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1. ｢インドビジネス講演会｣抄録
Report of Business Seminar
7 月 28 日(水)午後、国際文化会館会議室において公益財団法人日印協会主催｢インドビジネス講演会;
長年の現地経験に基づくインドビジネスのやり方と法律の実務｣を開催しましたので、
概略を報告します。
古くから日印両国の交流は文化、学術、教育等々の諸分野で盛んですが、特に昨今は経済ビジネス交
流も活発化しております。経済関連の諸機関でもインドビジネスに関するセミナーや講演会が頻繁に開
催されておりますが、当協会としては、長年に亘りインドに在住し実際のビジネスに携わっている日本
人専門家がインドから一時帰国される機会を捉えて、日本企業のために現地から見たインドビジネス成
功の秘訣とインド法文化･法実務について、講演いただきました。
演題と講師は次の通りです。
1.｢インドビジネス成功の秘訣｣ 講師: 中島敬二氏
(元インド住友商事社長。ハリアナ州政府アドバイザー、日印ビジネスコンサルタント、日本食レス
トラン･ホテルをデリー郊外で経営)
2.｢日本人弁護士の見たインド法文化･法実務｣ 講師: 久保達弘氏
(松田綜合法律事務所国際部門弁護士、日系企業のインド進出案件を多数支援、現在デリー及びアー
メダバードで活躍)
当協会会員(法人･個人)を中心に 30 名近い参加者を得て、当初の狙い通りに極めて実際的なインドビ
ジネスのやり方を考えるよい機会となりました。
1. ｢インドビジネス成功の秘訣｣(中島講師)
自己紹介の中で、商社マンとしての長年のインドとの仕事で培
ってきた知識やノウハウを新たに進出する日本企業のために役立
てたいとの思いで一念発起、(脱サラならぬ)卒サラでインドに舞
い戻りビジネスコンサルタント会社を設立、金型会社を設立、更
にレストランやホテルの経営まで携わってきたとして、インドで
の自身のビジネス経験の流れを紹介。
様々なキーワードを用いながら聴講者のインド理解を促す中で、先ず｢インド市場を固定化して見な
い｣というのがありました。｢インドについて何か知っていることがある。もうちょっと知りたいと思っ
て少し勉強すると、もっと知りたいことが出てくる。それでまた勉強すると、もっと分からないことが
沢山出てきて、
勉強すればするほど知らないことや分からないことが大きく膨らんでくる｣ という話は、
長い歴史と多様性に富んだ｢知れば知るほど分からなくなるインド｣の特性を表していると思います。で
は、インドでビジネスをする前に、インドを理解するにはどうすればよいのか。
｢先ずはインドを訪問してインド市場を自分で見ること｣。インドの空気を吸い、自社製品の需要の有
無や競争で勝ち残れるのか、ザクッとした感覚をつかむこと、感触をつかんだら FS 調査に時間をかけす
ぎず、アクションを起こすことが重要ではないかとアドヴァイス。動きながら考え、考えながら動くと
いうことでしょうか。
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中島講師の講演には、自らの視点に基づく｢定説疑うべき｣という話が出てきます。｢インドでは儲か
らないは本当か? 誰が言い出したのか。2000 年の日系企業調査では、80%黒字、10%トントン、10%赤字。
儲からないとは言えない｣、｢善悪について。自分にとってプラスは善、マイナスは悪。これはインド人
にも日本人にも分かりやすいが、日本人は倫理観による 2 元論理解に陥りやすいが、インド人は世の中
をもう少し複雑と見ている｣、｢経営について言えば、日本は山登り経営。麓から見えている山頂を目指
して、あれこれルートを工夫して登ることを経営と思っているが、インド人はサーフィン型経営。ジュ
ガードと言うと場当たり的とも思われるが、どのように押し寄せるか予測できない波を乗り切ることが
重要｣。
そして、インドでの会社経営に必要な労務に関する法律･知識を有し、人間性に優れ、経験豊冨な
Professional というあたりが、コンサルタント中島講師の真骨頂でした。頭に P の付く言葉の遊びによ
るインド理解のための実践的トレーニングが始まりました。Partner, Product, Positive, Passion,
Playing Manager, Program, Pinch = Chance, Presentation, Pressure, Penalty, Perfect, Permanent,
Peace, Prosperity, Practical, Prevent, Protect…インドでビジネスを始める時の心構え、インド人
との付き合い方、インドで遭遇する困難、そして問題解決等々について実践的に学びました。ここに列
挙したのは講師の言った P の付く言葉の 4 分の 1 程度です。
2. ｢日本人弁護士の見たインド法文化･法実務｣(久保講師)
2010 年に松田事務所としてインドとの関係が始まり、インド･
グジャラート州に現地コンサルティング会社を立ち上げ、日本側
にもインド人ビジネス･パートナーとのコンサル会社を立ち上げた
経緯とともに、｢日系サービス業のインド進出の例として｣自らの
インド進出に当たっての要点を話されました。
法律事務所は、外資規制によりインド･パートナーは必須で、相互の長期的信頼関係の構築の重要性、
現地拠点の確保、法律家以外とのネットワーキングの重要性について述べられるとともに、異文化理解
と寛容性、相手への敬意と相互理解、顔の見える信頼関係の醸成、透明性(隠さない＝腹を割る)の重要
性など、中島講師の講演内容にも共通する国際ビジネスを進める上で留意すべきことについて、自らの
経験を紹介されました。
インドの法文化として、立法･行政の特徴、法体系の特徴について、またビジネス交渉において日本
人と大きく異なるインド人の契約文化･交渉文化について分かりやすく解説されました。インドの特徴と
して、｢古風な英文表現｣ ｢書面化したものの力は強く、契約は重んじる傾向｣ ｢文言重視、曖昧な記載は
議論を招く｣ ｢信頼の精神も重要であるが文言を重視｣ という契約文化があり、
｢交渉好き、
議論好き｣ ｢自
己主張｣ ｢ダメ元精神で、その技術と精神力は強い｣ ｢トップダウン｣ ｢出たとこ勝負｣ ｢実行は必ずしも
早くない(遅い)｣ といった交渉文化についても、なるほどと説得力のある説明でした。更に訴訟社会で
あり、
｢訴訟することの心理的ハードルは低い｣ ｢裁判の長期化｣ ｢国際取引の仲裁は中立国での仲裁が望
ましい｣ ということになります。
インド進出に当たっての法実務として、駐在員事務所、支店、現地法人設立に関連した外資規制があ
り、産業分野や出資比率条件での違い、事前許可が必要になる場合等について、また特に小売業の規制
と進出可能な条件等について解説。進出に当たっての法実務について経験上の留意点を解説する中で、
｢50：50 の合併の精神は美しいが、デッドロック JV になる可能性も｣ ｢結婚の時にも離婚への備えを忘
れずに｣ ｢過去の事例に学ぶこと｣等々は、パートナー選びの留意点と、興味深い見解でした。
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インドで会社経営する場合には、労働問題(労働法制、労務管理、労働組合等)についての理解を深め
ておく必要のあること、また工場設立するときの基本である土地に関する法律を理解しておく必要性に
ついての指摘があり、最後に自らを客観視し、現地専門家(弁護士･コンサルタント)の見分け方･使い方
について率直な話を拝聴できました。
以上、｢インドビジネス講演会｣の講師 2 名の講演は非常に示唆に富んだもので、広大･多様･複雑なイ
ンドでインド人とともにインド人を相手に仕事する時に必要な考え方とともに、基礎知識や実務につい
て分かりやすく教えて頂きました。なお、当日配布された資料は、当協会会員に限りハード･コピー(当
協会規程により実費)にて提供可能です。ご希望の方は事務局までご連絡ください。

2. もう一つの日印関係～翁久允(おきな･きゅういん)とタゴールの邂逅～
Another story of Japan-India relation
～Encounter of Kyuin Okina and Rabindranath Tagore～
公益財団法人日印協会個人会員 青山 鑛一
HMI ホテルグループ総務部 庶務担当

(1) 2015 年 6 月のある日、ディーパ･ゴパラン･ワドワ駐日インド
大使から弊社々長 比良竜虎(日印協会理事)あてに 1 通の興味
ある書簡が送られてきました。そこには、要旨次のように書か
れていました。
｢私は最近、富山インド協会の年次総会に出席のため富山に赴
いた。そこで、富山県出身の作家でありジャーナリストでもあ
る翁久允(1888 年～1973 年)の伝記の一端を知る機会を得た。
翁は、1932 年(筆者注; 1933(昭和 8)年)、シャンティニケタン
においてラビンドラナート･タゴール(1861年～1941年)に面会
し、同年、
『今日の印度』(改造社)、1935(昭和 10)年、随想集
『印度佛跡を観る』(大東出版社)を出版した。翁はその中でタ
ゴールから心温まる歓迎を受けたと述べている。
このことは富山県とインドとの関わりを示す歴史上重要な部分
であり、心に留め置く価値あるものではなかろうか｣
(2) タゴールと親交のあった翁久允がどのような人物であったの

<晩年、富山市磯部町の三尊道舎で
仏画を描く稚仙(翁久允)>
提供; 公益財団法人翁久允財団

か、どのようなきっかけでタゴールに出会い、どのように親交を結んでいったのでしょうか。ワドワ
大使の書簡を契機にもう一つの日印関係を掘り起し、その結果を『月刊インド』の読者にも紹介した
いと考え、この拙文を呈することとしました。翁久允とタゴールは、ともに大自然の恵みを全身で受
けとめながら、人間としての優しさ、温もりを備えた傑出した人物です。日印関係を考える際の一助
となれば幸いに思います。
なお、膨大な資料を快く提供してくださった｢公益財団法人翁久允財団｣及び｢公益財団法人日印協会｣
に深く感謝申し上げます。

1888(明治21)年2 月8 日出生 <タゴール27 歳> 富山県上新川郡東谷村(現在の中新川郡立山町六郎谷)
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漢方医の父･翁源指(げんし)、母･フシイの次男
1907(明治 40)年、19 歳 <46 歳> 単身渡米、シアトルに滞在。
1912(明治 45･大正元)年 24 歳 <51 歳> 一時帰国。
1913(大正 2)年 25 歳 <52 歳> タゴール、アジア初のノーベル賞(文学賞)受賞
1914(大正 3)年 26 歳 <53 歳> 再渡米
1916(大正 5)年 28 歳 <55 歳> 米国にてタゴールに面会
1924(大正 13)年 36 歳 <63 歳> 帰国
1926(大正 15)年 38 歳 <65 歳> ｢週刊朝日｣編集長
1928(昭和 3)年 40 歳 <67 歳> エッセー集『コスモポリタンは語る』
、長編小説『道なき道』刊行
1933(昭和 8)年 45 歳 <72 歳> 日印貿易商会の用務でカルカッタ着
タゴールをシャンティニケタンの邸宅に訪ねる。
“To Japan”と題する三行詩を贈られる。
『今日のインド』(改造社)刊行
1935(昭和 10)年 47 歳 『印度仏蹟を観る』(大東出版社)刊行
1936(昭和 11)年 48 歳 富山で郷土文化誌｢高志人(こしびと)｣創刊
1937(昭和 12)年 49 歳 『図説世界史話大成(全 11 巻)』(髙志書房)刊行
1941(昭和 16)年 53 歳 <80 歳>タゴール 永眠
1953(昭和 28)年 65 歳 富山県より文化功労者として表彰される。
1963(昭和 38)年 75 歳 30 年ぶりにインド再訪
1971(昭和 46)年 83 歳 『翁久允全集』刊行開始(1974 年完結)
1973(昭和 48)年 85 歳 翁久允 永眠
※ <>内は、タゴールの年齢

(1) 1913 年、インド人であるラビンドラナート･タゴールがアジアで初めてノーベル賞(文学賞)を受賞し
て世界中が沸いた。その時の気持ちを翁はこう述べています。
｢タゴア、タゴア、印度の詩聖タゴアの名は、森林の底に誇り咲く百合の花のやうに思はれた。その
タゴアは、私がさうした憧れを胸に湛へてゐる頃、多分世界大戰中だつたと思ふがアメリカに來た。
彼は方々講演して廻つたのだが、ある機會に私は、彼の講演をきゝにゆき、講演が終つてから、彼と
握手を交はし、そしてあなたの一生徒であることを述べた。その頃五十何歳の彼は優しい微笑を投げ
つゝ自分は日本が大好きだ、と言って澤に五位鷺のゐる風景を描いた日本製のカードに自署してくれ
た｣(翁久允『今日の印度』260～261 頁)
(2) 翁は 1916 年の在米時代に一度会ったことのあるタゴールに再度面会したいと思っていたところ、そ
の機会がやってきました。
1932(昭和 7)年 12 月 21 日、日印貿易商会の仕事で神戸を出発、1933(昭和 8)年 1 月 16 日カルカッ
タ着。翁は初めて見るガンジス河を前にして、
｢朝、目がさめると船はガンヂスの朝景色の中を航してゐた。ガンヂス! ガンヂス! なんと懐かしい川
の名だ。私は世界地圖の上にひかれてゐる何百何萬の川の流と名に於て、幼少の時代からこの川位憧
れた名がないのである。恒河! 聖河! 印度の母! …(略)… 青綠に青磁の勝つた南國的樹木の色彩が太
古の如く起伏しているだらう… と思はれたそのガンヂスは、清流にあらずしてラングン河のそれのや
うに濁々としてゐた｣と、濁ったガンヂス河の流れに失望しています。(翁久允『印度佛跡を観る』48
～57 頁)
(3) 1933(昭和 8)年 1 月 20 日、カルカッタの日本総領事から、タゴールを中心にしたすき焼晩餐会に招
待されました。そこには、現地駐在商社の代表者とその夫人たちも集まっていました。自分の娘と秘
書等を伴って現れた 72 歳のタゴールは、日本に行ったとき各方面からいかに温かい熱のこもった歓迎
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を受けたかを熱心に繰り返し述べました。そして、横山大観や下村観山の絵画を賛美したのです。翁
は日本から持ってきた竹林の七賢人を描いた九谷焼の花瓶をタゴールに記念として贈っています。翁
はもう一度二人差し向かいでゆっくり会って、タゴールの東洋的精神の話を聞いてみたいと思ってい
ました。
(4) 1933(昭和 8)年 1 月 25 日夜、ヒマラヤを見に行く前に
タゴール邸を訪れた翁は、タゴールに彼の寝室で会って
います。
｢タゴールは寝巻のような着物を纏い、寝床を背景にし
て、私の顔を見ると、例の合掌をしてから、微笑をくづ
して、更に私の手を握ってくれた。そして、この間の晩
何と愉快なことだつたろうか(筆者注; 1 月 20 日カルカ
ッタ総領事邸でのすき焼晩餐会を指すと思われる)と、
涙
を浮かべながら嬉しがるのである。そこへ運轉手が大觀
の畫集をタゴールの前におくと、日本人の親切さをし
みゞゝと感じたやうに自分の田舎に日本人が來てくれる
ことを歡迎する。是非今度の機會に來てくれ｣と言うので
ある｣(翁久允『印度佛跡を観る』82～83 頁)

<シャンティニケタン自宅前のタゴール>
1933年アメリカ人哲学者レーモンド･パイパ
ー博士が撮影。
『印度仏跡を観る』
（大東出版
社、1935 年）の口絵として掲載されている。
提供; 公益財団法人翁久允財団

(5) 同年 2 月 3 日、翁はシャンティニケタンに着いたが、2 月 5 日から 4 日間はタゴールが経営する農民
運動会館のお祭りでありました。この会館は 20 年前にタゴールが自分の土地と費用を投げ出してイン
ド人の自覚、向上、修練のための子弟教育、農民やアンタッチャブルの解放運動等のために建設した
ものでした。
(6) 同年 2 月 8 日、翁は最後のお別れの挨拶のためタゴール邸に赴きました。
翁はインド式挨拶の仕方を知らないことを詫びつつ、いつものとおり合掌をしました。タゴールはに
こにこ笑いながら、そんなことを気に掛ける必要はないと、自らの手を伸ばして翁の手を取り固い握
手をしました。日本に帰ったら皆さんによろしく伝えてほしい、と言いながら次の三行詩を書いた色
紙を翁に渡しています。タゴールの日本人に対する優しい思いが如実に表れています。
To Japan.
I came to your shore as a stranger
I live in your house as a Guest.
I left your door as a friend.
Rabindranath Tagore.
｢日本に寄す｣
旅人としてお國にゆきました。
お客さん顔で御厄介になりました。
お友達になって帰りました。
(訳 翁久允)

(1) 翁の 30 年ぶりの 1 か月に亘るインド再訪の旅は、全く偶然なことから思いたったものでした。9 月
に入って友人から｢国際仏教文化交流協会｣が主催する印度仏跡巡拝団への参加を誘われて、旅心の赴
くままふらふらと随行したのが事実ようです。
｢亡父の三十三回忌でもあったので、もう一度大聖釈尊の足跡を辿って三尊道運動を反省し、同時に独
立後の印度復興を見たいという熱情に溢れていた｣と翁は述べています。
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(2) 11 月 19 日、カルカッタ空港に到着しました。
ドルをルピーに交換(100 ドル＝470 ルピー)。車は 30 年ぶりに見るカルカッタのごった返した街中を
突き抜けてオベロイ･グランドホテルに向いました。30 年前は自動車は数えるほどしか通らず、ノロノ
ロした牛車、馬車と群衆が様々な服装で大通りを往来していたが、今回は人力車が多いのが眼につき
ます。また、噛み煙草の赤い汁を路上やビルディングの礎石などに吐き散らしていた光景が思い出さ
れたが、そうしたのんびりした光景は見られませんでした。
(3) タゴールが生まれて亡くなった家を訪れます。この家はタゴールが亡くなる 7 年前、翁がタゴール
に会った家でした。このときタゴールは下村観山の画集を披露し、観山を激賞しています。この家は
タゴールの記念館となっており、詩聖の筆跡や写真などの形見が陳列されていました。翁にとっては
名残惜しい場所でした。
(4) ある団員から 30 年前と今とでは、インドはどう変わっているか、と訊かれた翁は｢私は 15、16 歳の
美わしい乙女にぞっこん惚れ込んだが、結婚するというわけにもいかなかったので、美しい人だなと
思いながら別れた。それから 30 年経った。私はその昔の乙女を思い出してもう一度情緒を繰り返した
いと思い、遥々その女のところへ行った。逢ってくれた人は昔の人ではあったが小皺に厚化粧した五
十近くの婦人であった。私は昔の少女時代の彼女に今を比べて頭が顛倒して終った｣と答え、周囲の笑
いを誘ったが、これが翁のインドに対する 30 年ぶりの偽らざる感慨であったのでしょうか。
(5) ｢30 年前は小さな駅だったガヤ駅は、見違えるように大きくなっていた。歩道も広く両側の街路樹も
素晴らしい。あのころの沿道は砂で、森の続きのようだった。
ネール首相が仏陀をインドの宣伝に利用し世界の仏教徒に呼びかけるため、荒廃した仏跡を整備して
観光客のために便宜を図っていた。大塔の周囲はきれいに整備されているが、周囲の森林は取り払わ
れ大塔はまるで災害後の残置物のように寂しくたっている、菩提樹はあれから 30 年経ったので老木化
しているが、あの当時ビルマの金持ちが幹肌に塗ったという金箔はすっかり剥げている」と、翁は嘆
いていました。(翁久允｢印度西遊日誌｣)
このような翁の嘆きはアメリカで見た物質文明を嫌い、
『ギータンジャリー』を読んで｢生の実現｣
という東洋の伝統的思想を賛美した結果であることに違いはありませんが、その背景として幼少のこ
ろ父親に漢籍、書道を学び、漢詩の暗誦などを通じて厳しい家庭教育があったこと、生まれてから渡
米するまでの 18 年間の日本での生活で当時の評論家の文章に親しみ、文学仲間と読書したり、美文や
好句を朗読し合って楽しんだ時代があったことも与っているものと思われます。
(了)
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3. インドニュース（2015 年 7-8 月）
News from India
◇◆◇ 7 月 ◇◆◇
Ⅰ. 内政
7月7日
 各紙報道によれば、7日、マディヤ･プラデシュ(MP)州における医学大学等入学試験に係る大規模な汚
職事件(Vyapam Scam)について、チョウハンMP州首相が、CBI(中央捜査局)の捜査を要請する書簡をMP
州高等裁判所に送付する旨発表した。
メモ：
Vyapam Scamとは、2008年から2013年にかけて、MP州で起きた医大等の入試に係る大規模な汚職事件(Vyapam
とはMP州の複数の教育機関及び政府機関の入試を担当してきた試験機関の名称)。多数の政治家、官僚等が金
銭と引き替えに試験の不正(替え玉や試験用紙の白紙提出等)に協力したほか、40人以上の関係者(被告、告発
者、ジャーナリスト、医大学長等)が死亡、500人以上が行方不明となっている。これまでに約2,500人が起訴され、
約1,900人が有罪となった。その中には同州のシャルマ教育大臣等、100名以上の州政治家やインド人民党(BJP)
党員、BJPの支持母体である宗教団体RSSの関係者が含まれている。野党はチョウハン州首相の関与の可能性
も含めてCBIによる捜査を要請していた。

7 月 21 日
 いわゆる｢モンスーン国会｣が開幕した。会期は8月13日までの予定。
メモ：
今国会では、土地収用法改正法案やGST法案の審議が予定されているが、開幕当初から野党側は、ラリト･ゲー
ト事件に関する、与党BJPの政治的責任を問うべく、スワラージ外相やラジェ･ラジャスタン州首相の辞任を求め、
またVyapam ScamについてもチョウハンMP州首相の辞任を求めて、審議をボイコットしている。土地収用法改正
法案については、予算国会終了時に設置された共同特設委員会の報告書の提出が遅れ、モンスーン国会での
採択が危うい状況にある。GST法案については、22日にGSTに係る憲法改正に関する上院特別委員会が、報告
書を上院に提出した。しかし、相次ぐスキャンダルや汚職疑惑によって審議が滞っている状況にあり、30日に下院
議長が全党会議を開催したものの、改善は見られない。

7 月 23 日
 インド内務省は、23 日、昨年の総選挙以来空席となっていたアングロ･インディアン･コミュニティを
代表する国会議員(下院)として、リチャード･ハイ教授とジョージ･ベイカー氏(俳優)が大統領によっ
て指名されたと発表した。
7 月 25 日
 各種報道によれば、25 日、モディ首相はビハール州パトナを訪問し、在来線特急の開設式典や、イン
ド工科大学(IIT)パトナ校の開校式に出席した。
また、
ビハール州議会選挙に向けた選挙演説において、
クマール州首相を激しく個人攻撃し、｢クマール州首相の政治的 DNA に問題がある｣と発言した。
メモ：
同月中旬、選挙管理委員会関係者が、ビハール州議会選挙を11月29日までに終了する予定であると発言したこ
とを受けて、同州議会選挙の前哨戦が始まった。ビハ-ル州は連邦下院で40議席を持つ大票田であり、連邦議会
で野党であるJDUが州政権を担っている。BJPは同州議会選挙で勝利することでモディ政権の基盤固めをすべ
く、シャーBJP総裁がパトナを訪問したり、ジャイトリー財務大臣が同州への財政支援を発表するなど積極的な動
きを見せている。選挙日程が未確定であるにも関わらず、このような選挙キャンペーンが開始されたことは、同州
の政治的重要性を示すものといえる。
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7 月 27 日
 各種報道によれば、27 日、アブドゥル･カラーム元大統領(在任期間：2002 年～2007 年)が講演のため
に訪れていたメガラヤ州で死亡した(享年 84 歳)。
 各種報道によれば、27 日、3 人の武装テロリストが、パキスタンとの国境近くに位置するパンジャブ
州ディナナガルの警察を襲撃し、パンジャブ州治安部隊と銃撃戦を展開した。同襲撃により 7 名が死
亡した。
7 月 30 日
 各種報道によれば、1993 年ムンバイ･テロの主犯格で死刑を宣告されたヤクブ･メノンの死刑が 30 日
に執行された。

Ⅱ. 経済
7月3日
 インド政府は3日、社会経済カースト国勢調査(Socio Economic Caste Cencus)2011を発表した。本調
査は、各世帯の社会経済的貧困状況を、所有と収入に基づき全国一斉調査するもので、インドにおけ
る農村世帯の｢社会経済的貧困｣を数値で示している。
7月16日
 各種報道によれば、16日の閣議において、海外直接投資(FDI)政策の簡素化に向けた政策見直しが承認
された。FDI及び海外ポートフォリト投資(FPI)に対して設定されている、既存の内枠上限に代わって、
新たな複合上限(composite-cap)が設定される。すなわち、ほぼ全てのセクターに対し、49%までのFPI
が自動認可ルートで認められることになる。49%を超えるFPIについては従来通り政府認可ルートで事
前承認が必要となる。
メモ：
今回の政策決定は、本年度予算案で示されていた出資規制に関する提案を受けたものである。海外投資をさら
に呼び込むために、投資カテゴリー毎の異なる規制を統一し、簡素化する狙いがある。

Ⅲ. 外交
7 月 6～13 日 モディ首相の中央アジア歴訪
 インド政府発表や各紙報道によれば、6～13 日、モディ首相は、中央アジア諸国を訪問した。
 6 日、モディ首相は、ウズベキスタンを訪問し、カリモフ大統領と首脳会談を行った。
 7～8 日、モディ首相は、カザフスタンを訪問し、ナザルバエフ大統領及びマシモフ首相と会談を実施
した。インドにとって、カザフスタンは中央アジア最大の貿易相手国。
 (8～11 日のモディ首相のロシア訪問については後述)
 11 日、モディ首相は、トルクメニスタンを訪問し、ベルディムハメドフ大統領と首脳会談を実施した。
 12 日、モディ首相は、キルギスタンを訪問し、アタムバエフ大統領と首脳会談を実施した。
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 13 日、モディ首相は、タジキスタンを訪問し、ラフモン大統領と首脳会談を実施した。
メモ：
インド首相として、トルクメニスタン及びキルギスタンは20年ぶり、タジキスタンは12年ぶりの訪問。

7 月 8～11 日 BRICS 首脳会合及び上海協力機構(SCO)首脳会合
 インド政府発表や各紙報道によれば、モディ首相は、9日、ロシアのウファにてBRICS首脳会合に出席
し、また、10日、SCO首脳会合に出席した他、各国と二国間会談を実施した。
 9日、BRICS首脳会合で、BRICS首脳会合のウファ宣言が採択された。同宣言では、2016年の第8回BRICS
首脳会合を主催するとのインドの申し出に感謝の意を伝達したとされた。
 10 日、SCO 首脳会合において、SCO 首脳会合のウファ宣言が採択された。
メモ：
SCO首脳によるウファ宣言では、加盟国は、新たな加盟国の受入れ、並びに、オブザーバー国及び対話パートナ
ー国との更なる協力の深化がSCO発展にとって重要な意味を持ち、その潜在性の向上を可能とすることを確信す
る旨、この関連で、加盟国は、インド及びパキスタンのSCO受入手続開始の決定並びにベラルーシに対するオブ
ザーバー国の、アゼルバイジャン、アルメニア、カンボジア及びネパールに対する対話パートナー国の地位の付
与を確認する旨発表された。

7月8日
 8日、モディ首相は、プーチン大統領と印露首脳会談を実施した。各紙報道や政府発表によれば、イン
ドのSCO加盟、原子力･炭化水素等のエネルギー協力、南北地域輸送回廊等について話し合われた。
メモ：
モディ首相は、印露首脳会談において、本年、次の印露首脳会談のため訪露する機会があろう、もしアストラハン
(注; ロシア南部の都市でアストラハン州の州都)に行ければそうするつもりである、グジャラート州とアストラハン
は姉妹都市関係にあり、首脳会談はアストラハンで行えないだろうか、と述べた。

7月8日
 8日、モディ首相は、習近平主席と印中首脳会談を実施した。各紙報道や政府発表によれば、ラクヴィ
問題、パキスタン占領下のカシミール地方(POK)、印中国境問題等に関する協議が行われた。
メモ： ラクヴィ問題
パキスタンは、2008年のムンバイ･テロの首謀者とされるラクヴィ･ラシュカレタイバ(LeT)司令官を4月に釈放した。
報道によれば、インドは、この釈放について国連安保理アル･カイダ制裁委員会にてパキスタンへの制裁を求め
たが、中国がインドからの情報提供不足を理由に反対した。モディ首相は、今次首脳会談にてラクヴィ問題に関
する懸念を伝え詳細な議論を行った。

7月10日
 10日、モディ首相は、シャリフ･パキスタン首相と印パ首脳会談を実施した。インド外務省発表によれ
ば、シャリフ首相は,2016年にパキスタンで開催されるSAARC首脳会合へのモディ首相の参加を求め、
モディ首相は招待を受け入れた。
メモ： インド外務省発表によれば、印パ両首脳は、以下5つのステップをとる必要性につき一致。
両国国家安全保障担当補佐官間のテロ協議の実施(於 ニューデリー)。
両国国境警備部隊長間の協議の速やかな実施及び陸軍作戦部長間の協議の開催。
両国により拘留されている相手国漁民及び漁船の15日以内の釈放の決定。
宗教観光促進のためのメカニズム。
双方は、音声サンプルの提供を含め、ムンバイ事件に関する裁判手続促進のための方策に関する協議を行う
ことに合意。

7 月 14 日～17 日
 各紙報道によれば、ミャンマー外相が訪印し、スワラージ外相と協議を実施した。
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7月24日
 24日付ヒンドゥスタン･タイムズ紙は,インドは印パ首脳会談の成果としてパキスタンの漁民を解放す
る可能性がある、両国により拘留されている相手国漁民及び漁船の15日以内の釈放は、ウファでの会
談における重要な成果であったと報じた。(その後の報道によれば、8月2日、パキスタンは、カラチに
て拘束されていた163人のインド漁民を解放した。)

Ⅳ. 日印関係
7月24日
 日本外務省発表によれば、宇都外務大臣政務官は、7月22日～24日にエルサルバドルにおいて開催され
た民主主義共同体閣僚級会合の機会を捉え、VKシン･インド外務担当閣外相と個別に会談し、二国間関
係強化等について意見交換を行った。
今月の注目点： 上海協力機構(SCO)を巡るグレート･ゲーム
SCOとは、中露及び中央アジア4ヵ国が加盟する機関。印パ両国は、昨年9月に加盟申請を行って
いたが、今回、SCOへの受入手続開始の決定が合意された(正式加盟は今後)。SCOの加盟国拡大は
2001年の発足来初。今回のインドの加盟合意に関し、カンワル･シバル元インド外務次官は、“The
great SCO game”と題した記事をメール･トゥデイ紙に寄せ、SCOを巡る大国のグレート･ゲーム
について分析する。中央アジア、更にはユーラシアを巡る勢力図の変化の中でインドの位置を描いた
分析として興味深く、以下に紹介したい。
シバル氏は、同記事の中で、先ず、今回のインドのSCOへの加盟合意は歓迎されるべきとしつつも、
同時に大局的に見るべきだと指摘。その上で、SCOの影の原動力は中国と断じ、中国の圧倒的な経済
資本がSCOのアジェンダ形成において支配的な立場を与えている、中国の東側における力を抑えるこ
とが米国の目的だとすれば中国の戦略は西側のユーラシアを経済圏に取り込むことだと論ずる。そし
て、ユーラシアにつき、これまでロシアが支配を試みてきたが、中央アジアにとって中国がより大き
な貿易パートナーとなり、中露の影響力に新たなバランスを作り出しているとする。また、パキスタ
ンの加盟に反対してきたロシアに対し、中国がインドと共にパキスタンも加盟すべきと主張できたの
は、SCOにおける中国の比重の大きさに加え、ロシアと欧米の関係悪化によりロシアが中国をより戦
略的に受容するまで追い込まれたためとし、ロシアは中国とのより戦略的な関係の一環として、対パ
キスタン政策を変更する用意があるように見えるとする。その上で、インドの加盟は、中央アジアの
戦略的バランスが中国寄りになった最中に訪れ、各国の役割の結果、中パ関係と中露関係は更に強固
なものとなったと論ずる。しかしながら、肯定的な側面として、中央アジアにおけるインドの利益は
パキスタンの妨害にもかかわらず受け入れられていると結論する。

◇◆◇ 8 月 ◇◆◇
Ⅰ. 内政
8月3日
 各種報道によれば、
インド政府とナガランド民族社会主義評議会ムイヴァー派(NSCN-IN)との間で和平協
定が締結された。
メモ：
ナガランド民族社会主義評議会(NSCN)は、ナガ族の独立を訴える過激派組織として1980年に創設された。1988年
にムイヴァー派(NSCN-IM)とカプラン派(NSCN-K)に分裂した。ナガランド州全域のほか近隣のマニプール州、アッ
サム州の一部を活動基盤とし、反政府武力闘争を繰り広げてきた。NSCN-IMは穏健派とされる一方、NSCN-Kは
過激派と見られている。
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8 月 13 日
 いわゆる｢モンスーン国会｣が閉幕した。
8 月 17 日
 インド大統領府は、ムカジー大統領夫人が 10 時 51 分に逝去したと発表した。享年 74 歳。
8 月 25 日
 各紙報道によれば、25日、インド内務省は、2011年の国勢調査から宗教別人口についてまとめたデータ
を発表した。
メモ：
2011年時点でインドの総人口は12億1,085万人。このうちヒンドゥー教徒は、9億6,625万人で、人口に占める
割合では79.8％で、調査開始以降、初めて8割を切った。他方、イスラム教徒は、1億7,224万人で前回調査か
ら24.6％増加した。人口に占める割合は14.2％。

8 月 27 日
 各種報道によれば、27 日、ケジリワル･デリー準州首相はビハール州の州都パトナを訪問し、ニティシ
ュ･クマール･ビハール州首相とともに、BJP を批判する選挙活動を行った。また 30 日にはソニア･ガン
ディー･コングレス党総裁がパトナを訪問し、クマール州首相の政党である JDU や、友党の RJD の指導者
とともに、選挙運動に参加した。
メモ：
ビハール州議会選挙に向けた政治活動は、首都デリーでも活発に繰り広げられ、モディ首相も、頻繁にビハ-ル州
に足を運ぶようになっている。18日には、モディ首相は、ビハール州で高速道路の建設定礎式や政治集会に参加
し、総額1兆2,500億ルピーに及ぶ、ビハール州の開発特別パッケージを発表した。これに対して上記のように、ケ
ジリワル･デリー準州首相(ＡＡＰ党首)や、ソニア･ガンディー･コングレス党総裁など、野党が同州議会選挙でＢＪＰ
の勝利を阻止すべく、積極的に野党協調の姿勢を見せている。他方、ＢＪＰと友党は、州議会の議席配分の合意が
未定である等の足並みが揃わない状況。

8 月 30 日
 各種報道によれば、モディ首相は月例のラジオ番組で、8 月末で期限切れとなる土地収用法改正に関す
る大統領令を、再公布しない意向を示した。政府は、通常 11 月～12 月にかけて行われる冬期国会にお
いて、上下両院の特設委員会による報告書の提出を待って、次の対応を決定する方針。

Ⅱ．経済
8月4日
 インド準備銀行(RBI)は、2015 年度第三回隔月金融政策会合を開催した。会合開催後に発表されたプレ
スリリースにおいて、金融政策の緩和的なスタンスを維持しつつ、政策金利(レポ･レート)の据え置き
(7.25%)を決定したこと等を発表した。
メモ：
その他、プレスリリースの中で、以下についても発表された。
6月に先行して実施した政策金利引き下げの波及効果を待ち、さらなる金融緩和に向けた余地の状況を注視す
る。
原油価格の下落等から、2016年1～3月期のインフレ予測を0．2％減少させた。
2015年度のＧＤＰ予測は、6月時点の予測(7．6％)を据え置いた。

8 月 19 日
 19 日、インド準備銀行(RBI)は、Aditya Birla Nuvo Limited や Airtel M Commerce Services Limited
等 11 の申請者に対して、決済銀行の原則許可を与えることを発表した。
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メモ：
決済銀行は新しい種類の銀行であり、2014年11月にガイドラインが発表され、低所得者や零細企業等に対して、
小口の銀行口座の開設及び決済･送金サービスの提供を通じて金融包摂の推進を行うことを目的としている(貸出
は不可であり、国債による運用を行う)。

Ⅲ. 外交
【インド･モザンビーク関係】
8月5日
 5 日、インド外務省の発表によれば、モディ首相は、インドを訪問中のニュシ･モザンビーク大統領と首
脳会談を行った。首脳会談において、インドは、農業、健康管理、エネルギー、インフラ及び人的資源
開発といった分野において、モザンビークに対する開発パートナーとなることを歓迎し、農業及び食料
安全保障における完全な支援及び連携を約束した。併せて、両国は、再生可能エネルギー分野における
協力に関する覚書を結んだ。
【インド･EU 関係】
8月5日
 6 日付インド各紙は、インド政府が、5 日、8 月 28 日に開催を予定していた EU との FTA 交渉を延期した
と報じた。5 日、インド商工省は、交渉の延期について、｢GVK Bioscience 社が臨床試験を実施した約
700 種類の医薬品の販売を禁止した EU の措置に対し、インド政府は失望し懸念があったため、決断した｣
と発表した。
メモ：
インドとＥＵのＦＴＡの正式名称は、Broad-based Trade Investment Agreement(BTIA)。同ＦＴＡをめぐるインドとＥＵ間
の交渉は、2007年に開始し、2013年以降中断されていたが、首席交渉官間での交渉が28日からデリーで再開され
る予定であった。

【インド･ミャンマー関係】
8月6日
 6 日、インド外務省は、クアラルンプールにおいて、インド外務担当閣外相及びミャンマー外相の立会
いの下、両国のソフトウェア開発･訓練研究所立ち上げに係るインド･ミャンマー合意署名が行われた旨
発表した。
メモ：
署名者は、インド側が、先進コンピューター開発センター(Ｃ-ＤＡＣ)、ミャンマー側が、同国外務次官。

【インド･ブータン関係】
8 月 10 日
 インド首相府の発表によれば、10 日、インドを訪問中のジグメ･ザンポ･ブータン下院議長及びソナム･
キンガ･ブータン上院議長を団長とする議員団がモディ首相を表敬した。表敬において、モディ首相は、
インドが引き続き、ブータンの発展に対する献身的パートナーであることを強調した。
【インド･イラン関係】
8 月 14 日
 インド首相府の発表によれば、14 日、インドを訪問中のザリーフ･イラン外相がモディ首相及びアンサ
リ副大統領を表敬した。表敬において、モディ首相は、インド及びイランの人々に留まらず、アフガニ
スタン及び中央アジア全域に利益をもたらすと考えられるチャバハール港の開発に、イランとともに努
力するインドの決意を伝えた。
【インド･パキスタン関係】
8 月 16 日
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 インド外務省は、カシミールでのパキスタン軍による一方的な砲撃に対して、駐印パキスタン高等弁務
官を召喚した旨発表した。
メモ：
ワドワ･インド外務省東担当次官(注; ワドワ駐日大使の夫君)は、8月8日以来続く、パキスタン軍による一方的な砲
撃に関して抗議を申し入れるとともに遺憾の意を伝えた。

8 月 23 日
 23 日付インド各紙の報道によれば、23 日にニューデリーで行われる予定であったインド･パキスタン国
家安全保障補佐官(NSA)協議が中止された。22 日深夜、パキスタンは、インドが課した条件を非難し、
アジズ国家安全保障･外務担当首相補佐官はニューデリーを訪問しないこととなった旨発表した。
メモ：
スワラージ外相は、パキスタン側に対し、今般のＮＳＡ協議の議題はテロのみに限るとともに、アジズ国家安全保
障･外務担当首相補佐官がカシミール分離主義勢力と会わないことを22日真夜中までにパキスタン側が約束する
ならば、アジズ補佐官の訪印を歓迎すると伝えていた。

【インド･UAE 関係】
8 月 16-17 日
 モディ首相は、8 月 17 日から 17 日にかけて UAE を訪問し、経済やテロ対策等幅広い分野について UAE
首脳と協議した。
メモ：
インド首相のＵＡＥ訪問は、1981年のインディラ･ガンディー首相(当時)以来34年振り。

8 月 29 日
 29 日、インド外務省は、アブドゥッラー･ビン･ザイード･アール･ナヒヤーン UAE 外相が、9 月 2 日から
3 日に開催予定のインド･UAE 技術･経済協力に関する合同委員会会合のため、
政府幹部や経済界の指導者
を含む代表団を率いてインドを訪問すると発表した･
【インド･セーシェル関係】
8 月 26 日
 インド外務省の発表によれば、26 日、モディ首相は国賓としてインドを訪問中のミシェル･セーシェル
大統領と首脳会談を実施した。また、同発表によれば、インドとセーシェルは、金融、農業、海洋安全
保障、ブルー･エコノミー及び航空分野における連結性に関する取り決めに署名した。

Ⅳ. 日印関係
8月5日
 外務省報道発表によれば、雨期に伴う大雨の影響でインド東部や西部等の広範な地域で洪水等の被害が
発生したことを受けて、安倍晋三内閣総理大臣及び岸田文雄外務大臣は、ナレンドラ･モディ首相及びス
シュマ･スワラージ外相に対し、被災者へのお見舞い、被災地の早期復旧･復興を祈念すること、また、
インド政府からの要請がある場合に必要な支援を行う用意があることについてのメッセージをそれぞれ
発出した。
 各種報道によれば、藤井文部科学副大臣がインドを訪問し、ヴァルダン科学技術大臣等と会談した。
8月14日
 国土交通省報道発表によれば、北川国土交通副大臣はインドを訪問し、スレッシュ･プラブー鉄道大臣及
びジャヤント･シンハ財務閣外大臣と会談した。北川副大臣より、新幹線システムを活用したムンバイ＝
アーメダバード間高速鉄道の早期実現に協力したい旨、またそのために技術面･資金面･運営面での支援
を行う用意がある旨表明することなどにより、新幹線導入を働きかけた。
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今月の注目点： モンスーン国会と独立記念日
8月13日、モンスーン国会が終了した。今国会では審議は何ら進展せず、ＧＳＴ法案や土地収用法
改正法案どころか、上下両院を通過した法案は一つもなかった。各種現地紙は、ＧＳＴ法案を進めるた
めに特別国会が開催されると報じたが、ジャイトリー財務大臣は、記者会見で、次の行動につき決めか
ねているとの回答に留まった。野党側の協力がなければ、特別国会を開いてもＧＳＴ法案を成立させら
れず、与党にとってさらなるダメージとなるためである。インドの国会は、下院は圧倒的多数で与党連
合が握っているが、上院では野党勢力が多数を握るネジレ国会である。
今国会は、与党ＢＪＰと野党、特に野党第一党であるコングレス党との間で非難合戦に終始し、下院
議長による野党議員の登院停止処分や、スワラージ外相によるソニア･ガンディー･コングレス党総裁個
人やガンディー家に対する攻撃など、与野党の対決姿勢が如実に表れ、政党を超えて法案審議を進めよ
うとする雰囲気は無かった模様。そのため、国会終了後の各種報道では、モディ政権の国会運営の失態
と経験不足を指摘し、批判する声が目立ち、聞こえのよいスローガンのみで成果が伴わない、と、モデ
ィ首相のリーダーシップに疑問を投げかける報道もあるほどであった。
続く15日の独立記念日は、例年通り、レッド･フォートにおいて、モディ首相がヒンディー語により
演説を行った。その内容は、昨年のような国内の団結やガバナンスについての言及は無く、貧困対策や
福祉･衛生面の政策等、昨年一年間の実績を強調するものであり、目立つ成果があるとは言いにくい経
済政策への言及は無かった。他方で、農民や貧困層の関心を引く政策(農業省の農業･農民福祉省への改
名)を多く取り上げたほか、国民総電化政策によって、独立75周年記念となる2022年までに、インド
の先進国入りを目指すべく、電気の無い1万8,500村に、今後1,000日以内に、送電網整備を行うこ
と、さらに、若者の起業家精神をはぐくむイニシアチブを発表するなど、｢Start-Up India、Stand-Up
India｣と呼びかけた。
モディ首相を公然と批判する経済人や有識者も出てきている状況の中、モディ首相の国民からの支持
は依然として高い。一部の批判を拡大解釈してモディ政権に烙印を押すには時期尚早であろう。今後控
える各州の州議会選挙の結果によっては、上院でもいずれ過半数を獲得する可能性もあり、政治的安定
が確保されれば、モディ首相が描く改革を進めていくことができる。他方、モディ首相の政治的限界が
現実のものとなれば、これまでモディ首相の強いリーダーシップの下で押さえつけられていた不満が一
気に噴出する可能性もあり、強い野党が不在の中、インドの国内政治は再び混沌としたものになってし
まう。巨大な民意を背景に、さらなる改革を推し進めていくことができるか、2年目のモディ政権にと
ってはこれからが正念場である。

16

4. イベント紹介
Japan-India Events
=◇ 最近のイベント ◇=
◆『北陸先端科学技術大学院大学』日印留学生の交流評価委員会に出席して
日印協会は、日本とインドの未来を担う留学生の交流について積極的
に関与しているところでありますが、標記大学院大学より、日印留学生
の交換を如何に進展させるかとの協議会(評価委員会)があり、日印協会
の笹田理事が委員会に任命されているので、委員会に出席しました。
評価委員会は、7 月 6 日(月)に、標記大学のキャンパス(石川県能美市)
にて、開催されました。非常に閑静な立地で、繁華街から遠く離れてお
り、雑音の入らない環境です。教職員や学生は、キャンパス内の宿舎/
<↑北陸先端科学技術大学院大学
寮に生活拠点を定めており、
邪心を外して研究に没頭できそうな所です。
正門付近>
評価委員会は、
『新興国の成長と同期した高い国際競争力を有する人材
<↓閑静なキャンパス内>
育成プログラム－協働実体験型大学院教育による高度専門技術者の養成
－』と『インド等の海外で活躍できる知的にたくましい先導的科学者･
技術者の育成』
の二つのテーマに基づき、
同大学の教授(事務局を含む)、
長岡技術科学大学、金沢大学からの教授、一般企業 2 社からの出席で
開催されました。既に、同大学では昨年度のインドからの留学生を、
東大に次ぐ 20 名程を受入れており、大きな実績を上げています。今ま
で、同大学から何度もインドへ足を運び、留学生交換やインターンシ
ップへの招聘とアレンジを欠かしておらず、年々留学生数は上昇して
いるようです。インド側大学はデリー大、IIT ガンディナガールとインド理科大学院バンガロールの 3 大学
に絞って折衝を重ねているようです。同大学との人材交流の結果での実績のようです。一方、日本人留学生
も 10 名を超える同大学学生が派遣された由です。今後更なる交流を促進させるために、同大学では留学支援
センターの設置、インド渡航の講習会などを実施、計画されていました。
日印協会の立場から、日印間では文化の違いが大きいので、双方の若き留学生が、快適に生活できること
への配慮をお願いしたい、インド側提携大学を許す限り拡大を希望、インド人には宗教の違いによる食事制
限があるので配慮願いたい、企業への学生のインターンシップでは、企業の邪魔にならず、しかし日本の或
いはインドの企業マネージメントや技術の習得を願いたい、インドの学生は専門知識も有するが起業家意識
が非常に強いので、そのハングリーな姿勢を日本人学生に刺激となるよう示してほしい等を具申しました。
(記 笹田勝義)
◆祝! 第 1 回 クリケット親善試合 ― All Japan VS Team India in Tokyo Friendly Cricket Match
インド独立記念日でもあり日本の終戦記念日でもある
8 月15 日(土)午後、
東京都江戸川区陸上競技場に於いて、
日本クリケット協会(JCA)選抜(写真右)とチームインディ
ア(写真左)による日印クリケット親善試合が開催されま
した。このイベントは一般社団法人リトルインド東京
(LIT)が主催し、日本クリケット協会や江戸川区の後援を
得て、地元西葛西の人々(ボランティア)の協力により、
今年初めて開催が実現したものです。
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開会式では、主催者 LIT チャンドラーニ事務局長の開会宣言、インド大使館アミットクマール首席公使、
江戸川区長(代理)による来賓挨拶の後、両国国歌斉唱(写真下 国歌斉唱するインド人児童)に続き、子供マッ
チ、日印対抗マッチの 2 試合が行われました。
子供マッチは日本チームが勝利。日印選抜チーム対抗マッチは、日本チームの善戦及ばず、さすがに本家
のインドチームが勝利を制しました。日本チームの唯一の女子選手は国際大会でも活躍している有力選手だ
そうです。子供マッチでも日本チームは女子が活躍しました。いつか日本チームもクリケット世界大会に出
場する日が来るかもしれないし、クリケットがオリンピック種目にならないとも限りません。関係者による
と特に女子は有望だそうです。日本クリケット協会の今後の奮闘を期待します。
ところで、東京都江戸川区西葛西には、在日インド人の 10%に相当するインド人が生活していますが、そ
の数は最近では 3,000 人に達するそうで、近くにインド人学校もあります。江戸川区も日本人と在日インド
人とが協力して楽しめる地域にしようと、地域の観光開発や日本に渡航するインド人の玄関口になるような
特徴あるインド人街を形成しようと一般社団法人リトルインド東京(LIT)が設立されました。今後ますますの
発展をお祈りいたします。

(記 宮原豊)

◆『インドアートカルチャーフェスタ ― アーティスト･イン･レジデンス』開会式
駐日インド大使館が、テランガナ州のテランガナ芸術協会と三越日本
橋本店と共に、
『インドアートカルチャーフェスタ』を開催しました。会
期は、8 月 12 日(水)～25 日(火)で、来日中のインド人画家達は、アーテ
ィスト･イン･レジデンスらしく会場の三越日本橋本店での創作活動を続
け、8 月 14 日(金)に、同所で開会式が行われました。テランガナ州を代
表する著名なインド画家 4 人と、インドと深い繋がりを持つ日本画家 3
名が出展する展示会です。
ワドワ･インド大使が開会の口火を切られ、出展し来日しているインド
画家と出展している日本画家などが紹介されました。左側(写真上)の 4
名の画家（左より、サヤム･バラット･ヤダヴ、バイル･ラグラム、アエラ
イ･ラクスマン、スリア･プラカッシュ各氏、ワドワ大使と一人置いて、
日本画家のローチャン由里子、柳沢正人各氏）です。
テランガナ芸術協会に所属する画家達は、主に現代インドアートを描
く画家が多く、
伝統あるインド細密画等とは相当に異なった画風でした(写
<写真提供; 日印協会大内晴美理事> 真下)。
写真でワドワ大使が手に掲げていらっしゃるのは、テランガナ芸術協会所属の画家画集
“art@telangana”(右; 表紙画像)です。同書は、協会図書として会員の方には貸出可能で
す。ご関心のある方はご利用下さい。
(記 笹田勝義)
◆ネタジ･スバス･チャンドラ･ボース忌
今年も、8 月 18 日(火)に杉並区蓮光寺に於て、ネタジ･スバス･チャンドラ･ボ
ース忌が行われました。
祭壇には、例年通り森喜朗日印協会会長からの生花が供えられました。事務局
から参列した平林理事長、
笹田理事、
宮原事務局長をはじめ約 100 名もの方々が、
ボースを偲びその遺徳を讃えました。今年も、協会会員や、インドの方々が多く
参列されました。
ボースと蓮光寺について、個人会員根岸さんからのご寄稿を、以下に紹介しま
す。

18
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チャンドラ･ボースと蓮光寺
公益財団法人日印協会 個人会員 根岸 素行
今般、日印協会より首題の件に関する寄稿依頼を受け、何か
因縁を感じました。
チャンドラ･ボースの遺骨が安置されている蓮光寺は根岸家の
菩提寺であり、父根岸忠素はチャンドラ･ボースの連絡将校 1 を
務め、ボースとは深い関係にありました。
ボースは終戦の 3 日後 2、ソ連への亡命途上、台湾の松山飛
行場で離陸時の事故により、不慮の死を遂げられました。現地
で荼毘に付され、遺骨は数日後、陸軍参謀本部の計らいで、林
田達雄少尉が部下たちと共に大変な思いの中、財宝の入った荷
物と共に東京に持ち帰りました。
当時の政治情勢からして遺骨保管を受け入れてくれる寺院が無い中で、
只、
蓮光寺住職望月教栄師の『霊魂に国境がないのみならず、死者に回向するのは仏法に従事する僧侶の役目』
と言う信念に基づき、蓮光寺に安置して頂いています。
今日まで 70 年に渡り、教栄、日康、教善三代の御住職に護持して頂き、深甚なる謝意と敬意を表したく思
います。
その後、インド独立の英雄ネタジー(ボースの敬称、偉大なリーダーの意)に尊敬の意を表する為、プラサ
ド大統領、歴代首相のネルー、インディラ･ガンジー、バジパイ、及び駐日インド大使館関係者、遺族関係者
が弔問に訪れています。
法要は当初、日本人のネタジー関係者で設立されたボースアカデミー3 により毎年開催されていました。
1990(平成 2)年 4 には、ネタジーの銅像が建立され、この銅像は、1944(昭和 19)年ネタジーに選ばれたイン
ド軍幹部候補生約 50 名を、自宅で世話された江守喜久子さんの次女松島和子さんが、お母様の遺志として寄
贈された物です。江守さんは候補生より実母以上に慕われていました。
法要はその後も、アカデミーメンバーの高齢化に拘わらず、現在も途絶えることなく、教善住職のお世話
で、命日の 8 月 18 日に開催されています(今年 71 回忌)。年々、ネタジーを慕い在日インド人の参加者が増
えております。
最後にネタジーと父の関係について触れさせて頂きます。
ネタジーを潜入先のドイツから日本軍が迎えるに当たり、
連絡将校として父が民間人から任命されました。
戦時中、全ての交通機関が閉ざされている中、日独両海軍の連携プレーで U ボートからイ 29 号潜水艦に乗り
継ぎ、サバン島にボースが到着した時、日本側の要人山本大佐、千田長官と共に出迎え、その後大東亜会議
への同行、ポツダム宣言受諾の旨の電文をボースに直接手渡すまで行動を共にしました。ボースからの父に
対する信頼は、厚かった様です。
ネタジーは部下に対しても大変思いやりが深く、夫人部隊 5 がインドに帰るとき、父に｢列車が、その姿が
見えなくなるまで、見送るように｣、また日本政府からの借款 8,000 萬円を引き出し、インド国民軍 6 の退職
金に引き当てるように父に命じたとの事です。
父は、ネタジーの素晴らしいリーダーシップ、人を引き付ける魅力、細やかな気配りをみて、大きな感銘
を受けたとのことです。
今後遺骨の取り扱いについていろいろと議論がありますが、インド･日本双方にてベストな決着が付くこと
を願う次第です。

Jai Hind!!
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注)
1 Liaison Officer
2 1945 年 8 月 18 日
3 1958 年(昭和 33 年)設立
4 1990 年(45 回忌)
5 Rani Of Jhansi と言われた婦人部隊。
6 Indian National Army
<ボース像の前で、筆者右端>
- ◆-◆- ◆-◆-◆- ◆-◆-◆-◆- ◆-◆-◆- ◆- ◆-◆-◆-◆-◆-◆-◆- ◆-◆-◆- ◆-◆- ◆- ◆- ◆- ◆- ◆- ◆- ◆-◆- ◆- ◆-◆- ◆-◆-◆- ◆-◆- ◆- ◆-◆- ◆- ◆- ◆-

=◇ 今後のイベント ◇=
◆第 23 回 ナマステ･インディア 2015
日本最大級のインドフェスティバル、恒例の“ナマステ･インディア”は、9 月 26～27 日に開催されます。
例年通り、会場内特設テントにて、協会主催の講演会を行い、会場内に協会ブースを出展致します。皆様の
お越しをお待ちしております。
日 時: 2015 年 9 月 26 日(土) 10:00～20:00 / 9 月 27 日(日) 10:00～19:30
会 場: 東京都代々木公園 イベント広場
JR 山手線 原宿駅 徒歩 8 分 / 東京メトロ 千代田線 代々木公園駅･明治神宮駅 徒歩 5 分
入 場: 無料
共 催: 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 /
インド大使館 / インド政府観光局
問合先: NPO 法人日印交流を盛り上げる会 ☎ 025-752-2306
ナマステ･インディア 2015 URL http://www.indofestival.com/
最新情報等は、公式 HP でご確認下さい。
公益財団法人日印協会はナマステ･インディアを後援するとともに、会場内のエア インディア セミナー ハ
ウスに於いて 4 つの講演会を開催いたします。奮ってご参加くださいますようご案内いたします。
9 月 26 日（土）
①１３：００～１４：００
演題：インド理解のコツ
講師：平林博 <公益財団法人日印協会理事長>
②１４：３０～１５：３０
演題：アメリカ人と和楽器が奏でる、語るインド音楽
講師：T. M. Hoffman（ティ・エム・ホッフマン）
<演奏家(北インド古典声楽、天竺尺八等) / 教育家(慶応義塾大学、大東文化大学等) / 日印音楽交流会(25 周年)代表>
9 月 27 日（日）
③１３：００～１４：００
演題：インド版「巨人の星」の特別上映と日印共同制作秘話
講師：古賀義章 <講談社クーリエ･ジャポン創刊編集長/日印共同アニメ｢スーラジ ザ･ライジングスター｣チーフプロデュサー>
④１４：３０～１５：３０
演題：教壇に立ってみたインド工科大学～笑いと怒りの 31 日間
講師：山田真美：
<作家/ 博士(人文科学) / インド工科大学(IIT) ハイデラバード校教養学部客員准教授(2015年) / 公益財団法人日印協会理事>
※ エア インディア セミナー ハウスでの講演予定は、ナマステ･インディアのパンフレットとは異なりますが、
こちらが最新です。
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◆インディア･メーラー2015
“西日本最大のインドのお祭り”インディア･メーラーが、今年も神戸メリケンパークで開催されます。
恒例のボリウッド乱舞参加者を募集しています。皆様、是非ご参加下さい。
日 時: 2015 年 10 月 10 日(土)～12 日(祝･月)
★Pre-Event プレイベント(前夜祭) 10/10(土) 15:00-20:00
★Event インディア･メーラー2015(本番) 10/11(日)10:00-20:00 10/12(祝･月)10:00-19:00
会 場: 神戸メリケンパーク 兵庫県神戸市中央区波止場町 阪神電車 元町駅 徒歩 13 分
入 場: 無料
主催･問合: インディア･メーラー実行委員会 大阪府吹田市江坂町3-2-1 E-mail india@happy.odn.ne.jp
URL http://indiamela.so-good.jp/
◆ディワリ･イン･ヨコハマ 2015
インドの光のお祭り“Diwali”が、横浜で開催されます。横浜市は、1965 年にムンバイ市と姉妹都市とな
り、今年は 50 周年となる記念すべき年です。
“ヨコハマがインドになる 2 日間”に、是非お越し下さい。
日 時: 2015 年 10 月 17 日(土)･18 日(日) 10:00～19:00
会 場: 山下公園お祭り広場
神奈川県横浜市中区山下町 みなとみらい線 日本大通り駅･元町中華街駅 徒歩 4 分
入 場: 無料
主催･問合: ディワリ･イン･ヨコハマ 2015 実行委員会 / 公益社団法人インド商工協会 / 横浜市
URL http://diwaliyokohama.org
E-mail yokohamadiwali@gmail.com
☎ 045-263-8109
◆ドゥルガ プジャ 2015
インド･ベンガル文化協会(India (Bengal) Cultural Association Japan)による、ドゥルガ プジャ 2015
が開催されます。ドルゥガー女神のお祭りです。インドの文化や音楽に興味のある方、是非お越し下さい。
日時: 2015 年 10 月 18 日(日)10:00～20:00
会場: 北葛西コミュニティ会館
東京都江戸川区北葛西 2 丁目 11 番 39 号 東京メトロ 西葛西駅 徒歩 15 分
入場: お一人様 3,000 円 /ご家族 5,000 円 (昼食代込)
主催: India (Bengal) Cultural Association Japan
E-mail info@bcaj.org
URL http://www.ibcaj.org/
◆様々なインド 10 月下旬に開催予定です。詳細は、例月号でご案内致します。

5. 新刊書紹介
Books Review
§『日本と東アジアの未来を考える。
』Vol.Ⅰ～Ⅴ ＆ 概要
製作･発行: 奈良県
問合せ先: 奈良県庁 知事公室 (知的研究活動推進担当)
非売品
本書は、平城遷都 1300 年を迎えた 2010 年に、記念事業の一環として奈良県が
中心になって進められた｢日本と東アジアの未来を考える委員会｣による、研究活
動の集大成です。
“Vol.Ⅱ 第 5 節 東アジアにおける日本の位置を広い視野で見てみよう。
”に
は、平林理事長による“｢宗教｣と｢植民地化｣を特徴とするインド史とインドの歴
史教育”も掲載されています。
ご関心のある方は、協会で閲覧可能です。(会員の方には貸出もしています)
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§『あの国以外、世界は親日! ― 主要国を歴任した元外交官による新･日本論』
著者: 平林 博 日印協会理事長
発行: ワニブックス
価格: 1,100 円+税
ISBN978-4-8470-9379-1 C0095
日印協会理事長 平林博の著書が上梓されました。
本書は、外交官及び日印協会理事長等のキャリアでの体験をもとに、わが国が国
際的に極めて高く評価され、日本人も尊敬されていることを紹介した、日本人を元
気づける本です。帯の見出しは、
『各首相に接してきた元大使・外交官が語る「上質
な国･日本」への提言』です。
冒頭から、駐大阪･神戸総領事であったインドの文人外交官の日本賛辞を紹介した
ほか、各所でインドに触れています。歯切れのよいリズム感のある文章なので読み
やすく、読んだあとは爽快になること請け合いです。
(画像は、表と裏表紙です)
§『インドの科学者 ― 頭脳大国への道』
著者: 三上 喜貴 長岡技術科学大学副学長
発行: 岩波書店
価格: 1,200 円+税
ISBN978-4-00-029563-5 C0340
多くの天才･鬼才を輩出するインド、特に、ゼロを発見したとされる、理数系につと
に優れるインド人の科学者の切り口で、この 100 年余りに誕生した、ノーベル賞受賞
者を含めインド人科学者 15 人を選んで、
彼らが生まれ育った歴史背景と社会環境の中
で、如何にしてその頭脳が開花されたかを、著者の鋭い分析で解説しています。
著者は現役大学教授として教育の立場から、
『事象』の見方にインド式と日本式の大
きな違いを指摘し、日本では『これを知っていれば、将来何かの役に立つから、勉強する』だが、インドで
は『何に役立つかは自分で探す』の例を引いています。これからの日本を背負う若者には、インド人のよう
な感覚に積極的に接する重要性を強調しています。日印協会会員でもある、須田アルナ博士(著者と同じ長岡
技術科学大教授)も文中に登場し、教育の在り方の違いを明確に指摘します。インドの偉人達が育った環境と
思考過程を参考にしつつ、
『才能を育てるには! 日本が学ぶ点は? 』を考え直す名著です。
§NIHU Research Series of South Asia and Islam 7，8
『英領インドにおける諸宗教運動の再編
― コロニアリズムと近代化の諸相』
2014 年 10 月 3 日、京都大学開催の｢南アジアとイスラー
ム｣シンポジウムでの研究発表論文集です。
『前近代南アジアにおけるイスラームの諸相
― 在来社会との接触･交流と変容』
2014 年 10 月 5 日に開催のシンポジウムの発表を基にし
た論考集です。
発 行: 人間文化研究機構地域研究間連携研究の推進事業「南アジアとイスラーム」
連絡先: 京都大学大学院アジア･アフリカ地域研究研究科附属イスラーム地域研究センター
〒606-8501 京都市左京区吉田下阿達町 46
<表紙について>
チェンナイ･メトロのオープニングセレモニーには、タミルナド州ジャヤラリタ州首相、在チェンナイ総
領事館馬場総領事や、この日を待ちわびた大勢のチェンナイ市民が参加しました。
人口約870 万人の人口過密都市チェンナイの慢性的な交通渋滞解消や公害減少と都市環境の改善に寄与す
るべく開業。コルカタ、デリー、バンガロール、グルガオン、ムンバイ、ジャイプールに続き、インドで
7 番目のメトロです。
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6. 掲示板
Notice
<次回の『月刊インド』の発送日>
次回発送は、2015 年 10 月 9 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>
8 月は、東京では統計を取り始めてから最も長い猛暑日の 5 日連続日を記録し、事務局では毎朝｢暑いね｣
の挨拶で始まりました。比較的落ち着いている 8 月の事務局ですが、海外在住の方にお送りしている『月
刊インド』が 1 部、宛先不明で戻ってきてしまいました。ヨレヨレの封筒でしたが、インドまで旅した割
には綺麗だなと感じました。引っ越されたのかなと思いつつ中身を取り出すと、なんと 2013 年 7-8 月合併
号が出てきました。ちょうど 2 年前の『月刊インド』です。どこをどう旅したのかニューデリーまで行っ
て戻って 2 年!! 事務局内、一気にドン冷えです。こんな事で涼を取りたくはないのですが、真夏のミステ
リー･レベルの郵便事情、インドの奥深さを再認識です。
尤も、インドで生活していた方なら、もっとハイレベルなインドをご存知ですよね。このエピソードな
ら誰にも負けない! という話題があれば、是非『月刊インド』にご投稿下さい。詳細は、事務局までお問
い合わせ下さい。お待ちしております。
なお、転居された方は、新住所、電話番号、メールアドレス等、事務局までご連絡下さいます様お願い
申し上げます。連絡先は、下記をご参照下さい。(記 渡邊恭子)
<お知らせ>
2014 年 3 月から事務局を支えて下さった里見駿介参与は、2015 年 7 月 31 日付で退職致しました。

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

8,000 円/口

学生

4,000 円/口

一般法人会員

100,000 円/口

特別法人会員

150,000 円/口

☆入会金

個人 2,000 円
学生 1,000 円

法人 5,000 円
(一般法人、特別法人会員共に)

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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