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１．当協会をめぐる最近の事情
105 年目を迎えた当協会は、皆様のご支援のお陰で、人的･財政的基盤が少しずつ強化されてまいり
ました。この機会に皆様に感謝申し上げるとともに、当協会をめぐる最近の事情についてお知らせし
たいと存じます。
当『月刊インド』は昨年の模様替え以来好評を博してまいりましたが、本号からは、インドの政治･
経済･社会に関するニュースを簡潔に取り纏めた｢月間インド･ニュース｣の頁を新設して、皆様に最新
のニュースをお届けすることにしました。
なお、これまで外務省の委託により四半期ごとに発行してきました『インド季報』は、外務省が従
来のように日印協会より 200 部近くを纏めて購入、内外のインド関係者に配布することが諸般の情勢
からできなくなり、当協会との契約は今年度の 1-3 月号を最後に打ち切られました。4-6 月号につい
ては当協会で発行し、内外の関係者には従来通りお送りいたしますが、これを最後として『インド季
報』は廃刊とせざるを得なくなりました。
これに代わる季刊誌については、各方面の学者、研究者、実務者の皆様から執筆のご協力が得られ
るようであれば、新たに当協会の直轄で編集･発行する方向で検討したいと考えております。
懸案でありました当協会のホームページの全面的改訂･強化につきましては、何とかこの秋には実現
できるものと考えております。いずれはホームページが皆様方の意見･情報の交換の場となることを企
図しております。
日印関係は円滑に発展しておりますが、本年中には、マンモハン･シン首相が訪日する予定です。当
協会も、歓迎のために何が出来るか外務省や日印議員連盟などと検討したいと考えています。
12 月 1 日からは、一昨年 5 月に成立した公益法人制度改革関連 3 法(以下、新公益法人法) が施行
され、現在二万以上に及ぶ全国の財団法人、社団法人は、公益法人として存続する為には、すべて新
たに認可を受けることになります。当協会も、同じです。詳細は省きますが、そのためには、公益活
動の比重を高めるとともに資産と事業予算の適正なバランスを確保すること、理事会及び評議員会は
理事及び評議員が自ら出席する必要が生ずること(すなわち、代理出席や委任状出席は新法では認めら
れなくなる)から人数の縮小とそれに伴う改選を行うこと、それに伴い定款を改定することなどが必要
となります。評議員会は理事を選任する権限を持ち、理事会の上に置かれることになります。評議員
や理事は、しかるべき人格識見のほか、協会の運営により密接に関与し、評議員会や理事会に可能な
限り自ら出席する意思をお持ちいただく必要があります。当協会としては、財政･経理を新法に合わせ
るとともに、理事･評議員の定数減と新規選任などを行って要件を整えた上で、来年半ばごろには、新
公益法人としての認可を内閣府または東京都庁(どちらになるかは未定)に申請することを想定してお
ります。新公益法人法は、公益法人を隠れ蓑にして営利活動を行ってきた法人や天下りなどの為の官
製法人に対し、特に厳しい審査を行いますが、我々のようなオーソドックスな公益法人についても甘
い審査は期待できません。当協会は、その活動内容、長い赫々たる歴史と実績により、認可は問題な
いと考えますが、活動内容や形式要件はきちんと整備する必要があります。その上で認可されますと、
当協会への会費についての税の軽減や寄付金への免税などが可能となります。今後、認可申請に至る
までに所要の措置をとってまいりますので、皆様のご理解を得たいと存じます。
8 月末現在で、当協会の法人会員は 87 社、個人会員は 408 人となり、長年にわたり続いた赤字状態
を脱しました。特に法人会員は、関係幹部が努力した結果、この 1 年間で 50 社近くが復帰ないし新規
加盟していただきました。ここにあらためて、関係企業に対し感謝申し上げます。しかし、インドと
の関係で当協会の法人会員になっていただいてもよいと思われる企業は、多数散見されます。これら
企業にも我々の仲間になっていただくよう、皆様のご協力をいただければ幸甚と考えます。
協会の事務局は、理事長の私と菊池龍三事務局長(常務理事)、原佑二常務理事、長田絹代が円滑な
チームを組んできたほか、ここ数週間以来、新たに青山鑛一、阪元久子、渡邊恭子の三人のスタッフ
が支えてくれております。いずれも、ボランティア精神で勤務しております。
なお、現在の日印関係の主要課題に関しましては、さる 9 月 2 日に当協会が主催したセミナーで私
が行った講演の要約を本号に掲載しましたので、これをもってご報告に代えたいと存じます。
理事長
平林 博
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２．日印間の五大重要課題

平林理事長講演抄録

当協会主催、日印経済委員会後援のセミナーが、去る 9 月 2 日(火)に東京丸の内の東商ホールで開催さ
れました。当協会理事長の平林博より｢日印関係―五つの重要課題｣と題して、続いてタタ･グループ日本代
表兼インド工業連盟(CII)日本代表で当協会会員でもある徳原綱男氏より
｢私とインド｣というテーマでお話をいただきました。夏休み明けの多忙な時
期にも拘らず、会員･会員企業の方々を中心に約 130 名の方々にご参加いた
だき有難う御座いました。二人の演者の熱の篭ったお話のあと質疑応答も活
発に行われ、多くの参加者が最後まで熱心に聴かれていたのが印象的でした。
平林理事長
徳原綱雄氏
（写真は鹿子木理事提供）
下記は、平林理事長が、当日セミナー会場で使用したパワーポイントの資料を『月刊インド』の読者の
ために講演抄録として取りまとめたものです。

｢日印関係―五つの重要課題｣マンモハン･シン首相訪日を控えて
本日は、日印協会主催の講演会においで頂きまことにありがとうございます。
私は、日印両国間で懸案となっている重要問題につき現状と見通しを述べたいと思います。わかりやす
くするためにパワーポイントで作成した資料(以下 PP)を使います。

日印・五大重要課題
１．インド貨物専用鉄道（ＤＦＣ）建設計画と日本の協力
２．デリー・ムンバイ産業大動脈計画と日本の協力
３．日印ＥＰＡ（経済連携協定）締結

五つの課題は、資料 1 の通りです。
なお、マンモハン･シン首相の訪日は 10 月に
予定されていましたが、福田首相が辞任し、新
内閣成立は 9 月 22 日頃の自民党総裁選挙の後に
なりますので、シン首相の訪日が予定通りにで
きるかどうか、流動的になりました。

４．米印原子力協力協定と日本の対応
５．気候変動問題でのインドの責任と日本の協力

〈資料１〉
2

１．インド貨物専用鉄道(Dedicated Freight Corridor, 以下 DFC)建設計画
これは、資料 2･3 にあるように、デリー･ムンバイ間(西回廊)およびデリー･コルカタ間(東回廊)に、貨
物専用の新線を建設する計画です。資料 2 にあるように、インド経済は急速に発展していますが、現在の
旅客と貨物併用の鉄道では、物流の需要に間に合いません。そこでインド政府は、最も重要な二つの路線
から始めて貨物の専用線を建設する計画です。わが国に対しても技術と資金面での協力要請があり、日本
政府は、日本企業の主要な投資先でもある西回廊について協力することになりました。JICA が昨年 10 月
に完成し両国政府に提出した開発調査(FS)に基づいて、現在、インド政府は JICA の協力を受けて、各種の
実証試験を行っています。
日本政府は、ODA の原則である環境重視の観点から、ジーゼル機関車よりは電気機関車による輸送を主
張してきましたが、内部で意見が対立していたインド側も、最終的に電化とすることで了承したようです。
すでに、東回廊は電化されていますし、西回廊も一部ですが電化されていますので、全体を整合性のある
システムにするためにも、環境重視のためにも電化は当然の結論だと思います。
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デリー

インド貨物専用鉄道建設計画
西回廊

・急速な経済成長に伴う物流の急増（年率１５～
１８％増）
→インド貨物輸送力は逼迫
・デリー・ムンバイ間、デリー・コルカタ間
（総延長２，８００ｋｍ、全インド貨物輸送の
約６５％）における貨物輸送力の強化計画
・技術面・経済面・資金面等からの妥当性と
実現可能性を検証
→ＪＩＣＡが開発調査（フィージビリティ
スタディ）を実施（平成19年10月終了）
・現在、ＪＩＣＡが協力して実証試験を実施中

東回廊

コルカタ

インド黄金の四角形
ムンバイ

4

3

(外務省資料より作成）

〈資料 2〉
〈資料 3〉
今後は、実証実験の結果を踏まえて、資金協力などの具体策に入ります。日本の資金協力は、国際協力
銀行(10 月に JICA に統合される)の STEP 円借款となりますので、日本企業からの調達は最低でも 30％は確
保されます。日本の機関車などの輸出につながる大事なプロジェクトです。

２．デリー･ムンバイ産業大動脈(D－M Industrial Corridor、以下 DMIC)構想
これは、北西インドの 6 州にまたがる経済上もっとも重要な地域に、計 22 の工業団地などのクラスター
(産業集合地域)を建設する計画です。(資料 4･5･6 参照)
Haryana 2
Haryana

デリー・ムンバイ産業大動脈構想
• 貨物専用線の左右１５０km以内
• ６州をカバー
ウッタル・プラデッシ（UP)
ハリアナ（HR)
ラジャスタン（RJ)
グジャラート（GJ)
マディア・プラデッシ（MP)
マハラシュトラ（MH)
・国土の１３．８％（４３万６千
㎡）

1
Dadri

3

1

3

• 全人口の１７％
（１．７億人）が居住

4

Rajasthan

4

2

Uttar
Pradesh

○

5
7
6

• 農業生産の５０％
輸出額の６０％
直接投資額の５２％

Gujarat

インベストメン
ト・リージョン

13
14
6

9

8
9
10

Madhya
Pradesh

10

5
7
8

200ｋ㎡

Maharashtra

○

１００ｋ㎡

インダストリア
ル・エリア

J.N.Port
12
5

11

6

（経産省、インド工業省資料
より作成）

〈資料 4〉

貨物専用鉄道

〈資料 5〉

インベストメント・リージョン (２００km2以上)

デリー・ムンバイ産業大動脈構想

DFC 建設計画と連動しており、クラスターは、DFC
の両側 150ｋｍの範囲内に、各州 6 つ程度の割り当て
で建設される予定です。各クラスターに出来る施設
は、前掲の資料の通りです。クラスターは、大規模
なインベストメント･リージョンとそれよりは小さ
いインダストリアル･エリアの 2 種類があります。下
の資料にありますように、すでにインド側では、DMIC
開発公社を去る 1 月に設立しています。
インダストリアル・エリア (１００km2以上)

経緯と今後の予定
２００６．１２

カマル・ナート商工大臣訪日
甘利 明 経産大臣から提案、両大臣合意
０６．１２
小泉・シン両首相、プロジェクト推進で合意
２００７．５以降 次官級タスクフォース(日本側・経産審議官、
インド側・工業次官でコンセプト・ペーパー等の協議）
０７．６－７ 甘利大臣訪印
０７．８－
安倍晋三総理大臣訪印
０７．９
インド側でDMIC運営委員会設立（関係各省大臣、州
首相など）
２００８．１
インド側でDMIC開発公社設立(ｼｬﾝｶｰﾙ工業次官が取締
役会長）
？
インド側マスタープラン完成
？
PPPにより特別目的会社（SPV, 複数）設立

〈資料 6〉

（経済産業省資料より作成）
8

今後は、日本側と協議しながらインド側でマスタープランを完成させ、PPP(Public Private Partnership)
方式によって複数の特別目的会社を設立する段取りとなります。その間、プロジェクト推進のための基金
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も設けられる予定です。ここにも日本の資金協力の要請があるかと思われます。DMIC を見越して、日本企
業は、この地域への投資を実現ないし構想するところが多いようです。

３．日印経済連携協定(Economic Partnership Agreement,

以下 EPA)

これは、日印間に単にモノの貿易のみならず、サービス、貿易、投資、知的所有権、人の移動などの広
範にわたって交流をスムーズにするための協定で、日本もインドも多くの国々と締結ないし交渉中です。
EPA の経緯、交渉の基本原則や対象分野は資料 7･8 の通りです。

日印ＥＰＡ協定締結交渉

日印ＥＰＡー経緯
2004年11月

日印首脳会談（小泉・シン両首相）

ＥＰＡ／ＦＴＡの可能性を含め、日印経済関係を包括的に協議する
ため「日印共同研究会（ＪＳＧ）」立ち上げに合意。

２００６年７月

日印首脳会談（小泉・シン両首相）

ＪＳＪは、ＥＰＡ交渉開始を勧告。2006年7月の首脳会談にて両国首脳に共同研
究会報告書を提出。

2006年12月

シン首相訪日（小泉・シン両首相）

日印ＥＰＡ交渉開始を決定。交渉は、２年以内の妥結を目指す。
（外務省資料）
1

（１）基本原則
●WTO整合的な二国間の物品・サービス貿易や投資の自由化の促進に資す
るものであること。
●双方のセンシティブ分野に配慮し、建設的かつ柔軟性をもった交渉とする。
●約2年間のうち可能な限り早期に実質的な妥結に至るよう努めること、等。
（２）対象分野
●物品の貿易（市場アクセス、原産地規則、一般ルール、税関手続）
●投資
●サービス貿易
●知的財産
●ビジネス環境整備
●協力
●その他双方関心分野（注：その後の協議により、競争、政府調達、非関税措
置を交渉の分野に加えている。）
（３）交渉体制
●首席代表は、外務審議官（日本）、商業次官（インド）
●交渉は原則として2ヶ月に1度、日印交互に開催。
11
(外務省資料）

〈資料 7〉
〈資料 8〉
マンモハン･シン首相の時期訪日の際に、大筋の合意が出来るよう、両国関係者が鋭意交渉中です。関税
の削減ないし撤廃を含めた貿易問題ではほぼめどがつき、投資についても条約案をつきあわせながら交渉
中で確定した部分が多いようです。専門家の受け入れ、たとえばインドからの IT エンジニアなどの受け入
れについても、鋭意交渉中です。
WTO 交渉が頓挫している傍ら、アジア太平洋諸国はお互いに EPA ないし FTA(貿易の自由化に限った協定)
の締結を促進していますので、日本とインドの EPA の早期締結が望まれます。

４．対インド原子力協力問題

米印原子力協力協定
原則合意（２００6年3月）
印の主なコミットメント
①印は２００６年から２０１４年までの間に、稼働中又は建設中の２２基の原子炉のうち
１４基を段階的に ＩＡ ＥＡ保障措置の下に置く。
②保障措置の対象となる原子炉の特定は、専ら印の判断で行われる。
③保障措置は永続的なものとなる。
④既存のプロトタイプ及び実験用の高速増殖炉は保障措置の対象外。
⑤将来建設される全ての民生用の熱中性子炉及び民生用の高速増殖炉は保障措
置の下に置かれる。（ただし、原子炉が民生用か否かは印の判断によって決定さ
れる。）
⑥印仕様の保障措置(India-specific safeguards) は、今後、印とＩＡＥＡとの間で交
渉する。
米国のコミット
印への完全な民生用原子力協力を行うために、下記にコミット
・ 関連する米国内法の改正
・ ＮＳＧガイドラインとの調整について合意を追求
(外務省資料）
22
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本件は、米国とインドの間で、2005
年 7 月に、米国からインドへの民生用原
子力協力の基本合意がなされたことに
端を発します。両国にとっての意義は、
｢インド経済の成長と温暖化対策の両
立｣の点は共通しますが、インドにおい
ては、NPT に加盟しないままで｢事実上
の核保有国｣との扱いを受けるというメ
リットがあり、また、米国側には、中国
などを意識した戦略的な配慮や原子力
ビジネスの思惑などがあると思われま
す。
〈資料 9〉

米印原子力協力協定
米印原子力平和的利用協力協定（２００７年７月）
・平和的利用について明記。協定の下で移転された核物質等の軍事目的使用
禁止
・印は、移転された核物質等を永続的にＩＡＥＡ保障措置下に置くコミット
米は、印への核燃料供給保証にコミット
・機微技術（濃縮・再処理・重水関連）の移転には協定改正が必要
・移転された核物質の再処理については、別途の取決めと手続が必要
再処理は、印が新たに設置し、ＩＡＥＡ保障措置下に置かれる再処理施設
にお
いてのみ可能
・両国間の協議を経た上での協力停止・返還請求権を規定
（外務省資料より作成）
26

合意の内容は、資料 9･10 の通りで、
2007 年 7 月には正式の協定として署名
されました。
核不拡散条約(NPT)に非加盟のインド
は、1974 年に続いて 1998 年に核実験を
行い、核爆弾の所有をはっきりと宣言し
ました。他方、経済成長を遂げるインド
としては、何よりも電力が必要でありま
すが、水力発電は環境破壊などもありこ
れ以上難しい情勢です。現在、電力の多
くは石炭発電に依存していますが、温暖
化を含めた環境への影響は相当のマイ
ナスです。
〈資料 10〉

さらに、石油や天然ガスは、価格の上昇が著しく、輸入に頼るインドとしては多くを期待できません。ま
た、数十年後には枯渇します。地球温暖化対策、化石燃料対策の点からは、原子力発電が良いわけです。
インドとしては、自力で原子力発電所の建設は出来ないことはないのですが、世界的なレベルの技術、資
機材を利用したいわけです。また、核燃料も必要となります。
しかし、不拡散体制を重視する各国のうち技術、資機材、燃料などを供給できる 45 カ国は、核供給グル
ープ(Nuclear Suppliers Group, 以下 NSG)を設立し、NPT に加盟していない国にこのような技術や資機材
の輸出を認めないこととしています。仮に認める場合には、国際原子力機関(IAEA)の完全査察(すべての核
施設の査察)を要求してきました。
然るに、米印協定では、インド側の強い抵抗を受けて、インドに現存する 22 の原子力施設のうち 8 の軍
事用施設への査察は、IAEA が行えないことになっています。
正式の米印原子力協力協定は 2007 年 7 月に署名されましたが、これが実効性を持つためには、米国も加
盟する NSG において、コンセンサス(全会一致)で、NPT に加盟していないインドを特別に例外扱いをする
ことが認められなければなりません。この協定は、米国の議会の批准を得なければ発効しませんが、米国
議会は、その前に、インドと IAEA との間で査察協定(正式には保障措置協定とも言う)が結ばれ、その保障
措置協定が IAEA 理事会によって承認されること、次いで NSG の承認を得ることを条件としています。つま
り 3 つにハードルがあるのです。資料 11 をご覧ください。

米印合意の国際的承認
（外務省資料より作成）

米国内法の改正
（２００６．１２）

米印原子力平和的利用
協力協定書名
（２００７．７）
米国議会による批准
（ ？ ）

印における軍民分離
１４軍事用原子炉のＩＡＥＡ保
障措置適用決定
（２００６．３）

印・ＩＡＥＡ保障措置協定
ＩＡＥＡ特別理事会で承認
（２００８．８）

ＮＳＧに於ける印の例外化
27
( ？ ）

インドと IAEA の保障措置協定は、IAEA 理事会(日
本も理事国)によって先月 8 月に承認されました。
これを受けて、NSG は 8 月下旬に総会を開きました
が、少なからぬ国々の強硬な反対を含めて多くの
疑問が呈され、結論は、持越しとなりました。イ
ンドに例外を認めれば、歯止めがなくなり、パキ
スタンやイスラエルのような NPT 非加盟国からの
要求を断われなくなる、北朝鮮やイランの強硬派
に対してはどうするのだなど、要するに NPT 体制
の弱体化を懸念するわけです。
〈資料 11〉

今月の 9 月 4－5 日に、NSG の臨時総会が開かれますが、インドを例外扱いしてもよいと考えています。
但し、それ以外の国に例外を広めるべきではありません。本日の段階ではどうなるかはわかりません。
私の個人的意見を申し上げれば、核不拡散体制は守らなければなりませんが、インドに核不拡散の履歴
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も将来のおそれもないことは NSG でもほとんどの国が認めています。インドの核施設は現在 IAEA の査察を
まったく受けていませんが、22 のうち 14 の民生用核施設と将来建設される核施設が IAEA の査察を受ける
ようになることは有意義なことです。民生用に輸入した核燃料や資機材などの軍事転用は、それを使う民
生用原子力施設に IAEA の査察が入れば極めて難しくなります。今まで国際社会が立ち入れなかったインド
の核施設に国際社会のチェックが入ることは、それだけでも有意義ではないでしょうか。
また、インドが急速に経済成長を遂げていますが、そのために必要な電力を石炭や石油･天然ガスに依存
し続ければ、地球温暖化や化石燃料の需給に大きな悪影響を与えます。インドは自前で原子力発電所を建
設できますが、どうせ建設される原子力発電所なら、安全性の高い日本を含めた先進国の技術や資機材で
建設してもらったほうがよいと思います。万一、チェルノブイリのようなことが、旧式なインドン原子力
発電所で起これば、大変なことになります。インド亜大陸の緯度は奄美大島から沖縄を含みますから、｢死
の灰｣は偏西風に乗って日本にも確実に届きます。
とくに、最近重要性を増した温暖化問題については、途上国のリーダーであり益々大きな排出国となる
インドを｢地球温暖化対策丸｣に乗せる必要がありますが、その際にカギとなるのは、インドの原子力発電
です。
ただし、私も無条件で OK というわけではなく、再処理技術の輸出まで認める米印協定は米国の譲歩のし
過ぎと思いますし、核実験を再開したときには協力を白紙に戻す必要があるかもしれません。この問題に
ついては、核について特別の感情を持つ日本政府は、微妙な立場におかれています。主要紙の社説を読む
と、インドに例外を認めることに反対ないし慎重です。ニューヨーク･タイムズの社説も同様です。したが
って、米印協定を無条件で認めることは、日本政府のみならずかなりの国にとって難しいと思います。
このような状況を見て、米国とインドの両政府は、核実験のモラトリアム(自発的停止)の継続を含め、
NSG がコンセンサスを達成できるように、追加的なコミットメントを行うことで多少の譲歩をするのでは
ないかとの観測が出ています。今月 4－5 日の NSG ではそのような議論が行われると推測されますが、その
帰趨については、なんとも言えません。
(注:上記 NSG 会合は紛糾し一日延期されましたが、インドが核実験の自発的モラトリアム(凍結)など核
不拡散への積極的姿勢を示したため、米印協定は正式に承認されました。)
なお、仮に NSG で承認を受けても、米国議会が承認しないといけません。11 月はじめには米国大統領選
挙もあり、現在の米国議会の会期は 9 月末で閉じられる可能性がありますが、そうなると米印協定を議論
し批准をする余裕がないかもしれません。
相当詳しくお話いたしましたが、私が現在言えるのは以上です。

５．地球温暖化とインド
インドは、資料 12 にあるように、現在世界
で 8 番目の温暖化ガス排出国です。日本はち
なみに第 6 位です。インドの経済成長は早い
し規模が大きな経済ですので、将来はもっと
大きな、おそらく第 4 位ぐらいの排出国にな
ります。そうすると、温暖化に与える影響は
大きなものになりますので、ポスト京都議定
書では、中国などと並んでインドなどの新興
国も何らかの形で削減にコミットしてもらう
必要があります。しかし、インドなど新興国
や途上国は、地球温暖化は産業革命以来の先
進国の工業化の結果であり、温暖化ガス削減
はまず先進国がやるべし、途上国は｢共通だが
差異のある責任｣の原則のもとで出来ること
はやるが義務的な削減にはコミットしない、
と言ってきました。
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各国のＣＯ２累積排出量
順位

国

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

米国
中国
ロシア
ドイツ
英国
日本
フランス
インド
カナダ
ウクライナ
ポーランド
イタリア
南アフリカ
オーストラリア
メキシコ

累積排出量（1900-2005）
（百万ＣＯ２トン）
320,354.50
85,414.20
99,840.00
74,300.40
55,750.40
47,280.70
28,839.80
26,374.20
23,486.20
24,706.00
21,562.40
18,367.10
13,376.60
12,293.20
11,787.40

（出典）IEA “CO2 Emissions from fuel combustion (2007 Edition)”

〈資料 12〉

29

「地球温暖化対策丸」とインド
１．世界にとってインドを対策丸に乗せる必要性
・将来は世界でも有数の排出国
・途上国説得のカギ
・エネルギー資源逼迫防止ー中国の例

２．インドにとっての必要性
・持続的成長の必要条件
・エネルギー資源の不足（原子力、再生可能エネルギーへの依
存度大）
・ヒンズー教の聖地保護（ヒマラヤ、ガンジス等の河川）
28

しかし、資料 13 に述べる理由で、インドを
｢地球温暖化対策丸｣に乗せる必要性がありま
す。また、インドにとっても、成長と環境の
両立すなわち持続的成長やエネルギー資源の
高騰や不足を見越して原子力に頼る必要性が
増大します。
さらに、私がインド人に言いたい理由に、
インド特有の事情があります。温暖化対策に
インドが参画しなければ、ヒンズー教の聖地
を損なうことにインドが加担することになる
ということです。すでに、温暖化の影響で世
界一のヒマラヤの氷河群は各所で後退してい
ますが、その結果できた氷河湖がいずれ決壊
してガンジス川流域を洪水が見舞います。

〈資料 13〉
その後、氷河がなくなり、雪も少なくなれば、北インドの肥沃な地域を旱魃が襲い続けます。ガンジス
川は、それ自体が女神(ガンガ)ですが、長い川沿いに点在するベナレスやハリドワールなどの聖地が洪水
や水位の低下ないし枯渇に見舞われることになります。ヒンズー教にとっての重要な神の聖域が侵され、
敬虔な教徒が沐浴などをする聖地が損なわれます。ヒンズー教徒は、ガンジス川の聖地で沐浴すれば、そ
れまでの罪や穢れは一切流され、また死んで遺灰をガンジスに流せば永遠に輪廻転生の業から開放される
と考えています。インド政府は、温暖化対策に対しまだ協力的とはいえませんが、インド人に対しては、
このような宗教的な観点からの説得をしてみたいものです。
先般の洞爺湖サミットにおいては、資料 14･15 にあるように、G8 首脳会議においては、長期目標として、
2050 年までに世界の排出量を少なくとも 50％削減することに合意されました。インドを含めた五大新興経
済国や韓国、インドネシア、豪州が参加した MEM(Major Economies Meeting)首脳会議においては、新興国
の反対で、長期目標についての数値目標は合意されませんでした。ポスト京都議定書交渉はすでにガーナ
での国連会議で始まっていますが、来年 12 月の COP15(気候変動条約締約国会議第 15 回会合)で合意に達
することが期待されています。

Ｇ８洞爺湖サミットとＭＥＭの合意（１）

Ｇ８洞爺湖サミットとＭＥＭの合意（２）

１．Ｇ８サミット首脳宣言（２００８．７．８）

２．ＭＥＭ首脳会合宣言（２００８．７．９）

（長期目標） 2050までに、世界全体の排出量の少な
くとも５０％を達成するビジョンを、ＵＮＦＣＣＣのすべ
ての締約国と共有し、採択することを求める。
（中期目標） すべての先進国で排出量の絶対的削減
を達成するため、野心的な中期目標の国別総量目
標を実施する。
（セクター別アプローチ） 中期目標の策定と各国の排
出削減を推進する上で有用な手法と評価。
（世銀気候投資基金） 歓迎し、多くの参加国を期待。

「共通だが差異のある責任とそれぞれの能力」の原則。
（長期目標） 長期目標を含む長期協力行動のためのビ
ジョンの共有を支持。衡平原則を考慮して策定。
既存技術や資金供与の増大が必要。
（中期目標） 先進主要経済国は、国別総量目標を実施。
排出量の絶対的削減を達成し、さらに可能な場合には排
出量増加を停止する行動をとる。
途上主要経済国は、持続可能な開発の文脈で、技術、融
資、キャパシティ・ビルディングに支援された国毎の適切
32
な緩和の行動を遂行する。

31

〈資料 14〉

〈資料 15〉
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各国の一人当たりＣＯ２排出量（2005年）
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
26
66
101
-

排出量（ＣＯ２トン／人）
一人当たり
カタール
44.73
クウェート
29.44
バーレーン
25.19
ルクセンブルク
24.83
アラブ首長国連邦
24.35
蘭領アンティール
20.98
米国
19.61
オーストラリア
18.40
トリニダード・トバゴ
17.84
カナダ
17.00
（中略）
日本
9.50
（中略）
中国
3.89
（中略）
インド
1.05
アフリカ
0.93
30
国

いずれにしても、インドは、温暖化
対策では重要な国です。インドは、
資料 16 の表にあるように、一人当た
りの排出量では世界で第 101 位(日本
は第 26 位)ですので、インド政府は、
排出量削減の義務は一人当たりの排
出量を基準にするのなら受け入れ可
能といっておりますが、それで済むか
どうか疑問はあります。

〈資料 16〉

（出典）IEA "CO2 Emissions from fuel combustion(2007 Edition)"

６．新規 IIT(Indian Institute of Technology－インド工科大学)設立への協力
五大重要課題には含めませんでしたが、関係者が重視しているもう一つの懸案があります。
昨年 8 月の安倍前総理の訪印の際、両国政府は、新規に設立される三つの IIT の内の一つに日本が協力す
ることで合意しました。新規設立のうちハイデラバード(アンドラ･プラデッシュ州の州都)に設立する IIT
に対し、日本が全面協力するというアイデアです。
この問題は、日本とインドとの IT などの分野での協力関係を増進するし、留学生の交流にも資します。
インドの IIT の学生は優秀で勉強熱心であるとの評価であり、彼らが加わると授業も活性化されるといわ
れます。日本の大学や大学院は、学生の勤勉度が劣る感じがしておりますので、よい刺激になると思いま
す。IT に頼る日本の企業にとっても、よい話であります。
以上が、皆様に知っておいて頂きたかった、日印間のもっとも重要な課題と見通しです。それぞれの問
題がよい方向で解決されることを期待したいと思います。
註:本稿は、講演の要旨をまとめたものですが、紙数の関係で実際の発言を省略し、資料として PP をもっ
て代えた箇所が少なくありません。また、講演での発言を補って説明した箇所もあります。

- 10 -

３．寄 稿
『ヨガでうつを克服する』記念講演＆ワークショップ

開催報告

去る 6 月 27 日から 7 月 1 日、『ヨガでうつを克服する』記念講演＆ワークショップが、麻布区民セ
ンターとインドカルチャーセンターにて、ジーヴァン･ラタ･シュクラ博士を講師に迎え、開催されま
した。これに参加した田中智恵子さんよりレポートを頂きましたので、以下にご紹介致します。
講師紹介：ジーヴァン･ラタ･シュクラ博士
インドの著名なヨガの講師であり、現在はインド政府の派遣によりインド大使館
内のインドカルチャーセンターでヨガと瞑想を教えています。シュクラ博士は日
印両国でヨガについてのワークショップや講演を行っています。多様で複雑なヨ
ガに対する知識は、ヒマラヤ･ヨガから得たものです。博士の指導を受けた生徒
たちが、現在世界各国でヨガを教えています。

博士は過去に、インドで同様のワークショップを数多く行い成果を挙げておられます。｢うつ｣とい
う病気は先進国に多いそうですが、近年、日本では自殺者が年間 3 万人を超え、その中で半数以上が
うつ病が原因とされるため、ワークショップ｢ヨガでうつを克服する｣を開催することになりました。
今回は博士を中心にプロジェクトチーム(5 名のヨガ生徒)が構成され、当日はさらに数名の生徒が
お手伝いをしました。
初日は入門講座が麻布区民センターで開催され、約 160 名が受講しました。受付けを担当していた
私が会場に入りました時にはほぼ満席で、壇上左の演台で白い衣装のシュクラ博士(写真参照)による
講義が始まっていました。英語で講演され、中央のスクリーンに日本語の字幕が映し出されていまし
た。1)うつとは何か? 2)原因となるもの 3)症状 4)治療パターン についての解説がなされていました。
ヨガは特定の病気を治すものではないが、身体の｢BMR(Basal Metabolic Rate)｣基礎代謝率のバラン
スを保つのに効果があるとされているそうです。食事をした後、食べ物はそれぞれの内臓を通して身
体の細胞を作ります。基礎代謝率は次の５つの要素によって左右されるとのことです。地(earth)･水･
火･空気(air)･空間(space)。その後もさまざまな解説がなされ、うなずきながら聞き入る受講者も多
く、会場内の空気が一つになったように穏やかに流れていきました。
その後、呼吸についてのお話です。呼吸は非常に重要な役割を果たします。通常、私たちは左右そ
れぞれの鼻の穴から 2 時間半のサイクルで交互に呼吸しているそうです。ヨガにはこの呼吸サイクル
を変えることのできる様々なテクニックがあるとのことでした。
引き続き、二人のヨガ生徒、石島さんと桜井さんが舞台に登場し、デモンストレーションを見せな
がら先生からポーズの解説がありました。お二人のしなやかな姿に皆さんが固唾を飲んで真剣に見て
いました。ヨガには 840 万ものポーズがあるとのことです。
その後は、瞑想と詠唱(chanting)についてのお話がありました。瞑想はうつの改善のために最も重
要な方法の一つとのことです。また、詠唱はヨガに不可欠で、集中力を高めて心をリラックスさせる
働きがあるとのお話でした。
締めくくりとして｢人間の身体は機械のようなもの。良い性能を得たければ正しい場所に置き、正し
く扱うことです。健康を保ちたいなら、バランス良い食事をし、正しく呼吸し、ヨガのアーサナ(ポー
ズ)を行い、瞑想、詠唱を行って前向きな姿勢を保ち、良い友達と得て、健全な文学を読むこと。そう
すれば幸せな環境が生まれ、永遠にうつを克服できるでしょう。｣と結ばれました。
続いて先生から詩の朗読がありました。｢･･･波を恐れて前に進む船はない。努力するものは必ず勝
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利を手に入れる･･･｣。その時、場内が静かな感動の波に包まれたのを感じました。
最後は、全員で｢笑い(laughing)｣の練習をしました。良い笑いを通じて血流を良くすることで、身
体の中から有害な毒素を排出するとのことです。講演後に回収したアンケートの結果は大変に好評で
した。
二日目からは ICC でワークショップが開かれました。こちらは定員 40 名です。入門講座で講義され
た内容がふくまれた内容を４日間続けました。
ワークショップはプラタナ(お祈り)で始まり、いくつかのアーサナ(ポーズ)をします。皆さん真剣
でした。そして、博士の静かな導きにより各自が深い瞑想に入り、充実感にあふれていたように思い
ます。
毎日の終了後は、すぐ食するようにとカラント(イエローレーズン)5 粒が配られました。先生によ
ると、マグネシウムはうつの改善に重要な役割を果たすそうです。マグネシウムを多く含む食品はほ
かにバナナ、イチジクとのことでした。その後、初日の講演で話された内容が考慮されたベジタリア
ン食を楽しみました。全員揃っていただきました。日を追う毎に参加者は互いに親交を深めたようで、
みなさん明るい表情でした。会話の中には、身体がとても軽くなった、集中力が増したように思える、
身体が柔軟になった、肩の凝りが取れた、などの話題が出ていました。
そして最終日。博士から一人一人に修了証が手渡されました。拍手喝采、感動の余韻を残して全日
程を終了しました。次にまた何かあれば参加したい！と楽しみされている方も多かった様子です。

４．月間インド･ニュース(2008 年 7 月および 8 月)
1. 下院におけるマンモハン･シン UPA 政権に対する信任投票の実施
米国との民生用原子力協定に反対する左翼連合が UPA(統一進歩連合)政権への閣外協力を 7 月 9 日
撤回したため少数与党に転じていたマンモハン･シン UPA 政権に対する信任投票が７月 22 日で実施さ
れた。結果は賛成 275、反対 256、棄権 10 で、19 票差でシン内閣は信任された。
UPA 自体の票は 224 票で、これに閣外協力を表明した社会主義党(SP)等 37 票を加えても 261 票で過
半数の 272 票には達しなかったが、野党から 14 票が賛成に回り、かつ 10 票が棄権したため、19 票差
での信任となった。
UPA 政権がかかる信任を勝ち取るためには、票を買収するために金や地位の提供があったとの批判
がなされており、金による票の買収問題については、議会においてチャタジー下院議長の主宰するパ
ネルで調査されることとなった。(＊7 月 23 日タイムズ･オブ･インディア紙ほか)
地位提供による票の買収については、5 票を提供した JMM(ジャールカンド解放戦線)の党首シブ･ソ
ーレンをジャルカンド州主席大臣にするために、8 月 21 日ソニア･ガンディーが RJD(民族ジャナタ･
ダル)党首ラルー･プラサド･ヤダブを説得し、現主席大臣マドゥ･コダに対する支持を撤回させ、この
結果、マドゥ･コダは 8 月 23 日辞任し(＊8 月 23 日インディアンエクスプレス紙、8 月 24 日ヒンドゥ
紙)、シブ･ソーレンは 8 月 27 日ジャルカンド州第６代の州首相に就任した。(＊8 月 28 日ウルドゥ紙)
この一連の動きは、コングレスグレス党幹部の地位提供による票買収の一端をうかがわせるものと
えよう。
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2. 次期総選挙へ向けての各党の動き
★2005 年のウッタルプラデーシュ(UP)州議会選挙で単独過半数を確保する勝利を収め、4 度目の UP
州主席大臣となった大衆社会主義党(BSP)党首マヤワティは、8 月 9 日最も人口の多い UP 州の主席大
臣に 4 度もなれた私しが、何故首相になれないというのか。｣と発言し(＊8 月 10 日ステーツマン紙)、
彼女の将来の目標がインドの首相の座であることを明らかにしている。BSP は 2008 年 6 月 21 日 UPA
から離脱しており、次期下院選挙では、左翼戦線がこの BSP と連携し、ジャナタダル(世俗主義)JD(S)、
テルグデサム党(TDP)、テランガナ民族会議(TRS)等と共に第三陣営を結成することに成功した。(＊8
月 2 日－15 日フロントライン) 同陣営は 8 月 22 日次期下院選挙をにらみ、UPA 政権に対するキャン
ペーンを打ち出すための調整委員会を設置した。 (＊8 月 23 日インディアンエクスプレス紙)
マヤワティは下層カストのダリットの代表であり、ダリット票田は UP 州、マディヤプラデーシュ州、
マハラシュトラ州、ラジャスターン州と広範囲に及んでいるので、この左翼戦線による勢力再編がど
のような広がりを見せるかが注目される。
★8 月 26 日、著名なテルグ映画俳優チランジーヴィはアンドラプラデーシュ州のティルパティで｢プ
ラジャー･ラージャム｣と名乗る政党を立ち上げる大集会を開催した。右集会場は 1992 年全インドコン
グレス総会が開かれた場所であるが、何千という自動車や 18 の貸切列車を連ねて押し寄せた熱狂的群
衆で埋め尽くされた。
チランジーヴィは貧者と中間層に傾斜した党指針を公表し、同州が直面するほとんど全ての問題―
農民の自殺、ナクサリズム、テランガナ分離問題等々について語った。(＊8 月 27 日ヒンドゥ紙)
日印協会註：一映画俳優が政党を立ち上げる点につき何ができるの?と疑問をもたれる方も多いかもし
れませんが、テルグ･デサム党は映画スターN.T.ラーマ･ラーオによって結成された政党であり、タミ
ルナド州の政治を二分する全印アンナ･ドラヴィダ進歩連盟(AIADMK)はタミール映画スターM.G.ラー
マチャンドランが創設した政党であり、現在の党首も映画スター出身のジャヤラリータであることか
ら、南インドでは映画スターが有力な政治家に転身する可能性があり、この点でチランジーヴィのア
ンドラプラデーシュ州における今後の動きが注目される次第です。
3. テロ関係
★7 月 25 日、バンガロールでの 9 箇所で爆弾が爆発し、2 人が死亡し 7 人が負傷した。翌 26 日には
アーメダバードの 16 箇所で連続して爆弾が爆発し死者 49 人、負傷者 161 人を出した。グジュラート
警察は 8 月 16 日、アブ･バシールを含む 10 人を逮捕した。8 月 19 日警察は、バシールがハイデラバ
ードにおいてマドラッサの教師をしていたころ、サフダール･ナゴリに率いられる SIMI の強硬派と接
触を持ち、
サフダール･ナゴリが 2008 年 3 月逮捕された後、
アーメダバード爆破を実行したと発表し、
バシールが爆破事件への関与を認めたことを明らかにした。(＊7 月 26 日～8 月 21 日インディアンエ
クスプレス紙ほか)
4. 経済関係
★インド準備銀行(RBI)は 7 月 29 日 12％近く高騰したインフレを抑えるために、政策金利を 8.5％か
ら 0.5 ポイント引き上げ 9％とし、即日実施するとともに、現金準備率(CRR)も現行の 8.75％から 0.25
ポイント引き上げ 9％とし、8 月 30 日から実施することとした。
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しかし、インフレは 8 月２日の週に 12.44％、8 月 9 日の週に 12.63％と上昇し続けている。
(＊8 月 1 日ヒンドゥ紙、8 月 22 日インディアンエクスプレス紙)
★2008 年 4 月～6 月の第一四半期のインドの経済成長率はで 7.9％となり、過去 3 年半での最低とな
った。ちなみに、昨年同期は 9.2％であった。なお、同時期の製造業の成長率は 5.6％で、昨年同時期
の 10.9％から半分近くに落ち込んだ。(＊8 月 30 日タイムズ･オブ･インディア紙)
5. 高村外務大臣の訪印(＊外務省提供)
高村外務大臣は 8 月 3 日から 5 日にかけてインドを訪問し、ムカジー外務大臣と第 2 回外相間戦略
対話をおこなったところ、概要は次の通り。
（1）二国間関係
★政治、安全保障分野については、シン首相の本年秋の訪日を始め、高いレベルでの交流を引き
続き精力的に行っていくこと、シン首相の訪日に向け、今後の安全保障協力の方向性を検討して
いくことを確認した。
★経済分野については、シン首相訪日までに経済連携協定(EPA)が実質合意できるよう、交渉を更
に加速していくことを確認した。また、高村大臣から、インフラ整備を進めるインド政府の取り
組みを引き続き支援していくことを伝えるとともに、今年度前期円借款案件として 5 件約 1、000
億円の供与を行うことを決定したことを伝達した。ムカジー大臣から、日本の経済協力に対する
深甚な謝意表明があった。
★人の交流、学術交流については、青少年交流を引き続き積極的におこなっていくことを確認す
るとともに、新設インド工科大学への強力について意見交換を行った。
（2）地域的･国際的課題
★気候変動問題について、高村大臣から、2050 年までに世界全体の温室効果ガス排泄量を 50%削
減するとの長期目標の重要性、セクター別アプローチの重要性について日本の考え方をあらため
て説明するとともに、2013 年以降の次期枠組みへのインドの積極的参加を強く求めた。ムカジー
大臣からは、気候変動問題に対する日本のリーダーシップを高く評価する旨述べるとともに、
「共
通だが差異ある責任｣等の原則の重要性を指摘しつつ、今後とも国連気候変動枠組条約等の国際的
な対話に積極的に参加していくと述べた。
★ムカジー大臣から、民生用原子力協力に関する米印合意への支持をもとめられたのに対し、高
村大臣からインドの民生用原子力利用は、温室効果ガスの排出抑制につながる意義があることは
理解するが、日本は唯一の被爆国として核軍縮･不拡散、究極的な核廃絶という悲願に向けて努力
しており、このような国際的な核不拡散体制に支障がないことを納得する必要があると述べた。
また、インドに対して、引き続き NPT 加入，CTBT 署名･批准を求めていくという姿勢に変わりはな
いと述べた。
★また、両大臣は、インド･パキスタン関係、中国情勢等について意見交換を行った。
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6. ジャンム･カシミール州におけるヒンドゥ寺院への土地譲渡を巡る紛争
アマルナート寺院管理委員会への土地譲渡命令に反発するカシミール地域の住民の激しい抗議運動
を鎮めるため、ジャンム･カシミール州アサド主席大臣は、PDP 党の要求を受け入れ、7 月１日、アマ
ルナート寺院管理委員会への土地譲渡命令を撤回した。しかし、PDP はアサド州政権支持に復帰する
ことはなく、州議会で少数派となったアサド主席大臣は 7 月 7 日辞任し、ジャンム･カシミール州は
大統領直轄下に置かれた。ヴォラ州知事は、カシミール地域住民の抗議運動の高まりを配慮し、アマ
ルナート寺院への土地譲渡命令を撤回したままにしていたため、ジャンム地域で住民の抗議運動に火
がつき、8 月 6 日住民はハイウェーをブロックし、カシミール地域の経済封鎖の挙にでた。かかるジ
ャンム地域住民の行動に反発したカシミール地域住民により、8 月 11 日、経済封鎖を解除するため、
ムザファルバードへ向かって 5 万～25 万人を動員したハイウェー路上大行進が行なわれたが、右群衆
に対する治安部隊の発砲で、5 人が死亡し、230 人が負傷した。この 5 人の死者のなかに分離主義者で
ハリヤット会議の指導者が含まれていたため、騒ぎは雪だるま式に膨れあがっていき(＊8 月 12 日ヒ
ンドゥ紙)、翌 12 日、戒厳令を無視してデモ行進する群衆に対する治安部隊による発砲で、カシミー
ル地域で 13 人、ジャンム地域で 2 人が死亡し、負傷者は全体で 100 人以上に達した。(＊8 月 13 日ヒ
ンドスターン紙) 8 月 20 日ジャンム地域において子供数千人も参加した 20 万人のデモ行進が行われ、
1 人が死亡し 60 人が負傷した。(＊8 月 21 日ヒンドゥ紙)
インドはパキスタンに対し管理ライン越しの貿易道路の開通を求めるであろう。これは、ジャンム、
カシミールにおけるコミュナルな寺院の土地紛争を和らげるための取引でもある。すなわち、アマル
ナート寺院管理委員会には暫定的に巡礼者用の家のために森林土地を使うことが許され、他方、スリ
ナガルとムザファラバード間の商業用道路の開通により、対立する宗教的排他主義者の要求も満足さ
せようとするものである。(＊8 月 30 日ヒンドゥ紙)
8 月 31 日州政府とアマルナート巡礼闘争委員会との間で和平交渉が成立し、アマルナート土地問題
をめぐり、2 ヶ月の長きにわたって続いていたアジテーションは終わった。両者間の合意では、
「土地
は独占的にアマルナート寺院理事会による使用を認められる、その使用はトイレット施設とか巡礼者
を収容するテントといった仮設の施設用であって、土地の上に恒久的建物を建てることは認められず｣、
いわゆる所有権等を認めるものではない。
ジャンム地域の住民は、勝利を祝って、戒厳令を無視し｢勝利集会｣に参加し、警察隊はこれを散会
させようと群集に催涙弾を発射し、両者間の衝突で３６人以上が負傷した。(＊9 月 1 日ヒンドゥ紙)

- 15 -

7. 西ベンガル州におけるタタ自動車プロジェクト設置問題
全印草の根会議派のママタ･ベナジーが、約 1,000 エーカーの工場用地の内 400 エーカーの土地を農
民へ返還するよう要求し、これが受け入れられない限り、8 月 24 日からシングールのタタ自動車工場
に群衆を動員してストライキをかけると脅しをかけてきたことに対し、8 月 5 日ブッダーデーブ･バッ
タチャルジー西ベンガル州主席大臣(以下州首相という)は、｢タタも、西ベンガル政府も右プロジェク
トから撤退することはない。もしも、400 エーカーの土地が返還されたら、同プロジェクトはスクラ
ップと化すであろう。その場合、シングールで職を得るはずの 6,000 人の人々に我々は何と言ったら
よいのか。｣と語り、ママタ･ベナジーの要求を明白に拒絶した。(＊8 月 6 日ヒンドスターン･タイム
ズ紙)
8 月 18 日、西ベンガル州政府の働きかけでママタベナジー側との話し合いが行われたが、何ら妥協
点は見出すことができないまま、8 月 24 日、全印草の根会議派と社会主義党(SP)に組織された群衆が
タタ工場敷地の外で、無期限のストライキに入った。(＊8 月 19 日、26 日ヒンドゥ紙)
このような状況下において、8 月 22 日、タタ財閥の総帥ラタン･タタは、シングールにおける状況
悪化を憂慮し、｢我々が 1,500 クロール･ルピーの巨大投資をしてしまったから、なにがあっても出て
行かないと思っていたとしたら、大間違いである。我々はどんなに費用がかかっても、出て行く時は
出て行く。｣と発言し、状況が改善されない限り、西ベンガル州からの撤退もありえるとの強い態度を
表明した。(＊8 月 23 日ヒンドゥ紙)
現在、プロジェクトの 85％が完成し、10 月には最初のナノ小型車が売り出される予定とされており、
｢このような段階でプロジェクトを中止することは絶対に出来ない。｣と、バッタチャルジー州首相は、
8 月 26 日、妥協点を見出すべく、農地購入者に対する土地代金の引き上げ(そのための経費 30～40 ク
ロールルピー)を示唆した。同時に、同州首相は、企業家の質問に答え｢私は、個人的にはストライキ
を支持しない。ストライキは、我々にとっても、国家にとっても何の役にもたたない。しかし、自分
はストライキを支持する党に属していたので、これまで黙っていた。しかし、これからは、発言する。｣
と発言した。(＊8 月 27 日ヒンドゥ紙)
この発言は翌 27 日、各方面に大きな反響を呼んだ。CPI の指導者 D･ダスは、｢我々はストに関する
バッタチャルジー州首相の見解を支持しない。ストは一般の人にとって抗議のための唯一の手段であ
る。｣と批判した。左翼戦線には、CPI、革命社会党(RSP)、全印フォウォード･ブロック等左翼戦線の
主要なパートナーから｢共産党の指導者としてふさわしくない。｣との批判のさざ波が立っている。(＊
8 月 28 日ヒンドゥ紙)
ただし、8 月 29 日のインディアン･エクスプレス紙に寄せられた投書のほとんどは,｢この時期に土
地の返還に固執するママタ･ベナジーを批判し、土地代の値上げで手を打ち、タタの工場を妨害すべき
ではない。ママタの行動は西ベンガル州の利害に反する。｣としている。
また、CPI(M)政治局№2 のイェチュリーが党機関紙の論説で｢タタのプラントに反対している人々は
ベンガル繁栄の敵だ。｣と言っているのは、バッタチャルジーにとってグッド・ニュースであろう。(＊
8 月 30 日インディアン･エクスプレス紙)
他方、タタ自動車工場における工事は、従業員や契約労働者がデモ隊の妨害で出社できないため、8
月 29 日、中断された。(＊8 月 30 日ヒンドゥ紙)
タタ自動車工場の工事が中断されて 2 日目に入り、ママタ陣営に亀裂の兆しが見えている。タタ工
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場に見習い工として雇われている全印草の根会議派の地元の活動家達は公然と左翼過激派を｢ベンガ
ルからタタを追い出そうとしている。｣と非難しており、｢これまで自発的にアジテーションに参加し
てきたのは農地の価格を引き上げるためだったが、部外者がでしゃばってきた。｣とママタの支持者達
がはじめて指導者であるママタ･ベナジーを非難し始めた。
(＊8 月 31 日タイムズ･オブ･インディア紙)
日印協会註：全印草の根会議派(以下トリナムル･コングレスという)のママタ･ベナジーは 2001 年の州
議会選挙では、24 年におよぶインド共産党(マルクス主義)(CPI(M))のジョティ･バス政権下の膿や腐
敗を批判し(マスコミも厳しくこの点を追及していた。)、CPI(M)政権を破るのではないかとも見られ
ていた。この危機に対処するため、ジョティ･バスは文化人で清廉潔白なブッダーデーブ･バッタチャ
ルジーを州首相としたが、｢ブ｣が首相になるや、これまで誠実だけが取り柄と見られていた｢ブ｣が君
子豹変し、党内改革を断行し、産業育成による経済発展を明確に打ち出し世間を驚かせた。｢ブ｣の誠
実な人柄と果断に改革に取り組む姿勢は住民および財界人の心を掴み、｢ブ｣自身がいつしか西ベンガ
ルの改革の星となり、｢なんでも反対するだけ｣のママタ･ベナジーは完全にかすんでしまった。これが、
2001 年の州議会選挙でママタ･ベナジーが CPI(M)に大敗した理由である。
｢ブ｣首相は積極的に産業誘致に努め、ハルディヤにある日本の三菱化学工場をなんとしても成功さ
せようと自ら奔走したのは有名な話である。今回タタがナノ自動車工場を西ベンガルのシングールに
設置したのも、着実に経済発展を実現している｢ブ｣首相への信頼の証であると考えられる。
ママタ･ベナジーは来年の州議会選挙をにらみ、西ベンガル州政府にナンディラム紛争と同じ過ちを期
待し、タタ工場への大衆動員をかけたものとも考えられる。(ナンディラム紛争とは、ナンディグラム
地域に経済特区を設けるための土地の強制収用に反対する抗議デモを西ベンガル政府が 2007 年 3 月
14 日、武装警察隊により力で排除しようとしたため、多数の死傷者を出し、反対勢力を活性化させ、
反対派グループの放火、暴力行為により、賛成派住民 3,500 人が難民となり、経済特区の設定に失敗
した事例。)
しかし、今回は西ベンガル州政府はナンディグラムと同じ過ちはせず、ハイウェーがブロックされ
ても警察力は行使せず、話合いによる解決を求めている。ママタ･ベナジーに対する脅迫･圧力はタタ
がかけており、｢騒ぎを止めないとシングールから出て行くぞ。｣との脅しは強烈で、ママタ･ベナジー
はこれに対抗する手段を持っていない。何故なら、トリナムル･コングレスの活動家達で一緒に騒いで
いる人々も、土地の価格の引き上げのために騒いでいるだけで、タタに出て行かれたら彼らにとって
大打撃であり、タタを追い出そうとは考えていないので、騒ぎを大きくすれば、火の粉はママタ･ベナ
ジーに降りかかってくるからである。また西ベンガル人の 85％はタタが西ベンガル州に進出すること
を大歓迎していると見られているので、仮に、ママタ･ベナジーの妨害のせいでタタが西ベンガルから
撤退したとなれば、ママタ･ベナジーは西ベンガル州の経済発展を阻害した張本人として、多くの州民
から非難され、その政治生命すら危うくなるからである。
したがって、西ベンガル州政府がデモ隊排除のために武装警察力を行使せず、忍耐強く話し合いに
よる解決を求めていく限り、ママタ･ベナジーとしては何らかの妥協をし、名誉ある撤退をする以外
に道はないと見られていた。
9 月 6 日、7 日 西ベンガル州知事(G.K.ガンジー)のイニシャティブで、ブッダーデーブ･バッタチャ
ルジー州首相とママタ･ベナジーとの間で話合いが行われた結果、トリナムル･コングレスによる 15
日間におよぶアジテーションは中止された。農民に返還されるべき土地の範囲や補償の内容等の詳細
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は両者の代表で構成される委員会で検討される。(＊9 月 8 日タイムズ・オブ・インディア紙ほか)
タタは 9 月 2 日に工事中止の正式決定をしたが、9 月 8 日に、｢9 月 7 日の州政府とママタ側の話
し合いの中味が不透明であり、プロジェクトの実行可能性が侵害されないと納得できるまでは、工事
の中止決定を見直しことはしない。
」との声明を発表し、西ベンガル州政府にその決定の内容を明らか
にするように要請した。(＊9 月 9 日ヒンドゥ紙)
8. オリッサ州におけるヒンドゥ教徒とキリスト教徒の対立騒擾
オリッサ州カンダマール地区において VHP 指導者の殺害に端を発したヒンドゥ教徒によるキリスト
教徒に対する襲撃は大きな騒擾に発展しつつあり、8 月 26 日、州当局はカンダマール地区の 7 つの町
に戒厳令を発し、見つけ次第射殺命令が下された。殺された指導者への復讐から、ヒンドゥ教徒は教
会、礼拝堂を破壊し、バリムンダ村の 60 家屋を含む何百という家が放火され、死者はこれまで 9 人に
達した。カンダマール地区のコミュナルな動きに敏感な人々は身の安全を求めて森へ逃げこんでいる。
(＊8 月 27 日ヒンドゥ紙)
8 月 28 日、戒厳令下に｢見つけ次第射殺命令｣が出され、3,000 人の警察隊が出動しているにもかか
わらず、ヒンドゥ教徒によるキリスト教徒や教会への襲撃を抑えることはできず、ここ 1 週間の間に
1 ダース以上の教会が破壊され、多くのキリスト教徒が攻撃され、少なくとも 11 人が死亡した。
(＊8 月 30 日インディアン･エクスプレス紙)
9. ビハール州の大洪水
8 月 28 日マンモハン･シン首相はビハールの洪水を国家の大災害と宣言し、救助活動のために 1,000
クロールルピーと 12 万 5,000 トンの食料支給を命じた。
50 年で最悪の洪水であり、コーシ川はネパールの堤防を壊し、濁流となって、村を次々と飲み込ん
でいった。200 万以上の人々が家を追われ、25 万の家屋が破壊され、死者はこれまで少なくとも 65
人に達した。(＊8 月 30 日タイムズ･オブ･インディア紙及びインディアン･エクスプレス紙)
10. チョットした話題
★ビハール州政府は食料の高騰と戦い穀物を節約するために、人々にネズミを食べることを奨励して
いる。ビハール(インドで最も貧しい州の一つ)の政府当局は富める者も貧しい人も、米への依存を減
らすために等しくネズミを食べるようにするよう要請した。彼らはレストランのメニューにネズミを
加えることすら計画している。
｢ネズミを食べることは、二つの目的を果たす。ひとつはネズミによって穀物が食い荒らされること
を防ぎ、同時に我々の穀物ストックを増やすことに資する。｣と福祉局の高官は語った。(＊8 月 19 日
インディアン･エクスプレス紙)
日印協会註：ネズミはインド人が深く信仰するガネシャ神の乗り物であるので、殺して食することは異
例のことである。
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★世界の全ての貧困者の 1/3 はインドに居る。また 1 日 2 ドル以下で生活している人々の割合はサブ
サハラ･アフリカより高い。これは、世界銀行のグローバルな貧困に関する最新の推計である。
インドにおいては、最新の推計では、新しい国際的貧困ライン 1 日 1.25 ドル以下で生活している人
は 4 億 5,600 万人、人口の 42%であり、1 日 2 ドル以下で生活する人は 8 億 2,800 万人、人口の 75.6％
である。サブサハラ･アフリカは世界で最も貧しい地域と見られているが、1 日 2 ドル以下で生活して
いる人は全体(5 億 5,00 万人)の 72.2%である。(＊8 月 27 日ヒンドゥ紙)
★米国の雑誌フォーブスの「世界で最もパワフルな女性 100 人｣にマヤワティが初めて 59 番目で登場
した。(ソニア･ガンディーは昨年の 6 番目から 21 番目に後退したと紹介)同誌は彼女を｢1995 年、39
歳の若さで最年少のかつ下層カスト、ダリット出身で初めての州主席大臣となった。2007 年には上級
カストたるブラーミンとも同盟関係を築き、彼女の率いる大衆社会主義党(BSP)は全国レベルで存在感
を増しており、最初のダリット出身の首相となるのではと言う人もいる。｣と紹介している。(＊8 月
30 日インディアン･エクスプレス紙)

５．イベント紹介
（1）
『ナマステ･インディア 2008

記念講演会』のお知らせ

ナマステ･インディアは、
1993 年から毎年秋に開催される日本では最大規模のインドフェスティバルで、
今年で 16 回目を迎えます。インドの音楽･舞踊･料理のほか、文化公演･シネトークなど盛沢山です。イン
ドが丸ごとわかると大好評。詳細は、同封のチラシをご覧下さい。
共催:インド大使館 ナマステ･インディア実行委員会 NPO 法人日印交流を盛り上げる会
インドセンター インド政府観光局 インド貿易振興局
後援:外務省 東京都 日印経済委員会 日本商工会議所 東京商工会議所 財団法人日印協会
当協会では、ナマステ･インディアの行事の一環として下記要領にて恒例の講演会を行います。皆様、奮
ってご参加下さい。
場所:｢たばこと塩の博物館｣1 階 視聴覚ホール 電話：03-3476-2041
住所:渋谷区神南 1-16-8(代々木公園イベント広場から徒歩約 10 分)
参加費:無料ですが、｢たばこと塩の博物館｣への入場料として 100 円が必要です。また会場ホールの
定員は 80 席で、一般の方を含め先着順となりますのでご了承ください。

日時と演題
9 月 27 日(土)
① 13：00～14：30

日印協会理事長 平林 博

『躍進するインドと新次元の日印関係』
巨象インドがついに走り出しました。洞爺湖サミットでも明らかになったように、インドは、南
アジアの雄あるいは発展途上世界のリーダーに留まらず、今後の世界を担う主要国の仲間入りを果
たしました。洞爺湖サミットにおける気候変動問題やジュネーヴでの WTO 交渉でも、その動向が交
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渉の帰趨に決定的な影響を与えました。
インドの躍進とともに、日印二国間関係も｢戦略的なグローバル･パートナーシップ｣の次元に高め
られ、政治、経済、文化学術、科学技術、青少年交流などの分野で発展しつつあります。
マンモハン･シン首相は、洞爺湖サミットに続き、本年中には再来日すると期待しています。
この講演では、最近のインドをめぐる大きな動向と日印｢戦略的グローバル･パートナーシップ｣進展
の具体策についてお話しをいたします。
②

15：00～16：30

アサヒトラベルサービス社長 マルカス さん

『私、インド人の眼からみた日本人』
インドは、近年経済的に非常な発展を遂げ、世界の舞台で活躍するインド人･インド企業が注目を
浴びています。
一方で伝統的にヒンズー教を中心に、宗教心･信仰心の篤い国民です。近年の急速な経済発展にも
拘らず、インドの社会や人々は家族や伝統を大切にし、その篤い信仰心は若者にも脈々と引き継が
れています。自分の長い日本での生活を通じて、インド人と日本人の生き方の違いは何故生まれる
のか、自分の体験から得たお話をしたいと思います。

9 月 28 日(日)
③

13：00～14：30

アジア映画研究者 松岡 環 さん

『最近のインド映画事情』

(ビデオとお話)

本年は、久しぶりに日本でも、インド映画3本が｢ボリウッド･ベスト｣と題して8月30日から一挙公
開。3本の主演はシャー･ルク･カーンですが、彼の主演作にして2007年最大のヒット作『オーム･シ
ャンティ･オーム』は9月12日からのアジアフォーカス･福岡国際映画祭で上映と、9月はまさにシャ
ー･ルクの月に。そんな彼の話題を中心に、ボリウッド等インド映画界1年間の動向を、映像をまじ
えながら振り返ります。恒例のプレゼントも、もちろんご用意してあります。(松岡環)
④

15：00～16：30

立教大学名誉教授 小西 正捷 先生

『インド世界の嗜好品文化(仮題)』
インド世界の｢嗜好品｣の文化は、3500 年もの歴史を持っています。すでに紀元前 1500 年ころの｢ヴ
ェーダ｣文献には｢ソーマ｣という一種の酒が儀礼上欠かせないものとしてあらわれ、ソーマ自体が神
格化されて賛歌が捧げられています。つまり酒には、当初から宗教的に大きな意味があったのです。
ただし、より一般的には｢スラー｣などという酒も古くからありましたが、今もインド世界のみなら
ず東南アジアの各地などでも好まれている｢パーン｣(ビンロウジュの実や石灰をコショウ科の葉で
包んだもの)や、やや遅れてインドに入ってきた各種のタバコと同様、そのたしなみは、ことに他の
人びととの授受において、社会･文化上にも大きな意味を持ってきました。インド世界では嗜好品が
単なる個人的な楽しみではなく、総合的な｢文化｣の一端であることを、さまざまな例をもってお話
します。(小西正捷)

（2）マンモハン･シン首相の来日
10 月下旬に計画されていたシン首相の来日は、福田総理の突然の辞任もあり、流動的な状況です。
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（3）印日商工会議所代表団の来日
10 月 14 日(火)から 21 日(水)まで日印経済交流促進のため、チェンナイから商工会議所代表団一行
(17 名)が来日する予定です。
一行は日本に滞在中、東京では東京商工会議所におけるセミナー参加、森喜朗日印協会会長への表
敬訪問、民間外交推進協会(FEC)との会合参加、当協会会員との意見交換等を行い、横浜･大阪･福岡で
は、各地のビジネスパートナーと交流･商談を行う予定です。
（4）Ajantha-2008

「アジャンタ 絵画コンクールの開催」

在日インド人コミュニティーの
Live-in-Japan.com とインド大使館が主催し、
日印協会も後援している アジャンタ絵画コン
クールが開催されます。「インド」をテーマに
6 歳から 17 歳までの子供たちが描いた絵を 募
集しています。9 月 20 日が提出期限で、 10 月
11 日（土）に、葛西区民館で表彰式が行われま
す。
詳細は、同封のチラシをご覧下さい。
問合せ先:携帯電話
Ravi

080-3388-2565

Anandi

090-6656-8686

６．新刊書紹介
§『インド･パースペクティヴ－亜大陸の論理と弁舌と行動の謎解きをする－』
著者：恵原 義之
出版：ボイジャー社 .press(ドットプレス)より電子本･･･････472 円
アマゾンにて活字本注文可･･･････････1,575 円
寛容にして原則重視のインド商人と渡り合う法。
インドを国連の常任理事国に、との声は各国で日に日に高まってきている。 イ
ンド人はこれを当然と受け止めている。彼らが並々ならぬ自信を持つ背景は何で
あるか。本書はこの国に赴任した日本人が仕事と生活の場で直面する難問の数々
を分析し、インド人独特の思考の基盤となっているもののナゾ解きを試みている。
ここが物産豊かな地であればこそ商いの交渉術が発達し、種族･言 語･文化･宗教
の入り組んだ社会であればこそ原則重視の論理が構築された。その弁舌と振舞い
はこれからも脈々と生き続けていくだろう。企業経営者やこの地域で何らかの業
務に従事する人、世界情勢に関心を持つ人のみならず、また一般のビジネスにも
参考となるであろう。
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（著者による内容紹介文より）

§『インドの玉手箱とつながりの魔法』
著者：内野 久美子

写真：今村 信隆

発行：瀬谷出版株式会社
価格：3,800 円＋税
７月号に同封されたチラシでご紹介した本です。
―この美しい玉手箱には、暮らしの中に生きる古代の知恵とアートがたくさん入っ
ていて、あなたを不思議の世界に誘います。―
(本書 はじめにより抜粋)

§『音楽三世 田邉秀雄 自叙伝』
著者：田邉 秀雄
企画･製作：株式会社 Culture Publication
ジャンルを問わず、非常に幅広い分野の音楽を研究されてきた著者の自叙伝である
と共に、大正･昭和の時代の音楽史でもあります。
1970 年、当時の日印協会三角佐一郎専務理事と共に訪印された時の様子や印象が
詳しく書かれていて当時を知る貴重な本です。自費出版で一般書店の書店では販売
されていませんが、協会にご寄贈いただいておりますので協会にお立ち寄りの際是非ご覧ください。

§『インドの税務ガイド ―間接税のすべてがわかる』
著者：伊藤 博敏
発行：ジェトロ(日本貿易振興協会)
価格：2,200 円 ＋ 税
インドの税制は分かりにくい、特に間接税については日本にはないその複雑さか
らインドに進出した、またこれから検討する企業にとっての共通の悩みです。その
間接税－関税、物品税、サービス税、付加価値税などについて具体例を挙げて解説
したものです。著者は 5 年間デリーに駐在し現在もインドを担当する専門家であり、
インドビジネスに関る実務家には重宝な解説本です。
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７．掲 示 板
<会員の皆様からのご意見よろしく>
『月刊インド』の内容をより充実していくために、会員皆様の貴重なご意見を是非お寄せください。特
に、インドでの皆様の貴重な体験等インドについての投稿は大歓迎します。できれば『月刊インド』に掲
載していきたいと考えております。
<日印協会近況報告>
8 月１日より、青山鑛一さんが事務局メンバーに加わりました。外務省でスリランカに通算 15 年勤務、
インドを外側から見てきた人です。来年 3 月には理事に就任の予定です。
<次回の会報｢月刊インド｣の発送日>
2008 年 10 月号の発送は、10 月 17 日(金)を予定しております。インドに関係のあるチラシなどを会報に
封入しませんか。詳しくは事務局までご照会ください。

～ 日 印 親 善 の輪 を広 げよう ～
法人会員･個人会員の入会をお待ちしております。
1903 年大隈重信、澁澤榮一等によって創設された(財)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。当協会の活動資金は、もっぱら
法人会員･個人会員の会費で賄われております。
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いただ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
学生
一般法人会員

6,000 円/口
3,000 円/口
100,000 円/口

維持法人会員

150,000 円/口

財団法人

〒103-0025

☆入会金：個人 2,000 円
学生 1,000 円
法人 5,000 円
(一般法人、維持法人会員共に)

日 印 協 会

東京都中央区日本橋茅場町2-1-14 スズコービル2階

ホームページ： h t t p : // w w w . j a p an - i n d ia . co m /
電話： 03-5640-7604 Fax： 03-5640-1576 E-mail： partner@japan-india.com
E-mail アドレスを変更しました。
- 23 -

