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公益財団法人日印協会 代表理事・会長 

森 喜朗 

 

明けましておめでとうございます。 

昨年中は、皆様におかれましては日印協会をご支援ご鞭撻いただき、まこ

とに有難うございました。お陰様で、本年は日印協会設立115周年を迎える

ことができました。 

 

昨年9月の安倍総理のインド・グジャラート州訪問は、ムンバイ・アーメ

ダバード間の日本式新幹線の起工式が挙行されたことに象徴的に表れている

ように、日印間の経済・文化・人的交流を一段と推進する多くの合意がなさ

れました。 

両国は、ここ数年間、デリー・ムンバイ産業大動脈、貨物新線の建設、大都

市における日本式地下鉄の建設などの大規模なプロジェクトを推進し、また民間投資の促進などに努め、

多くの成果を上げてきました。 

最近では、科学技術協力や文化面での協力も進んでおりますが、9月の日印首脳会談においては、人づく

りや人的交流の重要性を強調したことが歓迎されます。両首相のイニシャティブにより両国は、「日本式モ

ノづくり学校」の建設、インドにおける日本語教育の拡充（日本語講座の開設、日本語教師の養成など）、

若者の日本招聘、スポーツ交流、両国間の航空の自由化（オープン・スカイ政策）、双方向の観光の振興（ビ

ザの緩和など）につき、今まで以上に積極的に取り組むことになりました。 

外交の面でも安倍総理が提唱してきた「自由で開かれたインド太平洋戦略」とモディ首相発案の「アク

ト・イースト（東方戦略）」の融合が確認されました。11 月に訪日したトランプ大統領も、この構想に積

極的に関与することを表明しました。東南アジアやオーストラリアからも歓迎されましたので、この構想

は、太平洋とインド洋を大きく結ぶ日本発の大型国際戦略に成長したわけです。 

我が国は北朝鮮の脅威にさらされ、またインドも隣国との関係で緊張を強いられておりますが、双方と

も経済は順調に進展し、国際的な地位や影響力は高まりつつあります。日印間は精神的な絆を基礎に、外

交・安全保障協力、経済面での多くの協力に加え、国際的な諸問題解決のための貢献を推進しつつありま

す。2000年8月に私が訪印した際に打ち上げた「日印グローバル・パートナーシップ」は、今や「特別・

戦略的・グローバル・パートナーシップ」と形容詞が 3 つも付いた特別な関係に育ってきました。まこと

に感慨深いものがあります。 

 

本年も、以上のような進展に勇気づけられて、日印両国は関係を拡大深化することになるでしょう。日

印協会といたしましても、115 年の積み重ねを基礎に、両国民の友好と相互理解の増進に努めてまいりた

いと存じます。 

 

1. 年頭のご挨拶  

New Year’s Greeting 
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大阪外国語大学名誉教授・関西日印文化協会会長  溝上富夫    個人会員 

はしがき 

 私は、外務省認定「2017 日印友好交流年記念事業」の一環として「『日印関係―歴史と展望』と題する、4 言

語（ヒンディー語・パンジャービー語・ベンガル語・日本語）によるパワーポイントを用いた講演」を 10 月～

12月の間に、前半（10月 21日～11月 12日）と後半（11月 26日～12月 20日）に分けて実施した。今号では

前半をレポートする。 

 講演の内容を簡単に紹介すると、仏教の渡来から昨年9月の安倍首相訪印までの日印両国交流の歴史を、政治・

経済・文化面で重要事項のみに絞ってまとめ、さらに将来を展望したものである。パワーポイント用に約 50 枚

のスライドを準備した。それらに登場する人物は、菩提僊那からモディ首相まで 35 名。これらの内容は、本紙

の読者諸氏にとっては、常識といえるものばかりであるが、インドの知識人にとっては必ずしもそうではない。

むしろ、知られていないことが多い。これらの知識を、彼らとくに日印関係の将来を担う若年層と、彼らの言語

を用いて共有したいというのが、そもそもの私の今回の旅行の目的だった。ほとんどの講演場所を大学やカレッ

ジ等の教育機関にしたのも、そのためであった。 

 最後の画像では、2016年度外務省が発表した対日インド人意識調査で、

「最も信頼できる国」ならびに「インドにとって重要なパートナー」とし

て日本がトップに躍り出た世論調査の結果を外務省のHPから借用した円

グラフと棒グラフで示し（ついでに、「中国の名前はどこにもないですね」

と言って笑わせ）、「私はこのようなアジアの偉大な親日国の言語と文化を

学んでいる自分を幸せに思います。インド万歳！日本万歳！日印友好万歳！

ヒンディー語万歳！（場所によって、ベンガル語万歳！パンジャービー語

万歳！と言い替えた）」と締めくくった。ここで万雷の拍手を浴びて終わる

というのが、各会場共通であった。以下、各都市・各会場別の反応につい

て報告することにする。 

 

1. Gauhati 大学（Guwahati/グワハティ大学） 

10月 23日、学芸学部講堂、出席者約100名 

 アッサーム州の州都、グワハティ市は東北インド地区では最大の都市で、この地域の交通の中心地でもある。

同市にあるグワハティ大学は、1948年創設の名門大学である。今回はベンガル語で講演したので、出席者はベン

ガル語学科の教員・学生がほとんどだったが、アッサーム語学科の学生も少数いた。アッサーム州の公用語はも

ちろん、アッサーム語だが、グワハティ市にはベンガル人も多く住む。もともと両言語は非常に似通った言葉な

ので、ほとんどの市民はbilingual（バイリンガル）である。 

出席者は熱心に聴いてくれたが、プロジェクターが古い上に管理が悪く、

パワーポイントが上手く映らない。音声も出ないので、ボースの生涯を描い

たヒンディー映画の感動的シーンを上映することもできなかったため、仕方

なく原稿を朗読した。もちろん理解はしてもらえたものの、いきなりしらけ

た講演となってしまった。パール判事の名前をベンガル語学科の先生がご存

知ないのも驚きだった。 

 初めての講演であったが、たった1箇所、もとのベンガル語の原稿になか

ったことを追加して述べた箇所がとくに好感をもたれた。それは、「インド政

府から日本の子供たちに友好のシンボルとして送られた、インディラー／アーシャー／ダヤーという三頭の像は、

いずれもこのアッサーム州から行ったのですよ」と述べたことである。 

 10月 24日にコルカタに到着してまもなく、在コルカタ日本総領事館で夛賀政幸総領事主催による歓迎夕食会

2. インド講演旅行（前半）を終えて 

On My Lecture-Tour in India 

＜今回、講演会を催した地域＞ 

＜写真：Guahati大学での講演＞ 
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に招待された。豪華な和食のフルコースにも感動したが、それ以上に、ベンガル人招待客の豪華な顔ぶれに驚い

た。ジャダボプル大学学長、ロビンドロバロティ大学学長、同大学元学長、アジア協会副会長、インド政府文化

省元次官、プレジデンシー大学（旧カレッジ）講師、ネータージー研究所所長等である。翌日講演する予定の 2

大学の学長との面会の場を夛賀総領事はあらかじめ設定してくださっていたわけである。クリシュナ・ボース所

長（スガタ・ボース教授の母）とは2年ぶりの対面で、私のサイン帳に綺麗なベンガル語でサインをしてもらっ

た。 

 

2. Jadavpur 大学(Kolkata) 

10月 25日、国際関係論学科のセミナールーム、出席者約80名 

国際関係論専攻の院生が主な出席者であったため、レベルの高い聴衆と考えられる。私の講演時間は 40 分と

決められていたので、前日の総領事館で夕食会の席上、同大学のシュロンジョン・ダシュ学長に、講演時間の短

さの不満を訴えていたが、その返事は「今の学生は現代にしか関心がない。スバーシュチャンドラ・ボースから

始めるのがよい」という興味深いものだった。とはいえ、それまでの歴史に一切触れずに、いきなりボースから

説明をはじめるというのも難しく、私はパワーポイントの画像を一応最初から全部見せてそれまでの歴史も簡潔

に説明した。あまり満足のいく講演にはならなかった。 

 

3. Rabindra Bharati 大学(Kolkata) 

10月 25日、セミナールーム、出席者約200名 

キャンパスに入ると、大学名に因んだタゴールの大きな偶像が目立っ

た。文系のこぢんまりした大学だが、「遠隔地教育」と謳っているので、

実は西ベンガル州に 56 か所ものカレッジ等のセンターで授業が受けら

れるシステムを採用している。ボシュラエチョウドゥリ学長みずからが、

講演会場を案内して下さり、一列目に座って最後まで聴講していただい

た。反応は午前中のJadavpur大学よりよかった。 

コルカタの2大学での講演は、事実上、コルカタ総領事館後援と認識

している。田中康彦筆頭領事には2講演ともご出席頂いた。この場を借

りて厚くお礼を申し上げたい。 

 

4. Vishva Bharati大学(Santiniketan) 

10月 27日、中央図書館会議室、出席者約50名 

シャンティニケタンにあるこの大学は、タゴール国際大学とも呼ばれる。タゴールの教育理念を実践している

国立大学として全国的に知られる。15 年ぶりの訪問で、環境はずいぶん変わっていた。到着と同時に、Door 

Darshan(インド国営 TV)のスタジオに案内され、ショポン・ドット学長と、日本語学科のギータ・キニ準教授、

ベンガル語学科のムコパディヤ准教授とで「タゴールの理念と文化交流」というテーマで、録画のための討論会

に出演した。 

 講演に関しては、大阪大学法学部を 2016 年に卒業して外務省に専門職として入所し、ベンガル語の研修生と

してこの大学に留学中の井上景介氏が事前に宣伝から音響機器等のチェックまで入念に準備してくれていたおか

げで、たっぷり2時間の講演時間を、これまでで一番満足できる形で終えることができた。50年前の恩師がゲス

トとして青年時代の私の話をされて、私も感傷的になった。ベンガル語での講演も 4 回目(最後)で、かなり自信

をもって話せたように思う。 

 

5. Nagarjan Post-Graduate Science College(Raipur) 

11月 3日、講堂、出席者約200名 

私は 11 月 1 日から 5 日まで、チャッティースガル州創設記念日の諸行事に州政府の公賓として招待されてい

たが、この機会を利用して、市内随一の名門校であるこのカレッジで講演をした。ヒンディー語地域に来たので、

以後ずっと(プネーの一大学とチャンディガルでの講演を除いて)ヒンディー語による講演が続くことになる。会

＜写真：Rabindra Bharati大学での歓迎 
中央：筆者＞ 
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場はカレッジだが、主催は州政府の高等教育局であり、公的なイベント

として開催された。ここでの講演で驚いたのは、予期しない所で拍手が

わいたことである。彼らに感動を与えた箇所は興味深いので、指摘する。

(1)安倍首相が慣例を破って、モディ首相を京都まで赴いて出迎えたこと。

(2)脱亞入欧論者の福沢諭吉の顔を1万円札で示したついでに、日本の紙

幣には政治家は描かれずに、文化人が描かれると述べたこと。(3)インド

国会で、8 月 6 日には、広島の原爆犠牲者の冥福を祈って黙とうを捧げ

ていること等であった。モディ首相の写真が登場しただけで拍手が湧い

たのには驚いた。この州がBJP政権だからだろうか。 

 

6. University of Delhi(Delhi) 

11月 6日、社会科学部東アジア研究学科教室、出席者約30名 

出席者には、日本語専攻の学生が多く関心のある学生が多かったように思う。アーメダーバード行のフライトに

間に合うために、90分で切り上げなければならず、余り集中できない講演となった。モディ政権誕生以降と日印

原子力協定調印という大事な項目に触れることができなかったのが残念だった。なお東アジアの地域研究をする

学科なので、もう少し関心をもつ人がいてもいいと思った。教員一人の参加というのも寂しかった。他の都市の

大学では、むしろ教員の積極的参加が印象的だったのだが。 

 

7. Gujarat University (Ahmadabad) 

11月 8日Senate Hall、出席者約500名 

前半の講演地で、最大のハイライトは東のコルカタと西のアーメダーバードだ。 

講演に先立って、11月 7日の夕刻に、市内の印日協会の本部でムケーシュ・パテール氏と会員たちから大歓迎を

受けた。安倍昭恵夫人も井戸兵庫県知事一行もここで歓迎されている。グジャラート州と兵庫県は相互の大地震

がきっかけで交流が始まり、2016 年に MOU に調印した。私は安倍昭恵夫人の記帳された横の頁に記帳した。

会員たちとメディアと約2時間以上も、冗談を交えてのフリートーキングを楽しんだ。H.A.パンディヤ・グジャ

ラート大学学長からは日本を発つ前から「700名の学生を連れて講演の拝聴に行く」という電話をもらっていた。

学長自ら電話というのは異例である。それは、チノイ駐日インド大使の母校がグジャラート大学であることから、

同大学での講演を強く私に勧めて下さり、学長にも連絡をとって下さっていたからである。つまり、この町での

熱い歓待はチノイ大使の影響力のおかげである。 

 グジャラート大学のSenate Hallは壮大で美麗である。試験中であ

るので700名は無理だったが、500名ほどの出席があった。これまで

で最大の出席者数である。ヒンディーの教員はもちろん、他の専門分

野の教員も多く聴きに来てくれた。最高潮に盛り上がった。 

講演会終了後には、親切な大学職員にガンディーナガルを案内して

もらった。さらに感動したことは、同大学の中央図書館の入り口に展

示されている「インド憲法の原本」に手を触れることができ、おまけ

にネルーやアンベドカル、パテール等の政治家の署名をこの目で確認

したことである。こういうエキサイティングな体験は、首都でもでき

ないらしい。 

 

8. Bhimrao Ambedkar College(Delhi) 

11月 10日、講堂、出席者約100名 

デリー大学付属のこのカレッジでは、東京外大で5年間ヒンディー語

を教えられたラーム・ドヴィヴェディー氏が教鞭をとっておられ、しば

しば日本に関するセミナーが催されている。2015年もここで別のテーマ

で講演したことがある。しかし、私単独の講演ではなく、他の複数の講

＜写真：Nagarjan Post-Graduate Science 
College(Raipur)での講演、右から2番目：筆者＞ 

＜写真：Gujarat大学での講演、500人が集まった＞ 

＜写真：Bhimrao Ambedkar Collegeでの講演＞ 
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師もおられるので、当然、私の発言の時間が短くなり満足のいく発表にはならない。おまけに頻繁に停電し、さ

んざんだった。先端州グジャラート州では停電は起こらない。大気汚染もデリーに比べるとぐっと少ない。グジ

ャラート大学での講演とこのカレッジでの講演の満足度には雲泥の差があった。もっとも、このカレッジの学生

も熱心に聴いてくれたことは間違いないが。 

後半は2月、3月合併号に続く 

 

1．内政 

【BJP】 

12月 20日 

 モディ首相は、ニューデリーで実施された BJP 議員の会合において、グジャラート州及びヒマチャル・プ

ラデシュ州議会選挙における勝利を「偉大な勝利」とし、2019 年下院総選挙に向けて、組織を強化し、若

いリーダーを育成すると呼びかけた。 

【コングレス党】 

12月 16日 

 ラーフル・ガンディー・コングレス党総裁が就任した。 

前総裁は母親のソニア・ガンディー。 

【ウッタル・プラデシュ州】 

12月 1日 

 11 月に 3 フェイズに分割して実施された州内各地の地方自治体選挙の開票が行われた。州政権を担うBJP

は、州内16の大都市のうち14の市長選挙で勝利する等、大勝した。 

【ジャンム・カシミール州】 

12月 2日 

 JK人民民主党（PDP）の党首選挙が実施され、メフブーバ党首（ジャンム・カシミール州首相）が勝利し、

2003年以降連続6期目を務めることとなった。 

【パンジャブ州】 

 12月 17日 

州内各地で地方自治体選挙が実施され、コングレス党が、パティアラ等 3つの大都市で勝利する等、大勝した。 

【グジャラート州】 

12月 18日 

 州議会選挙の開票が実施され、BJP が 99 議席を獲得し政権を維持した。コングレス党は 77 議席を獲得し

た。26日、ルパニ州首相（連続2期目）が就任宣誓を行った。 

【ヒマチャル・プラデシュ州 】 

12月 18日 

 州議会選挙の開票が実施された。BJPが 44議席を獲得し州政権を奪還した。 

12月 24日 

 BJP は、ヒマチャル・プラデシュ州議会議員 5 期目を務めるジャイラム・タークル州議会議員を州首相に

指名した。27日、タークル州首相が就任した 

【ラジャスタン州】 

12月 19日 

 州内各地で実施された地方自治体補欠選挙で、コングレス党が、44議席中33議席を獲得して勝利した。パ

イロット・コングレス党州部長は、選挙結果が人々の BJP への幻滅とコングレス党への信頼回復を示して

いると述べた。 

3. インドニュース(2017年 12月) 

News from India 
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2．経済 

【インド準備銀行による金融政策委員会会合の結果】 

12月 6日 

 インド準備銀行は、金融政策委員会会合を開催し、①政策金利（レポ・レート）を 6．0％で維持、②金融

政策に対する中立的なスタンスを維持、③今年度下半期のインフレ見通しを4．3～4．7％へ引上げ、④2017

年度の粗付加価値（GVA）見通しを6．7％のまま維持である点を公表。 

【スワミナサン博士がインドの「農業研究の象徴」賞を受賞】 

12月 10日 

 著名なインド人農業科学者であるスワミナサン博士がインドの「農業研究の象徴」賞を受賞。受賞式ではヴ

ェンカイヤ・ナイドゥ副大統領が右賞を同教授に授与した。受賞式においてヴェンカイヤ・ナイドゥ副大統

領は、「スワミナサン博士は、農業研究がいかに農民の生活に変容をもたらすかを示した偉大な科学者であ

り'生きる伝説’（a living legend)である。」と賞賛した。 

【国際収支の発表】 

12月 13日 

 インド準備銀行（RBI）は、2017 年度第 2 四半期（2017 年 7～9 月）の国際収支を発表。主な数値は以下

のとおり。 

 経常収支 

経常収支赤字は▲72億ドル、対GDP比 1．2％となり、前年同期（▲34億ドル、対GDP比 0．6％）と比べ

ると赤字幅が拡大したが、前四半期（▲150億ドル、対GDP比 2．5％）と比べると大きく改善した。 

 貿易収支 

 貿易赤字は▲328億ドルとなり、前年同期（▲256億ドル）と比べると赤字幅が拡大したが、前四半期（▲420

億ドル）と比べると改善した。貿易収支については、工業製品において輸出よりも輸入の増加幅が大きいことに

よって、高水準の貿易赤字が発生している。 

 サービス収支 

 サービス収支黒字は256億ドルとなった。ソフトウェアサービスや観光分野での純収益の増加を背景に、前年

同期（222億ドル）から13．1％の増加となった。但し、前四半期（270億ドル）からは黒字幅が縮小した。 

 海外直接投資 

 海外直接投資の純流入額は124億ドルとなり、前年同期（169億ドル）よりも低い水準となったが、前四半期

（72億ドル）からは拡大した。 

 外貨準備高 

 外貨準備高は95億ドルの増加となり、前年同期の増加分（85億ドル）からは拡大したが、前四半期の増加分

（114億ドル）と比べると縮小した。 

【電化製品の輸入関税引上げ】 

12月 16日 

 インド政府は、海外からの供給を抑制して国内製造を促進するため、携帯電話、テレビ受像器、デジタルカ

メラ及び電子レンジなどの電化製品の輸入関税を引上げた。引上幅は、5～10％となる。 

 今回、基本関税の税率が引上げられた製品に関し、主なものは以下のとおり（2017年 12月 14日より有効）。 

品目 旧税率 新税率 

携帯電話 10％ 15％ 

テレビ受像器 10％ 20％ 

電子レンジ 10％ 20％ 

ネットワークカメラ 10％ 15％ 

LED電気 10％ 20％ 

スマートメーター 10％ 15％ 

テレビ用のLEDパネル等 0％ 7.5％ 

デジタルカメラ等 10％ 15％ 



 

 

9 

 

 

3．外交 

【印米関係】 

12月 1日 

 訪印中のオバマ米前大統領はモディ首相と会談したほか、第 15 回ヒンドゥスタン・タイムズ・リーダーシ

ップ・サミット及びオバマ財団主催のタウンホール・イベントで演説を行った。 

12月 2日 

 モディ首相は、トランプ米大統領と電話会談を行い、両首脳は、11 月 28 日～30 日に米印共催で実施され

た世界起業サミットにいついて満足の意を表した 

【印イラン関係】 

12月 2日 

 スワラージ外相はソチで実施されたSCO 首脳会議からの帰路でイランに立ち寄り、ザリーフ・イラン外務

大臣開催の昼食会ミーティングが行われた。 

【印中関係】 

12月 10日－12日 

 王毅中国外交部長が訪印し、中印露外相会合に参加したほか、コヴィンド大統領の表敬及びスワラージ外相

と会談した。 

12月 22日 

 ドヴァル国家安全保障担当補佐官（インド側国境問題特別代表）からの招待を受け、楊潔チ国務委員（中国

側国境問題特別代表）が訪印し、第20回中印国境問題特別代表会合及びモディ首相表敬を行った 

【印露関係】 

12月 10日－11日 

 ラヴロフ露外務大臣が訪印し、中印露外相会合外相会合に参加したほか、コヴィンド大統領の表敬及びスワ

ラージ外相と会談した。 

12月 23日 

 ロゴジン露副首相が訪印し、スワラージ外相と共に、貿易、経済、科学、技術・文化協力に関する印露政府

間委員会（IRIGC-TEC）の共同議長を務めたほか、モディ首相を表敬した。 

【第15回中印露外相会合】 

12月 11日 

 スワラージ外相は、王毅中国外交部長及びラヴロフ露外務大臣との間で中印露外相会合をニューデリーで主

催、中印露関係の他、国連改革、各種国際枠組、テロ、北朝鮮、海洋、独自制裁、連結性等、幅広い国際的

課題を内容とする共同コミュニケを発出した。 

【第1回印豪「2＋2」外務・国防次官協議】 

12月 12日 

 ジャイシャンカル外務次官及びミトラ国防次官は、アダムソン豪外務・貿易省次官及びモリアーティ豪国防

次官と共に、印豪「2＋2」外務・国防次官協議をニューデリーで実施した。 

【第4回日豪印次官協議】 

12月 13日 

 ジャイシャンカル外務次官は、アダムソン豪外務・貿易省次官及び杉山外務次官との間で、第4回日豪印次

官協議をデリーにおいて主催した（詳細は「今月の注目点」参照）。 
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4．日印関係 

【堀井巌外務大臣政務官のコルカタ訪問】 

12月 8～9日 

 堀井巌政務官はヴィクトリア記念堂において、日印友好交流年を記念して開催される国際交流基金巡回展「映

像と物質 版画の1970年代・日本」の開会式に出席した他、日系企業関係者との間で、日系企業進出の現

状やコルカタ経済情勢等について意見交換を行った。 

【杉山外務事務次官とジャイシャンカル・インド外務次官との会談】 

12月 12日 

 インドのニューデリーにおいて、杉山外務事務次官とジャイシャンカル外務次官の間で会談を実施。両次官

は、本年9月の安倍総理大臣のインド訪問、11月のマニラでの日印首脳会談の成果を踏まえ、 US－2、連

結性、人的交流等、日・インド二国間の主要課題、さらに「自由で開かれたインド太平洋戦略」を含むグロ

ーバルな課題や、北朝鮮を含む地域情勢について幅広く意見交換を行った。  

 

 

 

今月の注目点： 第4回日豪印次官協議 

12月 13日（現地時間同日）、インドのニューデリーにおいて杉山晋輔外務事務次官、フランシス・アダムソ

ン・オーストラリア外務・貿易省次官（Ms. Frances Adamson, Secretary of the Department of Foreign Affairs 

and Trade of Australia）及びジャイシャンカル・インド外務次官（Dr.S. Jaishankar, Foreign Secretary Ministry 

of External Affairs of India）との間で、第 4回日豪印次官協議が開催され、基本的価値と戦略的利益を共有す

る日豪印で、インド太平洋における法の支配に基づく自由で開かれた秩序の確保に向けて協力していくことで

一致した。 

三次官は、北朝鮮や海洋安全保障を含むインド太平洋地域の戦略環境に関する意見交換を実施し、日豪印の

連携を確認しました。また、三次官は、日豪印の今後の更なる協力の可能性に関して議論した。 

 

【印外務省プレスリリース（13日付）】 

（1）12月 13日、ジャイシャンカル外務次官は、アダムソン豪外務・貿易省次官及び杉山外務次官との間で、

第 4回日豪印次官協議をデリーにおいて主催した。 

（2）三者は、インド太平洋地域における三国の関心の高まる収斂をハイライトし、同地域における平和、民主

主義、経済成長及びルールに基づく秩序への共通のコミットメントを強調した。また、インド太平洋地域での

政治・安全保障アーキテクチャーにおけるASEANの中心性への支持を強調した。 

（3）三者は、海洋安全保障、海洋状況把握及び災害対応能力における更なる連携の必要性を強調した。また、

あらゆる形態のテロの惨劇との戦いへの決意を新たにし、対テロにおける更なる協力の必要性を強調した。地

域における連結性を強化することについても協議を行った。 

（4）三国は、この重要な協議メカニズムの定例協議を歓迎した。杉山次官は、次回協議を東京にて主催する旨

提案した。 
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＝◇ 最近のイベント ◇＝ 

 絵本「もったいないばあさん」インドでも出版決定！ 

デリーにあるインド最大の政府系出版社NBT(ナショナル・ブック・トラスト)が日本の出版社と出版契約を結

び、人気絵本「もったいないばあさん」（真珠まりこ著）を出版する。日本の出版社としてはインドでの出版契約

は初めての快挙で、契約が成立するまでにじつに1年 4ヵ月を要したそうだ。古賀義章氏（個人会員、講談社海

外事業戦略部担当部長）によれば「契約まで大変な難事業であった」が、著者の真珠まりこさんからも早速、祝

意と謝意が伝えられたそうだ。 

「もったいばあさん」という日本の絵本を英語・ヒンディー語のバイリンガルで出版する計画は、昨年9月の

ナマステ・インディアの日印協会主催講演会で古賀氏が講演し、講演要旨は本誌 10 月号に掲載。これがいよい

よ 1月に出版されることになる。 

モディ首相が率先垂範して進めている“クリーン・インディア”はカースト制度が足枷となって遅々として進

まないという見方もあるが、最近インドでは若者たち

を中心に大いに意識改革が進んでおり、目に見えて変

化が表れているとも言われる。しかしながら、広大な

インドで更に効果を上げるには底辺から意識改革をし

なければならないと考えた古賀氏は、将来を担う子供

たちから変えていこうと、「もったいないばあさん」の

絵本の読み聞かせキャラバンをインド各地で展開して

きた。それをもっと強力に押し進めようと日印協力し

て、「もったいないばあさん」の出版につながった。な

お、今後、リサイクルをテーマにした「もったいない

ばあさん まほうのくにへ」、食べ物をテーマにした 

「もったいないばあさん いただきます」の2冊も

インドで出版されることが決まった。さらには、英語、

ヒンディー語以外に、タミル語など 11 言語でも出版

契約が決まっている。 

（報告者：日印協会参与 宮原豊）

4. イベント紹介 

Japan-India Events 

＜写真：サイン済みの契約書を手にNBTの編集者に囲まれて、
右から2番目が古賀氏。その左隣のVikram 氏（中央）と何度も交
渉。初の試み故の困難を、左から2番目のPanda氏が間に入り、
日印の架け橋となるこのプログラムをようやく実現したという＞ 



 

 

12 

 

 

 

 ＜様々なインド＞第42回を開催いたしました 

2017年 12月 12日（火）当協会事務局にて、インド、プネーで日

印関係フリーアドバイザーなどを務める磯貝富夫氏（元シャープ・

インド社社長等を務める）に『日本にはインドしかない！日本の将

来のためになすべきこと―グローバル人材になるための 11ヶ条―』

と題し、ご講演いただきました。会員、非会員含め 20名程の方が磯

貝氏の熱い講演に耳を傾けました。 

今回の講演では、海外でのビジネス経験の長い磯貝氏が実地経験

で学んだ、世界で通用する心構えと異文化を理解するための行動指

針を解説。その中でも、独特な文化を持つインド人と、とことん付き合いながら現地で活躍する同氏の、優れた

洞察から得られるインド人との付き合い方の注意点には、苦笑と同時に大きな頷きがおこりました。超高齢化社

会を迎えた日本は、インド人高学歴若年層を積極的に受け入れ、2050年に人口ボーナス期を迎えるインドとタッ

グを組めば最強であると説きました。なぜインドなのかというと、日本と多くの文化を共有するインドは信頼で

きる相手であるとし、豊かなインドの文化を受け入れ、学ぶことは、日本の未来を明るくするとの展望を示しま

した。最後に、「インドの IT人材にとって日本はなぜ魅力的ではないのか」など、会場にいらしたインドの方も

巻き込んで多くの活発な質疑応答がなされました。日印間のビジネスは文化への理解の浅さや、利害も関係して

くるためにぎくしゃくしがちで、インドビジネスを敬遠する日本企業も少なくない。しかし、学生同士の付き合

いならば利害関係がなく、深い友情が生まれる。友情で繋がった相手とならばビジネスも上手くいくであろう、

という独自の発想をベースに、磯貝氏は日印の学生同士の交流にも熱を入れています。今講演会は、日印双方の

未来を真剣に考える磯貝氏だからこそ出来る、熱のこもった大変実りあるものになりました。 

 

＝◇ 今後のイベント ◇＝ 

 
♪日印協会会員 交流会開催のお知らせ♪ 

 

2月23日（金）に交流会を開催致します。今回の交流会は、マハラジャ丸の内店にて行います。 

日 時：2018年2月23日(金) 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(飲物代込み)：  4,000円  

締め切り：2月16日（金）  定  員：60名(先着順)       

 

お申し込みお待ちしております！ 

詳細は同封のチラシをご覧いただくか、事務局までお問い合わせ下さい。 

 

 

स्वादिष्ट है! 
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インドを語る集い＜様々なインド＞第 43回 

「グリーン・ファーザー杉山龍丸がインドに遺した軌跡」 

 

ガンディー翁の後継者たちとともにインド緑化に取り組みインド人から“グリーン・ファーザー”と称される

杉山龍丸氏は日本では「知る人ぞ知る」、日本人よりはむしろインド人の間にその名が伝えられているようです。

龍丸氏は祖父・茂丸氏の「中村屋のボース」との奇縁もあり、深くインドの緑化運動に関わりました。龍丸氏は

作家・夢野久作の長男です。龍丸氏の子息が「夢野久作と杉山 3 代研究会」（東京大会）のために上京されるの

を機に講演いただきます。 

講演内容（予定）： 

1. ラース・ビハーリ・ボースとの出会い 

2. 祖父と父から託されたアジアへの想い 

3. インド人青年との出会い 

4. 初めてのインド 

5. 飢餓に向き合う 

6. 緑化の夢 

 

演 題：「グリーン・ファーザー杉山龍丸がインドに遺した軌跡」 

〜杉山家のラス・ビバリ・ボースからインド緑化までのインドとの関わり～ 

講  師：杉山満丸氏 (福岡県在住、龍丸氏の子息) 

主  催：公益財団法人 日印協会 

日  時：2018年 3月 16日（金）18:00～19:30 

 

 

 

 

 

§『現代インド・フォーラム』2018年冬季号 No.36 

 

日印協会会員に1月 5日にメール配信致しました。 

協会HPには1月19日にアップ致しました。次のURLにてご覧いただけます。 

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

 

今号では、“インド経済の最新動向”を特集しました。 

1. GSTの導入とインド経済の展望 

小島 眞（拓殖大学 名誉教授）  

2.  人材育成と雇用創出 ―インドの新たな挑戦― 

         木曽 順子（フェリス女学院大学 国際交流学部 教授） 

3.  インド製薬産業の挑戦 ―バイオシミラー市場への参入― 

          上池 あつ子（神戸大学経済経営研究所 学術研究員） 

 

5. 新刊書紹介 
Books Review 
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§『汗と涙と煩悩のチベット・ネパール・インド絵日記』 

著者：安樂 瑛子 

発行: 書肆侃侃房 

定価: 本体 1,600円＋税   ISBN978-4-86385-288-4 

 

チベットの自然や仏教をモチーフにした作品を製作する著者が、チベット、ネ

パール、インドをめぐるチベット文化圏を、スケッチブックとペンを持って旅を

しました。バックパッカーのような過酷な旅をしなくても、こんなに面白おかし

い楽しい旅ができる！普通の著者が普通の旅をした、超普通でない旅行ガイドブ

ック。カラフルなイラストと、独特の目線で切り取った独特の世界観は、じわっ

と笑いを誘いくせになります。 

それぞれの地域の基本情報も載っており、意外に重要な「停電」、「トイレ紙」、

「お湯」事情などは、旅行ガイドにはない丁寧さで、大変ためになります。 

 

 

§『ひとり歩きの会話集㉗ ヒンディー語』 

企画 編集： JTBパブリッシング 海外情報部 

発行: JTBパブリッシング 

定価: 本体 1,300円＋税   ISBN978-4-533-07637-4 

 

基本表現、入国、出国、移動する、泊まる、食べる、エンターテイメント、観

光する、ショッピング、トラブル、電話・通信など、様々な場面ごとのセクショ

ンに分かれ、とっさの時でも引きやすい構成になっています。文庫サイズで軽い

ので、ポケットに入れて持ち運びもでき、心強い旅のお供になります。英語とヒ

ンディー語双方の表現があり、ヒンディー語にはフリガナがふってあるので初心

者でも発音の心配がありません！様々な移動手段や食べ物、お土産やエンターテ

イメントの種類がイラストや写真付で一目瞭然。日本では見慣れないインドの標

識の解説までついて、至れり尽くせりです。 

見ているだけでも楽しい、困った時の頼みの綱！旅のお供に是非！ 
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〈次回の『月刊インド』の発送日〉 

 次回発送は、2018年 2月16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> 

世界中で進むキャッシュレス化の動き、その先陣を切るのは北欧諸国と中国である。スウェーデンにおいて、店頭での現金

のやり取りはもはや20％程しかない（国際標準は75％）。たとえ現金を持っていてもバスにも乗ることができないほどのキャ

ッシュレス社会である。小さな露天商から、雑誌を手売りするホームレスにまでその波は浸透しており、驚くほどに境界は存

在しない。 

中国では、1990年代に日本の自動車部品メーカー、デンソーが開発した「QR（Quick Response）コード」（バーコードよ

り情報量が多く、読み取りにかかる時間が大幅に削減されたコード）が威力を発揮し、Apple Payやクレジットカードなどを

差し置いてトップを独走中だそうだ。スマートフォンさえあれば決済が可能なQR コードを使用した決算方法は、店側の負担

が少なく小規模経営者に人気で、アフリカでは2016年に、インドでは2017年2月に IndiaQRが発表され、新たなデジタル

決算方法として流通している。 

北欧諸国でのキャッシュレス化の浸透は、政府や社会への信頼が国民的に高いという文化的な

側面もあるが、スウェーデンではその他の要因も影響している。それは、2010 年に行われた通

貨の刷新である。インドでも、限定的ではあるが2016年11月に、高額紙幣の廃止と新たな2,000Rs、

500Rs紙幣の発行が実施された。この際に生じた混沌とした状況は皆様の記憶にも新しいと思う

が、インドはこの時にキャッシュレス社会への第一歩を踏み出したと言ってもよさそうだ。傍で

見ていても思うが、インド人のデジタルデバイスへの依存度は高い。日本人が何となく持ってい

る、「どこかデジタルは信用ならぬ」的メンタリティーは微塵もない。「便利なものは何でも使う」

メンタリティーは、今後インドのキャッシュレス化を一層加速させるだろう。そんな予感で胸は

いっぱいである。       (玉岡 善美) 

  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。 
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6. 掲示板 

Notice 

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)  

 

＜2016年、インドでの高額紙幣廃止で 
銀行に並ぶ人々＞ 

＜日印協会HP 
のQRコード 
お試しあれ！＞ 


