置会議（ＣＩＣＡ）サミットに

出席するため、タジキスタンを訪問した。訪問中、モメン・バングラデシュ外務大臣、カリファ・バーレーン外

務大臣、ダン・ティ・ゴック・ティン・ベトナム国家副首席、ザリーフ・イラン外務大臣と、それぞれ 二国間

会談を行った。 

 

【Ｇ20サミット及びＧ20サミット期間中の多国間・二国間対話関係】 

6月28－29日 

 モディ首相は、日本で開催されたＧ20サミットに出席し、ジャイシャンカル外務大臣が同行した。 

 モディ首相は、Ｇ20サミットの機会に、安倍総理と首脳会談を行った他、日米印首脳会談（→日印関係参照）

及び米印首脳会談、印中露首脳会談を行うとともに、ＢＲＩＣＳ非公式首脳会合に出席した。 

 また、モディ首相は、サルマン・サウジアラビア皇太子、文在寅韓国大統領、メルケル独首相、ボルソナー

ロ伯首相、エルドアン・トルコ大統領、マクロン仏首相、モリソン豪首相、ウィドド・インドネシア大統領

等と首脳会談を行った。 

 サルマン・サウジアラビア皇太子との会談では、石油資源、港湾について議論した。また、サルマン皇太子

はモディ首相を本年行われるイベントに招待し、同首相は受諾した。 

 文在寅韓国大統領との会談では、交易、経済関係、人的交流の促進について議論した。 

 メルケル独首相との会談では、人工知能、サイバーセキュリティー分野等における印独協力の強化について

議論した。 

 ボルソナーロ伯首相との会談では、交易、投資、農業、バイオ燃料における協力等について議論した。 

 エルドアン・トルコ大統領との会談では、交易、投資、安全保障、カウンター・テロリズム等について議論
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した。 

 モリソン豪首相との会談では、スポーツ、安全保障、インド太平洋における海上協力等について議論した。 

 ウィドド・ジョコ インドネシア大統領との会談では、交易等について議論した。 

 

6月28日：ジャイシャンカル外務大臣は、フリーランド・カナダ外務大臣、エブラルド・メキシコ外務大臣とそれ

ぞれ会談した。 

6月29日：ジャイシャンカル外務大臣は、河野外務大臣と日印外相間戦略対話（→日印関係参照）を行った。 

 

4.日印関係 

 

【日印首脳会談】 

6月27日：安倍晋三内閣総理大臣は、午後1時50分から約20分間、Ｇ20大阪サミット出席のため訪日中のナレンド

ラ・モディ・インド首相(H.E.Mr.Narendra Modi、 Prime Minister of India)と首脳会談を行った。（→今月の

注目点） 

【日米印首脳会談】 

6月28日：安倍晋三内閣総理大臣は、6月28日9時20分頃から約15分間、Ｇ20サミット出席のため大阪訪問中のドナ

ルド・トランプ米国大統領（The Honorable Donald J. Trump、 President of the United States of America）

及びナレンドラ・モディ・インド首相（H.E.Mr.Narendra Modi、 Prime Minister of India）と、第2回日米印首

脳会談を行った。概要以下のとおり。 

（1）日本、米国及びインドは、インド太平洋地域において、自由、民主主義、法の支配といった基本的価値を共

有するパートナー。3か国首脳は、複雑化する安全保障環境について認識を共有しつつ、自由で開かれたインド太

平洋の維持・推進における3か国の協力が極めて重要な意義を有することを改めて確認した。 

（2）3か国首脳は、海洋安全保障、宇宙・サイバー空間を含む新たな領域における安全保障、質の高いインフラ

投資の推進等を含む様々な分野で協力を推進していくことで一致した。また、3か国首脳は今般のＧ20サミットに

おいて承認を目指している「質の高いインフラ投資に関するG20原則」を歓迎し、この原則を国際社会で推進して

いくために協力することで一致した。 

（3）3か国首脳は、今後も3か国間で議論を継続していくことで一致した。 

【日印外相間戦略対話】 

6月29日：午後0時25分頃から約80分間、河野太郎外務大臣は、Ｇ20大阪サミット出席のため訪日中のジャイシャ

ンカル・インド外務大臣（H.E. Dr S. Jaishankar、 External Affairs Minister of India）と日印外相間戦略

対話を行った。概要以下のとおり。 

（1）冒頭 

河野大臣から、「外務大臣として再びお会いできうれしい」、「貴大臣とともに協力していけることを楽しみ

にしている」と述べた。 

 ジャイシャンカル大臣から、G20議長国として日本はすばらしい役割を果たしている、河野大臣と共に日本とイ

ンドの関係をさらに強化したい、多忙の中、こうして会談できることに意義がある、と述べた。 

（2）日印関係 

河野大臣から、「両国の安全保障・防衛協力を進め、また、地域の平和と安定のために日印が果たす役割を国

際社会に示す上で、合意した閣僚級2＋2は重要。早期開催に向けて調整していきたい」、「第三国やインド北東

部での連結性強化に取り組むことは重要」、「日印関係の更なる深化のため、サイバー、宇宙分野の協力を促進

していきたい」と述べた。 

 ジャイシャンカル大臣から、閣僚級2＋2を早期に実現したい、地域の更なる発展のために連結性協力を具体化し

ていくことが重要であり、日本との協力を強化していきたい、と述べた。 

（3）ミニラテラル 

河野大臣から、「昨日の第2回日印米首脳会合開催を歓迎」、「首脳会合で議論されたサイバーセキュリティー

や質の高いインフラ投資について着実にフォローしたい」、「日印米外相会合を行うことを楽しみにしている」、

「日米豪印の協力の進展を歓迎。更に協力を深化したい」と述べた。 
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  ジャイシャンカル大臣から、日印米首脳会合では大変よい議論が行われた、インドも日印米の枠組みを重視し

ており、日印米外相会合を行いたい、と述べた。  

（4）グローバル課題 

河野大臣から、「RCEPにつき、インドを含む16か国で年内妥結を目指したい。インドの協力を強く求めたい」、

「日本はNPT体制の維持・強化、CTBTの発効促進を重視、対話を続けたい」と述べた。 

（5）地域情勢 

両大臣は、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて引き続き協力していくことで一致し、イラン、南アジ

アを含む地域情勢につき幅広く議論を行った。 

 

 

 

◇ 今後のイベント ◇ 

 神宮の夜を楽しむ「神宮スタジアムナイトヨガ」のご案内 

明治神宮球場の人工芝の上で７月24日（水）、7月31日（水）の夜、ヨ

ガをしませんか？ 

今年は9月まで上記を含めてあと4回開催予定です。業界トップのインス

トラクターが、初めての人でも楽しめるようなプログラムを行います。また

外国の人も気軽に参加できるようバイリンガルエリアも設けられています。

参加費は無料ですが、受付にて参加同意書にサインが必要です。 

開催場所：明治神宮野球場  

受付場所：明治神宮野球場 13入口付近 

実施時間：19:30〜20:30 （入場開始 19:00〜） 

参加費用：無料 

参加資格：18歳以上で健康な方 

今月の注目点：日印首脳会談概要 

1 冒頭、安倍総理大臣は、「改めて総選挙勝利をお祝いする」、「モディ首相と緊密に協力し、G20 大阪サミットを成

功させたい」、「世界で最も可能性を秘めた日印関係を、共に手を携え、更に高い次元に引き上げたい」、「次回は、私

がインドを訪問する番であり、楽しみにしている」と述べた。 

モディ首相から、温かい祝意に感謝、安倍総理大臣は最初に電話をしていただいた首脳である、G20 の議長を務め

る安倍総理大臣に敬意を表する、サミットの成功を期待する、令和の時代を迎えた日本と日本国民に祝福を伝えたい、

10月の即位の礼にはインドの大統領が出席する、安倍総理大臣の訪印を楽しみにしている、具体的な調整を始めさせ

たい旨述べた。 

 

2 安倍総理大臣から、「『自由で開かれたインド太平洋』の実現に向け、閣僚級『2＋2』の早期開催、質の高いインフ

ラを通じた連結性協力、US－2 を含む防衛・安保協力の具体化を進めたい」、「日印関係の裾野を広げる協力として、

スタートアップ投資向けファンド構築、デジタル（PDF）、宇宙、サイバー等を進めたい」と述べた。 

モディ首相から、安全保障、デジタル、第三国協力、防災での協力を進展させていきたい旨述べた。 

両首脳は、高速鉄道事業の成功に向け、事業の進捗を確認し、事業の着実な進展を図ることで一致した。 

 

3 また両首脳は、日米印協力、G20、RCEP、地域情勢等について意見交換を行った。 

5. イベント紹介 

Japan-India Events 
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参加方法：当日受付にて参加同意書にサインをお願いします。（予約不要） 

持ち物：人工芝の上でヨガを行います。ヨガマットやビニールシート、バスタオル等お持ちください。 

詳しい予定、注意事項などは主催のActive Iconのサイトをご覧ください 

http://www.active-icon.com/ 

 

 インド映画「あなたの名前を呼べたなら」8月 2日（金）Bunkamura ル・シネマにて公開 

「歌って、踊って、ハッピーエンド」がインド映画の定番であった。映画は貧しい人々の唯一の娯楽であるか

ら、当然、心をハッピーにすることが大切だった。しかし昨今、インド映画は様変わりとなってきている。世界

の情報を目の当たりにして、インド人も、自分の生活のあり方に気が付き始め、

映画の世界でも表現の仕方に如実に表れてきた。自分たちを取り巻く環境が、

人間として認められることなのか？ インドの厳しい社会慣習、男女の恋愛観、

時として宗教観の違いなど、多くの壁が現実に存在する。 

この映画は、黙って見ただけではインドの悲恋、成就叶わぬ恋物語としか映

らないが、インド社会を多少経験した者には、単に恋愛ものではなく、インド

社会の難しさを納得する出来栄えであることに気付く。 

原題の「Sir」とは、インドで、正にご主人様とか旦那様の意味で、使用人か

ら主への呼びかけと応答の言葉だ。Sirであるアシュヴィンと住み込み家政婦

ラトナは使従の関係であるが、個々の色々な問題に直面しつつ、ふたりの距離

が縮まっていく。。。本作は、2018年カンヌ国際映画祭批評家週間に出品され、

見事GAN基金賞を受賞しました。 

2019年 8月2日（金）公開 上映館：Bunkamura ル・シネマ  電話 03(3477)9264 

（日印協会 常務理事 笹田 勝義） 

  

＜様々なインド＞開催のご案内 
『アーユルヴェーダは人間の健康と幸福をもたらす 

人類の英知』 
古代インドから伝えられてきた生命の科学アーユルヴェーダ。「健康で幸福な一生を送るための知識」「生

き方と死に方の智慧」とも言われています。今回の「様々なインド」では「月刊インド」6 月号で記事

を書いてくださった日印協会会員の文分千恵様に「アーユルヴェーダは人間の健康と幸福をもたらす人

類の英知」をお話して頂きます。奮ってご参加ください。 

講  師：文分千恵氏 

主  催：公益財団法人 日印協会 

日時：2019年8月2日（金）18:00～19:30 

場  所：公益財団法人 日印協会事務所（TEL 03－5640－7604） 

東京都中央区日本橋茅場町2－1－14 スズコービル２階 

定  員: 先着 ３０名 (申し込み多数の場合は会員を優先させて頂きます。お断りする場合のみ、連絡致します。) 

〆  切: 2019年7月29日(月) メールかファックスで事務局にお申込み下さい。 

E-mail: partner@japan-india.com   FAX: 03-5640-1576   

参加費: 協会会員 無料      (非会員 500円)  

メールまたは、同封の申込用紙に必要事項をご記入の上FAXでお申込下さい。 

http://www.active-icon.com/
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 ナマステ・インディア 2019開催のお知らせ 

9月 28日（土）、29日（日）に、代々木公園イベント広場にてナマステ・インディア2019 が開催されます。

詳細は月刊インド9月号と協会ホームページでお知らせいたします。お楽しみに。 

 

 

§『現代インド・フォーラム』2019年夏季号 No.42 

特集「インド総選挙と第 2次モディ内閣の動向」 

 

日印協会会員に7月 1日にメール配信致しました。協会HPにも

7月 8日にアップ済ですので、次のURLでご覧いただけます。 

https://www.japan-india.com/forum/938f7cb6d7790d5272f8e13

280186f625f9fe810 

今号では、「インド総選挙と第 2次モディ内閣の動向」を特集し、

下記3論文を掲載しております。 

1. インドにおける第17次連邦下院選挙の結果と今後の見通し 

The Results of the 17th Lok Sabha Elections in India and 

Their Implications for Indian politics 

三輪 博樹 (帝京大学法学部政治学科 准教授) 

 

2. モディ外交：大国化指向外交の展開 

Modi’s Foreign Policy Aiming at Global Major Power 

堀本 武功  (国際政治学者) 

 

3. 経済政策から見た第2次モディ政権の課題 ―「Make in India」と電子産業― 

Economic Agenda of the Second Modi Government - ”Make in India” and Electronics Industry - 

石上 悦朗  (福岡大学商学部貿易学科教授) 

  

6. 新刊書紹介 
Books Review 
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§Changing Dynamics of India-Japan Relations: Buddhism to Special Strategic Partnership 

著者：SHAMSHAD AHMAD KHAN 出版社：NEW DELHI: PENTAGON PRESS 

価格：US$29.95  ISBN978-81-8274-936-8  

日印関係の緊密化が進むなかで、本欄でも毎月さまざまな本が紹介されているように日本では多くのインド関

連書籍が刊行されている。一方、インド側はというと、日本に対する関心の高まりに対して書籍による情報提供

は必ずしも追いついていない感がある。デリーやコルカタの書店では、中国関連本の充実ぶりに比べて日本関連

本はなかなか見当たらない。 

こうしたなかで、日印関係の過去・現在・未来に正面から取り組んだ貴重な

一冊が本書である。なかでも主眼が置かれているのが現代の日印関係で、外交、

安全保障、経済といった主要テーマをインド側の視点から解説している。日印

CEPA（包括的経済連携協定）発効による二国間貿易への影響を実証的に検証

したケーススタディも興味深い。 

本書のもうひとつの特徴は、歴史的な側面にもしっかりと目配りしている点

である。仏教に代表されるインド文明が日本にもたらした影響についても冒頭

で論じているほか、タゴールや日本におけるインド独立運動といっ 

た戦前・戦中の日印関係にも一章を割いている。 

著者のシャムシャッド・カーン氏はネルー大学で博士号を取得した日本研究

者で、慶應大学、早稲田大学、北海道大学、日本国際問題研究所などさまざま

な研究機関で在外研究に取り組んできた。こうした実績が評価されて、2011

年には第7回中曽根康弘賞を受賞している。 

彼に続いて中堅・若手のインド人日本研究者が活発な執筆活動を展開することを願ってやまない。日印関係に

はそれだけのニーズがあるからである。（岐阜女子大学南アジア研究センター 笠井亮平 個人会員） 

 

§China-India-Japan in the Indo-Pacific: Ideas, Interests and Infrastructure 

著者：JAGANNATH P. PANDA AND TITLI BASU EDS.  

出版社：NEW DELHI: PENTAGON PRESS 

価格：US$38.95  ISBN 978-93-86618-42-9  

「インド太平洋」をめぐる議論が盛んだ。従来の「インド洋」と「太平洋」（特に西太平洋）を一体のものとし

て捉えるこの新たなコンセプトについて、日本は「自由で開かれたインド太平

洋」構想を掲げることで積極的に取り入れようとしている。 

しかし、その広さと新しさゆえに捉えにくい括りであるのも確かだし、具体

的に何が進行しているのかについても、メディアでは断片的な情報に偏りがち

だ。そこで、日本、中国、インドというアジア三大国にフォーカスし、各国の

戦略や動向を分析することで、いわば「インド太平洋論の見取図」を提供しよ

うとしたのが本書である。 

本書はインド、日本、中国のほか、英国、豪州、ドイツ、韓国、台湾など総

勢 18人上る研究者が執筆者として名を連ねている（評者もそのひとりとして

末席を汚している）。取り上げられているテーマも、安全保障、インフラ整備、

アフリカ開発、「一帯一路」等々、多岐にわたる。したがって、本書は何か統一

的な結論や方針のもとに執筆・編集された本ではない。中国に対する見方ひと

つとっても捉え方はさまざまだ。それはとりもなおさず読者に多様な論点と知

見に接することを可能にするものということである。各章20ページ前後のボ

リュームであり、関心がある論考から読むのもいいだろう。 

編者を務めたのは、デリーの国防省系シンクタンク「インド防衛問題研究所（IDSA）」のジャガナート・パ

ンダ研究員とティトリ・バス准研究員。前者は印中関係やインド太平洋論を、後者は日印関係を専門とするエキ



 

 

22 

 

スパートだ。これだけの多彩な執筆陣による論考を一冊の本にまとめ上げるのは並々ならぬ苦労があったにちが

いない。この場を借りて、両編者の努力に敬意を表したい。 

（岐阜女子大学南アジア研究センター 笠井亮平 個人会員） 

§インド回想記 ―オディッシーダンサー高見麻子 

著者：高見 麻子  編集：田中 晴子  

出版社：七月堂 

価格：2,000 円＋税  ISBN 978-4-87944-369-4 

著者の高見麻子さんは、大学のゼミで初めてインド舞踊を見てから、気軽

なタゴールダンスレクチャーデモに参加し、そのままタゴールダンスを習い

始める。その後、来日したオディッシーダンスに魅せされ、日本でのレッス

ン後、国に帰る師を追ってインドで勉強を続け、オディッシーダンサーとし

て日本、インド、アメリカでも公演したり、教えたりの活動した方。過去形

なのは、彼女が若くして2007年 11月に空に旅立たれているからだ。 

彼女の生徒だった田中晴子さんが麻子さんの原稿や手紙などをまとめ、英

文の翻訳と共に、多くの美しい写真、麻子さん自筆イラストが文章を飾って

いる美しい本。 

自分の日頃の疑問、「何故、日本人女性でインド古典舞踊のダンサーになる

方がいるのか」のその答えの一つがこの本にあった。「私は１９８３年草月ホールでの彼女の踊りの中にはっきり

『神」というものを見てしまった。そして私の人生はそれまでと全く変わってしまったのである。なんだかわか

らない。肉体にあって肉体ない。（一部略）全身から黄金の光が輝きあふれている。」 

同じ時代を生きていたのに彼女の踊りを見る機会が無かったことが残念でならない。 

（日印協会 山本真里枝） 

 

 

 

 

 

  

◇ 事務局夏季休業のお知らせ ◇ 

 

日印協会事務局では、8月 13日(火)より 16日(金)までを、 

夏季休業とさせて頂きます。 

お問合せ･ご連絡等は、休業期間を避けられます様、お願い申し上げます。 
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〈次回の『月刊インド』の発送日〉 

次回9月号の発送は、2019年 9月20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、日程をご確認のうえ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。チラシ印刷の前にご一考下さい。 

＜編集後記＞ 

大阪で開催したＧ２０サミット期間中に、安倍総理とインドのモディ首相は、6月 27日に日印首脳会談を行っ

たほか、翌28日には日米印首脳会談を行いました。表紙写真は2枚とも首相官邸から許可を得て掲載したもの

ですが、日印首脳の全体会議と日米印三者首脳会談の雰囲気をよく表しています。後者は安倍総理が間に立ち、

トランプ大統領とモディ首相を結び付けた写真であり、我が国の役割を象徴的に示しているのではないでしょう

か。ちなみに洒落好きの人から、このスリーショットはJIA 、つまりJapan India Americaで、日印協会The Japan 

India Associationのイニシャルと同じ…とか。        （編集子） 

 

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。

 

 

 

 

 

 入会随時受付中   

日印協会は、1903 年、長岡護美、大隈重信、澁澤榮一の 3 名が中心となって創設されました。以来、日印の相

互理解の促進を目的として、両国の友好親善に関する事業を行ってきました。 

現在の協会の活動は、当協会の活動に賛同下さる会員の皆様からの会費によって支えられております。今後もよ

り良い活動を続けるために、当協会の活動にご賛同いただける法人･個人のご入会を歓迎致します。 

インドに関心をお持ちの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: 個人           １口(8,000 円)から ☆入会金 個人 2,000 円 

学生           １口(4,000 円)から 学生 1,000 円 

一般法人会員   １口(100,000 円)から 法人 5,000 円 

特別法人会員   １口(150,000 円)から       (一般法人、特別法人会員共に)  
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【日印協会からの重要なお知らせ】 

日印協会ホームページの会員パスワードを 

2019年 8月 1日に変更いたします。 

新しいパスワードは今号同封チラシをご覧ください。 


