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マンモハン･シン･インド首相の来日とその成果 

マンモハン･シン･インド首相は、コール夫人とともに、5月 27日(月)から 30日(木)まで公式実務訪問賓

客として来日されました。 

数多くの公式事業の中の一つとして、28日午後 5時からは、日印協会、民間外交推進協会(FEC)、日印友

好議員連盟の共催で、ホテル･オークラにおいて講演会を開催しました。｢友人の皆様｣で始まるシン首相の温

かいメッセージは多くの参加者に感動と勇気を与えました(詳しくは後述)。 

29 日午前に天皇皇后両陛下の御引見、同日夕刻に安倍総理との間で日インド首脳会談が行われ、その後、

共同声明への署名が行われ、翌30日に離日されました。 

※共同声明は、外務省HPに全文(英文/仮訳)が掲載されています。 

URL http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/page3_000194.html 

29 日の首脳会談では、冒頭に 2006年に安倍総理との間で構築に合意した｢日インド戦略的グローバル･パ

ートナーシップ｣の発展が改めて確認されました。シン首相の訪日は首相として 5回目でしたが、今回の訪日

を通じ、政治・安全保障面の協力の一層の強化を確認するとともに、経済面においては、デリー･ムンバイ間

産業大動脈構想(DMIC)、インドの高速鉄道、ムンバイ･メトロ建設案件等への円借款供与等について下記のよ

うな具体的な成果がありました。 

1)11月末から12月始め頃に、天皇皇后両陛下のインド御訪問の調整することで合意。 

2)政治・安全保障分野に関し、二国間の海上共同訓練を一層充実させること、インドによる救難飛行艇 US-2

の導入に向け、合同作業部会を立ち上げること、で合意。 

3)民生用原子力協力に関し、協定の早期妥結に向け交渉を加速させることの確認。 

4)経済分野に関し、安倍総理から、インド工科大学ハイデラバード校への支援として約 177億円の供与が

決定した旨伝達。 

5)デリー･ムンバイ間産業大動脈構想やインドの高速鉄道等、大型インフラ分野及びエネルギー分野でも協

力していくことを確認。特に、高速鉄道については、ムンバイ･アーメダバード間のルートを念頭に、共

同調査を行うことで一致。 

6)安倍総理から、ビジネス･マッチング等を通じ、インドへの投資拡大を後押ししたいと伝達するとともに、

金融・税制や投資面の一層の規制緩和の期待を表明。 

7)宇宙分野をはじめとする新しい分野において、日インド間で協力することで一致。 

など多くの分野で成果がありました。                      （外務省報道を要約） 

 

マンモハン･シン 首相閣下講演 

マンモハン･シン首相は、日印両国民の間で親日家として知

られております。今回の訪日は、過去4回(2006年12月、2008

年7月･10月、2010年10月)の訪日に続く、5回目です。5

月28日(火)午後5時から、マンモハン･シン首相ご夫妻をお

迎えして、森喜朗日印協会会長、前任の福田康夫会長の後任

として新たに就任された町村信孝日印友好議員連盟会長、金

川千尋民間外交推進協会会長、ワドワ駐日インド大使の列席

のもと、平林博日印協会理事長の司会進行の下に同首相の講

演会が開催されました。 

1. マンモハン･シン･インド首相 来日 
Visit to Japan of Prime Minister of India Dr. Manmohan Singh 

 
Reception for New & Former Japanese Ambassadors to India 

<シン首相ご夫妻と多くの参加者> 
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 講演会の受付開始の午後4時には、続々と日印協会、民間

外交推進協会の会員の皆様が会場に来られ、会場のあちらこ

ちらで、会員同士がにこやかに言葉を交わす姿が見られ、こ

の講演会を楽しみにしていたことが覗えました。また、日印

友好議員連盟の議員の方々もご多忙の日程を縫って出席され、

会場に用意した500席がぎっしり埋まるほどの入場者を数え

ました。また、本講演に対する日印双方のメディアの関心の

高さを反映し、双方から多数のメディアが講演の模様の取材

にきました。シン首相にとっても日印友好の促進、日印関係

の強化を願う日本側の熱意が伝わる講演会となりました。 

 開始時刻の5時には、森喜朗日印協会会長、町村信孝日印友好議員連盟会長、金

川千尋民間外交推進協会会長の先導で会場に到着したシン首相夫妻に対し、会場か

らはシン首相夫妻を歓迎する大きな拍手が沸き起こりました。 

 講演会は、日英の同時通訳付きで先ず、シン首相に対する三会長の歓迎の挨拶で

始まり、次いで、シン首相は、｢私は、インドの友人達で満たされたこの会場に喜ん

で参りました。特に森さんが御列席頂くことは有難く、光栄に存じます。｣と前置き

の上、始まった日本国民に対する講演は、誠に印象深く、感動的なものであり、長

きに亘って私たちの胸に深く刻まれることでしょう。 

(講演全文は当協会HPにて公開中。http://www.japan-india.com/news/view/133) 

 

シン首相の講演要旨は次の通りです。 

 アジアの興隆は、1世紀以上前にこの｢日出る国｣から始まり、過去10年間、日印両国は共通の価値感と利

益を基礎に新たな関係を確立してきた。近代日本の興隆はインドの指導者たちを鼓舞し触発した。インドは、

日本の技術と投資を必要とし、他方、インドは日本が必要とする成長とグローバリゼーションの機会を増や

しつつある。安倍総理は、2008年8月｢二つの海―インド洋と太平洋―交わり｣と題し、両国関係の枠組みを

定義付けたが、安倍総理とは、協力して戦略的パートナーシップを強化していきたい。 

 インド―太平洋地域は今後益々世界の未来にとり重要となる。日印両国は、この地域における主要国であ

り、この地域に安全と繁栄が永続する基礎を築くことは我々の責任であり、そのため、3つの分野での協力

を提案したい。 

第一は、共通の挑戦に立ち向かえるようにすることを可能にするような地域機構やフォーラムの強化。 

第二には、地域経済統合を促進し、地域的連結性の強化。 

第三に、国際法に従った航行と合法的商業活動の自由の原則の擁護、海洋問題の平和的解決と海の持つ可

能性の利用。 

 日印関係は、相互の経済にとり重要であるのみならず、アジア地域の安定と繁栄を求める上で、インドは

日本を当然かつ必須不可欠なパートナーと見ている。 

 日印関係の力は、精神的、文化的、文明的な近さと民主主義、平和及び自由への共通のコミットメントか

ら来る。両国は、海洋の安全保障、エネルギーの安全保障、国際貿易システム、国連改革において共通の利

益を有する。 

 安全保障の分野でも進展がある。日本はインドにとって、外務･防衛当局間の対話の唯一のパートナーであ

る。インドは、海上自衛隊と二国間の演習も始めた。 

 日本は、インドの経済発展努力の重要な里程標の一部であった。マルチスズキは経済発展の波に火をつけ、

デリー･メトロプロジェクトは、公共運輸部門で革命的刺激を与えた。貨物専用線西回廊とデリー･ムンバイ

産業大動脈構想は、その規模の大きさにおいて比肩すべきものがない。包括的経済連携協定が開始され、レ

アアースの分野での協力合意に署名も行われた。 

<↑ 挨拶する森会長> 

<↓ 司会を務める平林理事長> 
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 以上のことは、両国がすでに豊かな関係にあることを意味している。しかし、両国はこのパートナーシッ

プが体現するヴィジョンにふさわしい、より高い目的を設定している。そのため、共通の利害のある地域と

問題について政治対話の強化、戦略的協議の拡大、防衛･安全保障対話等の拡大、グローバル及び地域的フォ

ーラムにおける協議、協力をしなければならない。 

インドの大きなマーケットへの日本の一層の投資は両国の経済及び戦略的は利益である。それは、ハイテ

ク面での交流、クリーン･エネルギー、エネルギー安全保障等へ導くものである。 

 最後に、｢1971年に初めて日本を訪問して以来、日本は私の心に深く刻まれている。両国関係の進展と繁

栄は私の夢であり、インドの首相としてこの9年間努力してきた目標でもある｣と述べられ、シン首相の日印

関係強化を目指す一貫した熱い思いが伝わる言葉でスピーチを締め括られました。 

 シン首相の講演後、特別なイベントとして、南イン

ドを中心にインドの歴史や文化を研究し、その道の第

一人者である辛島昇東大名誉教授、大正大学名誉教授

(写真右)に対し、パドマ･シュリ勲章がシン首相より直

接授与され、会場からは拍手がひときわ大きく上がり

ました。同勲章は、昨年ニューデリーにおいて、辛島

名誉教授に授与される予定でしたが、同名誉教授の都

合によりインドに赴くことができなかった為、今回の

講演会の場において､授与されることとなったものです。 

 その後、松澤建民間外交推進協会理事長より、シン首相に対する謝辞が述べられて講演会は成功裡におわ

り、三会長の先導により会場の割れんばかりの拍手を受けながら、シン首相夫妻は会場を後にされました。 

 

◇～＊～◇◆◇～＊～◇◆◇～＊～◇◆◇～＊～◇◆◇～＊～◇◆◇～＊～◇◆◇～＊～◇◆◇～＊～◇ 

日印協会会長           森 喜朗 閣下 

日印友好議員連盟会長   町村 信孝 閣下 

民間外交推進協会会長   金川 千尋 様  

ご列席の皆様 

 

私は、インドの友人たちで満たされたこの会場に喜んで参りました。特に、森さんがご列席いただいたこ

とは有難く、光栄に存じます。 

森さんは、偉大な個人的友人であることにとどまりません。インドの偉大な友人でもあります。森さんは

総理大臣として、両国及び両国民の古くからの関係に新たな局面を開いて下さいました。森さんに対しパド

マ･ブーシャン勲章を差し上げたのもそれが理由です。 

友人の皆様 

アジアの興隆は、1世紀以上前にこの｢日出る国｣から始まりました。以来、日本は我々に前に進む道を示

してくれました。インドと日本は、興隆するアジアというヴィジョンを共有します。ここ10年以来、両国は

共通の価値観と利益を基礎に新たな関係を確立しました。 

日本の近代知的産業国家としての興隆は、インドの偉大な指導者たちにとってインスピレーションの源と

なりました。哲学者スワミ･ヴィヴェカナンド、詩人ラビンドラナート･タゴール、技術者ヴィシュベシワラ

リア、愛国者スバシュ･チャンドラ･ボース、近代インドの建設者ジャワハルラル･ネルー等々、全ての人々が、

19世紀から20世紀における日本の偉大な成果に触発されました。 

最近では、インドの漸進的ながら継続する経済的興隆は、両国がともに協力し協働する新たな機会を作り

マンモハン･シン首相閣下講演 (日印協会仮訳) 
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出しました。インドは、日本の技術と投資を必要としております。他方、インドも、日本の全般的な繁栄と

成長のために必要な成長とグローバリゼーションの機会を増やしつつあります。 

友人の皆様 

私は、安倍晋三総理から本年最初の客として東京に来るようご招待いただいたことを、深く名誉と考えま

した。不幸なことに、インド国会との関係で、その時点で訪日することはかないませんでした。桜の季節も

逃しましたが、我々の偉大な未来を意味する春の季節に訪日することができたことを喜んでおります。私は

また、両国民の友情とくに両国の企業間のパートナーシップと国防･戦略コミュニティー間の協力が、安倍総

理のリーダーシップのもとで花開くものと確信します。 

この機会に、安倍総理が2007年8月に行ったインスピレーション豊かでヴィジョンのある演説を想起した

いと思います。安倍総理は、｢二つの海―インド洋と太平洋―の交わり｣と題し、両国関係の枠組みを定義づ

けました。安倍総理と私は、協力して、戦略的パートナーシップを強化し、経済関係に新たなモメンタムを

与え、共通の地域的および地球的規模の利益を深めて参ります。 

皆様、 

インド洋―太平洋地域は、人類史上これまでみなかったような規模とスピードで、深い社会的経済的変化

を目のあたりにしています。この地域は、自由、機会および繁栄の面で、この半世紀の間、前代未聞の興隆

を経験しました。 

同時に、この地域は、多くの挑戦、未解決ないし未決着の問題に直面しています。相互依存の増大にもか

かわらず、歴史に関わる相違は残り、繁栄も各国内および各国間の格差をなくしておりません。安定と安全

への脅威は続いております。 

このような変化と変遷においてこそ、我々が今世紀のアジアにとっての新たな進路を開く偉大な機会とな

るわけです。世界経済の重心と成長のかじ取りはこの地域に移行しつつありますので、この地域の未来は、

今世紀における世界の未来の輪郭を規定するものとなりましょう。 

インドと日本は、この地域における主要国です。共通に持つ宗教的、文化的、精神的遺産は、平和、共存

および多様性を具現するものであります。平和、繁栄および協力の雰囲気を醸成し安全と繁栄の永続する基

礎をきづくことは、我々の責任です。私は、この点で 3つの分野での協力を提案したいと思います。 

第1は、協議と協力の習慣を発展させ、相違点をマネージするための共通の原則を進展させ、一致点を強

化し、共通の挑戦に立ち向かえるようにすることを可能にするような、地域機構やフォーラムを強化すべき

です。 

第2は、より広く深い地域経済統合を促進し、地域的連結性を強化すべきです。これによって、地域全体

にわたるバランスのとれた広範な経済発展が促進され、さらによりバランスのとれた地域的機構への貢献が

なされるでしょう。 

第3は、インド洋および太平洋にわたる地域の海洋安全保障は、地域的および全地球的繁栄のために本質

的な重要性をもちます。従って、我々は、国際法に従った航行と合法的商業活動の自由の原則を擁護し、海

洋問題を平和的に解決し、海の持つ可能性を利用するためにより意識的に協力し、また海賊のような海に関

する共通の挑戦に対処すべきです。 

友人の皆様 

インドがこの地域に深く関与するのは、このようなヴィジョンによるからです。我々のルック･イースト政

策(東方政策)は経済面を強調して始められましたが、今やその内容はより戦略的なものとなりました。我々

の政治的関係は、全ての国およびアセアンのような国家グループとの間で密接になりました。我々は、貿易

および経済協定のネットワークを発展させました。連結性を強調し、東アジアサミットやアセアン地域フォ

ーラムのような地域的協力の要となる機構に積極的に参加しております。 

インドの日本との関係は、ルック･イースト政策の中心です。日本は、繁栄に向けたアジアの興隆にインス

ピレーションを与え、アジアの未来と一体になっています。世界は、日本が成長のモメンタムを回復するこ
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とに大きく依存しております。日本の企業、技術、革新への指導力およびアジアのルネッサンスのための牽

引車となる能力は、ともに死活的に重要です。 

インドの日本との関係は相互の経済にとって重要であるのみならず、インド洋と太平洋にまたがる広大な

アジア地域の安定と繁栄を求める上で、インドは日本を当然のかつ必須不可欠なパートナーと見ております。 

日印関係の力は、精神的、文化的、文明的な近さと民主主義、平和および自由への共通のコミットメント

から来るものです。両国は、世界観を益々共有し、お互いの繁栄に大きく依存しております。海洋の安全保

障は共通の利益であり、エネルギー安全保障については同じような挑戦に直面しております。両国の経済に

は強いシナジーがあり、繁栄のためには、オープンでルールを基礎とした国際貿易システムが必要です。国

連安全保障理事会のための新たな仕組みについても、ともにこれを希求しております。 

ここ数年、両国の政治安全保障には目立った進展がありました。日本は、我々が持っている 2プラス2、

すなわち外務及び防衛省間の対話の唯一のパートナーです。我々は、日本の海上自衛隊と二国間の演習も始

めました。 

日本は、長い間、インドの経済発展努力にとって重要な里程

標の一部でした。マルチ･スズキの協力は、インドにおいて産業

発展の波に火をつけました。デリー･メトロプロジェクトは、公

共運輸部門で同様の革命的刺激を与えました。両国間の二つの

旗艦的プロジェクト、すなわち貨物専用線西回廊とデリー･ムン

バイ産業大動脈は、その広がりおよび規模において比肩すべき

ものがありません。両国は、チェンナイ･ベンガルール間の産業

回廊のような新しいプロジェクトを探求中です。両国間の包括

的経済連携協定は2011年に開始されましたが、昨年にはレアア

ース分野での協力合意に署名することができました。 

皆様 

以上のことは、両国がすでに豊かな関係にあることを意味しております。しかしながら、我々は、このパ

ートナーシップが体現するヴィジョンにふさわしい、より高い目的を設定しております。従って、前に進む

ためには、共通の利害のある地域と問題について政治対話を強化し、戦略的協議を拡大しなければなりませ

ん。防衛･安全保障対話、軍事的演習および国防技術の協力は、拡大しなければなりません。グローバル及び

地域的フォーラムにおいて、両国は協議し協力しなければなりません。 

両国の関係は、また、貿易の拡大と投資関係に基礎をおかねばなりません。本日これより前、経団連の会

合で経済界の指導者の皆様に申し上げた通り、インドの経済成長は過去 10年間に経験した年率8％プラスの

成長を間もなく回復することは、我々の約束であり達成を確信しております。 

この確信は、インドのファンダメンタルズの強さ、旺盛な企業家精神、最近インドが行った政策面の改革

とメガプロジェクト実施の加速から由来します。 

インドの大きなマーケットへの日本の一層の投資は、両国の経済及び戦略的な利益です。このような考え

は、ハイテク面の交流、クリーン･エネルギー、エネルギー安全保障および技術の発展をも導くものです。 

安倍総理と私は、(首脳会談では)豊かな話題について議論するでしょう。我々は協力して、両国関係を特

別深く多様にした年次首脳会議や多くのイニシャティブを開始しました。我々は、両国、この地域そして世

界のために両国関係の高まるモメンタムを維持するのみならず、新たな内容を加えそれを実行するでしょう。 

友人の皆様 

終わりに当たり、私が最初にこの美しい国を訪問した1971年以来、日本は私の心に深く刻まれていること

を申し上げたいと思います。両国関係が進展し繁栄することは私の夢であり、インドの首相としてこの 9年

間努力してきた目標でもあります。今日、日印関係が堅固な関係に転換したことに励まされます。皆様の御

努力とイニシャティブこそ、引き続き両国関係にとって大きな力の源泉になることを信じてやみません。 

有難うございました。 

仮訳文責 日印協会理事長 平林博 

<講演終了後握手を交わすシン首相と 

鈴木修日印協会副会長> 
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関西日印文化協会会長 / 日印協会会員 溝上 富夫 

アカデミー賞 8部門の受賞作品｢スラムドッグ･ミ

リオネア｣の原作となった｢Q & A｣の著者としても知

られるヴィカース･スワループ在大阪･神戸インド総

領事が、2009年8月に赴任されて以来約4年が経過、

この 6月末に任期を終えてニューデリーの本省に帰

任されることになった。そこで、去る 5月 17日に神

戸のインドクラブにて、関西日印文化協会主催によ

る｢総領事お別れ講演会｣がもたれ、｢日本の思い出と

今後の日印関係の展望｣というタイトルで語ってもら

った。 

文人外交官たるヴィカース･スワループ氏はいつもユーモアたっぷりに語られる

が、今回は自ら直前まで準備したパワーポイントを使って、特別熱のこもったス

ピーチで 215名の聴衆を魅了された(来賓として、小島誠二特命全権大使(関西担

当)政府代表ご夫妻と金沢和夫兵庫県副知事ご夫妻も出席された)。 

ヴィカース･スワループ氏は昨年アメリカの｢ニューズウィー

ク｣誌上で、“大阪は経済では東京に及ばない。文化では京都に

劣るし、歴史では奈良に負ける。スタイルでは神戸にかなわな

いが、大阪には biggest heartがある”という興味ある｢大阪論｣

を書いておられる。4 年近く、スタイルの町神戸に住み、一番

大きなハートを持つ大阪で仕事をされただけでなく、日本各地

をくまなく訪問し、人々と接し旺盛に日本文化を吸収しようと

努められた。英･米･トルコ･南ア･エチオピアに滞在して海外生

活の経験豊かな同氏にとってさえ、日本での経験はカルチャー

ショックも含めて、新たな発見の連続であったという。それで

も、寺院仏閣や美術館を毎週のように訪れ、旅行を重ねている

うちに、自分と家族にとって、日本は｢第 2の故郷｣のようにな

ったという。 

｢西洋人はデジタルで、日本人はアナログだ｣という日本の学

者の意見を肯定し、西洋人は個人にとってのメリットを優先す

る社会だが、日本人は社会の中でこそ生きることができて他者

との関係に価値があると説かれた。日本人の最大の美点は規律

を重んじること、時間を守ること。そして治安のよさは世界一であること、その実例として夫人が別

府温泉で落とした携帯電話があくる日に、地元の警察署から届けられたという実体験を交えながら語

られた。さらに、｢日本をテーマとした小説を書かないのか? ｣と問われた際に｢自分の小説は盗品が次

から次に人の手にわたることによってストーリーが展開するのだが、日本のように遺失物がすぐに所

有者の手にもどるような社会なら小説にならない! ｣と答えたと言って、笑いを誘われた。｢日本のも

のづくりの技術は依然として世界一で、ソフトパワーにも驚嘆させられる。現在、日本全体が経済に

2. ヴィカース･スワループ 大阪･神戸インド総領事お別れ講演会 
Lecture by Consul General Vikas Swarup to bidfarewell to Japan 

 

Lecture report 

<講演されるスワループ総領事(右) 

映像には、鳥居の中にクトゥブ･ミナールが見える> 

<挨拶される    小島大使(上) 

      金沢副知事(中) 

 熱心に聴講する参加者(下)> 
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悲観的な考えを持っているようだが、日本は必ず力を取り戻せると信じている｣と励みになる言葉を賜

った。 

時間の制約上、後半の日印関係の展望についてはあまり触れられなかったが、｢今日の印日関係は最

良のときを迎えた。多言語･多民族という特徴を備えるインドの強みと、民主主義の精神を共有する日

本が手を携えていければ、と願う｣と結ばれた。聴衆の反応は、総領事の観察眼のするどさと感性の豊

かさに深い感銘を受けたというものであった。｢日本のいいことをこれほどたくさん言われたので、私

日本が好きになりました! ｣という若い女性もいた。 

もともと、外交官はその国の悪いことは言わない。ある程度の外交辞令を割り引いて聞く必要があ

るにしても、総領事の講演は我々を勇気づけるものであった。 

私にとっては、その一週間前に大阪市内であったユネスコ主催の講演会の席上で、「日本がインドか

ら学ぶことは何か？」と質問した外国人の問に対する総領事の答えの方が印象的だった。 

「ヒンディー語でジュガールといわれる工面とか、やりくりという言葉、つまり、限られた材料を工

夫して徹底的に使って最大の利用効果をあげる術は、なんでも捨ててしまう日本人よりはすぐれてい

る。 

また、日本人の学生はインド人のようにもっと積極的に海外に留学すべきだ」。 

 

<ヴィカース・スワループ総領事 略歴> 

生年月日：1961年 6月 23日 

出生地：インド、アラハバード 

学歴: アラハバード大学を首席で卒業 

経歴: 1986年にインド外務省入省後、駐トルコインド

大使館、駐米インド大使館、駐エチオピアイン

ド大使館や、在外公館等に多く勤務し、2009年

駐南アフリカインド高等弁務官事務所高等弁務

次官を経て、在大阪･神戸インド総領事に着任。 

趣味: 読書、音楽鑑賞、クリケット、テニス、卓球 

著作: Q & A (2005年)(邦訳『ぼくと 1ルピーの神様』2006年、ランダムハウス講談社） 

SIX SUSPECTS (2008年)(邦訳『6人の容疑者』上･下 2010年、武田ランダムハウスジャパン) 

THE ACCIDENTAL APPRENTICE（2013年 1月） 

 

<筆者紹介> 溝上 富夫(みぞかみ･とみお) 

1941年神戸市生まれ。 

大阪外国語大学助手、講師、助教授、教授を歴任。 

専門は現代インド＝アーリヤ諸語。 

2007年大阪外国語大学を定年退職。 

現在大阪外国語大学名誉教授。 

関西日印文化協会会長。 

 

※文中の写真は、全て講演会当日撮影。 

写真提供; 関西日印文化協会 

 

<スワループ総領事ご夫妻> 
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 Ⅰ. 内政  

5月5日 

 インド選挙管理委員会及び9日付ヒンドゥスタン･タイムズ(HT)紙によれば、5日に実施されたカルナタカ

州下院選挙にて、政権与党であったBJPが惨敗を喫し、コングレス党が過半数を制して政権交代を果たし

た。コングレス党が 42議席増の 121議席、BJPが 70議席減の40議席、JD(S)が 12議席増の 40議席、そ

の他22議席となった。定数は225議席。 

メモ： 

報道によれば、イェドュラッパ元州首相が昨年 12月に BJPから離党して立ち上げた新党ＫＪＰは、わずか 6議席にと

どまった。 

5月8日 

 2月20日に開幕した予算国会は、8日に閉幕した。 

5月10日～11日 

 大統領府発表及び各種報道によれば、10日、バンサル鉄道相及びクマール法務相が辞任し、11日、ジョシ

道路交通相が鉄道相を、シバル通信IT相が法務相を兼務することとなった。バンサル鉄道相は、鉄道省人

事を巡る贈収賄容疑事件への関与が疑われていた。クマール法相は、炭坑鉱区払い下げを巡るコール･ゲー

ト事件の調査に介入したとの批判を浴びていた。 

5月22日 

 22日付メール･トゥデー紙は、次期総選挙に関し、同紙グループ会社が 3～5月に実施した世論調査の結果

を発表した。右調査の結果は以下の通りであり、BJPが第一党となる見通し。 

(1)モディ州首相が国民民主連合(NDA)の次期首相候補となる場合は、NDA220議席(前回152議席)、統一進歩連

合(UPA)155議席(前回227議席)、諸地域政党168議席(前回164議席)。 

(2)モディ州首相以外の者がNDAの次期首相候補となる場合は、NDA179議席、UPA132議席、諸地域政党232議席。 

メモ： 

上記世論調査によれば、主要州における次期総選挙結果の見通しは以下のとおり。 

(1)ビハール州(全40議席) 

現在州連立政権を組むジャナタ･ダル(統一派)(ＪＤＵ)とBJPが連立を維持すれば、ＪＤＵは19議席(前回20議席)、BJP

は11議席(前回12議席)を獲得。 

(2)アンドラ･プラデシュ州(全42議席) 

コングレス党の議席数が減少し、同党から離党したジャガン･モハン･レディ党首率いるＹＳＲコングレス党が11議

席、テランガナ民族議会(ＴＲＳ)が12議席を獲得する見通し。 

(3)ウッタル･プラデシュ州(全80議席) 

現与党の社会主義党(ＳＰ)が、6議席増の29議席、BJPが4議席増の14議席、大衆社会党(ＢＳＰ)は7議席増の27議席

を獲得の見通し。コングレス党は、14議席減の7議席に。 

(4)タミル･ナド州(全39議席) 

現与党のアンナ･ドラビダ進歩連盟(ＡＩＡＤＭＫ)が21議席増の30議席を獲得する見込み。ドラビダ進歩連盟(ＤＭＫ)

は、4議席にとどまる見通し。 

5月25日 

 HT紙他によれば、25日、チャッティースガル州バスタール県において、極左過激派(マオイスト、ナクサ

ライト)によるコングレス党州幹部を乗せた車列に対する地雷及び銃を使用した襲撃が発生した。これによ

り、ナンド･クマール･パテル同州コングレス党代表やマヘンドラ･カルマ同州党幹部他 27名が死亡した。 

3. インドニュース(2013年 5月) 
News from India 
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メモ： 

極左過激派は、28日に犯行声明を発表。犯行動機として、極左過激派に対抗するために組織されたサルワ･ジュダム

の創設者(州党幹部)マヘンドラ･カルマ氏に対する報復だとした。サルワ･ジュダム(Salwa Judam、現地語で｢平和行進｣

の意)とは、2005年に州治安維持のため極左過激派に対抗し創設された民兵組織。現地の若手部族民らにより構成さ

れ、州政府から訓練を受けている。人権侵害との批判もあり、また、2011年には最高裁より違憲判断が下されている。  

5月27日 

 27日付HT紙は、5月前半に調査会社(Gfk Mode)が実施した次期総選挙に関する世論調査結果を発表。｢次

期首相に最も適している人物は? ｣との問いに対する回答は、モディ･グジャラート州首相38%、ラフル･ガ

ンディー･コングレス党副総裁23%他となった。 

メモ：  

*上記世論調査によれば、｢第三勢力が政権を握る場合、次期首相に最も適している人物は? ｣に対する回答は、ニテ

ィシュ･クマール･ビハール州首相21%、ママタ･バナジー西ベンガル州首相14%他となった。また、｢有権者が最も懸念

する問題は? ｣に対する回答は、インフレが48％、汚職が17％であった。 

*ＨＴ紙は、上記世論調査の結果を受けて、｢反ＵＰＡ志向が、地域、年齢及び経済区分を越えて、有権者の間に広がっ

ている。停滞する経済と歯止めの効かないインフレに加え、9年に及ぶ長期政権の下、汚職問題とそれに伴う大臣及

び官僚の告訴が相次ぎ、有権者の反現職感情を後押しする要因となっている｣と論じている。 

 

Ⅱ. 経済  

5月7日 

 7日付ファイナンシャル･エクスプレス紙は、ドイツの自動車メーカー，ダイムラーのインド法人 DICVが、

三菱ふそうトラック･バス社のトラック生産を開始する予定と報じている。同社は、価格競争の激しいア

ジア･アフリカ市場にも進出すべく、三菱ふそうトラック･バス社のブランド名で売り出すとの決定に至っ

た。 

5月12日 

 12日付当地ヒンドゥー･ビジネス･ライン紙によれば、インドの主要企業が最近発表した12年度第4四半期

(13年1月～3月期)決算結果は、依然芳しくない景気の様相を露呈させた。決算を終えた上場509社の第4四

半期の売上は前年同期比6.3%増、営業利益は同4.7%増、純利益は同マイナス4.4%。 

5月13日 

 13日、インド商工省は2013年4月の貿易額(暫定値)を発表。各紙とも、4月は輸出が前年同月比で約1.7%

成長となったものの、金の輸入が急増した結果、貿易赤字が大幅に増加したなどと報じた。 
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メモ：  

商工省のプレス･リリース概要は以下のとおり。 

*2013年4月の輸出額は 241.64億ドル。前年同月比1.68％増。 

*2013年4月の輸入額は 419.52億ドル。前年同月比10.96％増。 

5月15日 

 18日付ビジネス･スタンダード紙によれば、インド化学肥料省医薬部は、特定の医薬(348種)については、

1%以上の市場シェアを有する医薬商品の平均価格を販売上限価格とする旨の薬価統制に関する通達を発出

した。1%以上の市場シェアを有する医薬商品の価格を単純平均した価格が、上限価格として固定される。

医薬品メーカーは、上限価格が公表された後 45 日以内に自社の医薬商品の価格をこれに合わせなければ

ならない。 

メモ： 

医薬品に関する市場調査を専門とするAIOCDファーマテック AWACS社によると、この新政策により、インドの医薬品

市場は3％縮小する。今回の政策により、ブランド戦略として割増価格を用いている多国籍企業が一層大きな影響を被

ることになる。 

5月31日 

 31日、インド政府中央統計局(CSO)は、12年度第4四半期(13年1月-3月)の実質GDP成長率を4.8%、12年度通

年(12年4月-13年3月)の実質GDP成長率を過去10年で最低の5.0%と発表。 

メモ： 2012年度の実質ＧＤＰ成長率 

2012年度実質ＧＤＰは総額55兆543億ルピーとなり、前年度比5.0％の成長率。 

(前年度ＧＤＰ成長率6.2％比、▲1.2％) 

産業別では、農林水産業は1.9％で前年度の3.6％から大きく低下。 

鉱工業部門では、鉱業は前年度と変わらず▲0.6％のままであり、製造業も1.0％と前年度2.7％から大きく低下。 

電気･ガス･水供給、及び建設業もそれぞれ4.2％、4.3％と前年度より低下しており、鉱工業部門は全体的に低迷。 

サービス部門でも同様の低迷傾向が示され、商業･ホテル･運輸･通信、金融･保険･不動産･ビジネスサービスは、それ

ぞれ6.4％、8.6％で、前年度から低下。 

 

 Ⅲ. 外交  

5月5日 

 6日の外務省発表及び6日付HT紙他各紙によれば、4月15日、中国軍が、インド･カシミール･ラダック地方北

部のデサン渓谷に実効支配線(LAC)を越えて侵入して野営地を設営し、以来、インド側も同規模の国境警備

隊を付近に対峙させていた事案について、5日、中国側が撤退に合意した。 

5月9日 

 10日付HT紙他によれば、9日、北京にて印中外相会談が行われ、クルシード外相は、会談後、記者団に対し、

実効支配線での出来事につき話し合い、前向きな反応を得たとしつつも、中国側から侵入の背景の説明は

なく、インド側からもそれを尋ねなかった旨述べた。 

5月13日 

 13日付HT紙は、インドは、中国にどのように見られるかを懸念し、4月、グアム沖での日米との海軍演習

計画から突然離脱したと報じている。その代わり、インドは地政学的に影響の少ない日米それぞれとの二

国間の演習については継続する。当初、インド国防省は、日本の沖縄沖での演習実施を希望していたが、

中国を刺激しないよう軍事演習は当分の間は二国間で維持すべきとの考え方を示し、三カ国合同から離脱

した。 
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メモ：  

上記記事によれば、中国は、インド、米国、日本による多国間海軍演習は、中国の影響力の封じ込めが目的であり、そ

のような演習に参加しないよう警鐘を鳴らしていた。オーストラリアが、2007年以降，右の演習から離脱したのは、これ

ら抗議の副次的影響とされる。 

米国と日本は、2009年のマラバール演習の再現となるグアム演習にマラバールというレッテルを張ることにより、2007

年のいわゆる｢4 カ国｣海軍演習を再現する道が開かれると考えた。オーストラリアは、昨年再び参加することに対し関

心を示したが、インド政府関係者は、二国間の海軍演習のみに関心があり、マラバールはインド洋での米国との演習

に限定されるべきとした。 

なお、インドが三カ国演習から離脱したのは、ラダックに中国が侵入する以前のこと。 

5月20日 

 20日、デリーにおいて、シン首相と李克強･中国首相との首脳会談が行われた。首脳会談後に行われた両首

脳による共同記者発表によれば、シン首相は、国境問題について、印中関係が成長と拡大を続ける基礎は、

国境の平和と平穏である、また、両国の特別代表者が近く会合し、公正、合理的及び相互に受け入れ可能

な国境問題の解決のための枠組みについて早期に合意が得られるよう議論を続けることで一致した旨述べ

た。 

 首脳会談後に発表された共同声明では、定期首脳相互訪問に合意した他、中国企業による対印投資やイン

フラ開発への参加を歓迎し、また、本年中に合同訓練の実施で一致した。国境問題については、これまで

の合意に従い、国境地域の平穏の維持に協力するとした。河川問題については、越境河川に関する協力を

更に強化するとした。 国際問題については、最近、アフガニスタンやテロに関する協議を実施したとした

上で、間もなく海洋や軍縮･不拡散･軍備管理に関する協議を実施する予定とした。アジア太平洋地域につ

いては、優先事項は、国際法の基本原則の遵守を基礎とする透明･平等で開かれた包括的な安全保障と協力

の枠組を設立することであると考えているとした。 

5月21日 

 21日、李克強･中国首相は、ムンバイを訪問し、チャバン州首相や経済界の代表(ミストリ･タタ会長他)と

会談した他、印中ビジネス協力サミットに出席した。 

5月20～22日 

 20日～22日、カルザイ･アフガニスタン大統領はインドを訪問した。インド外務省発表によれば、21日、シ

ン首相及びムカジー大統領とそれぞれ会談し、同日、シン首相はカルザイ大統領と一行のために晩餐会を

開催した。また、デリー滞在中、同大統領は、アドバニBJP議会団長やインド工業連盟(CII)のCEOらとも会

談した。 
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 Ⅳ. 日印関係  

5月4日 

 ミント紙及びデカン･ヘラルド紙によれば、インドを訪問し

た麻生副総理は、4日、講演会にて、｢日印両国は、共に海

洋民主主義国家であり、西太平洋で起こることはインドの

利益に影響し、インド洋海域で起こることは日本の利益に

影響する。両国の海上保安当局及びインド海軍と海上自衛

隊の協力をさらに推し進め、共同訓練をより定期的に行う

ことが必要｣と述べた。 

5月17日 

 インド商工省発表及び各紙は、16～18 日のシャルマ商工大臣の訪日について報じ、シャルマ商工大臣が、

安倍総理を表敬、岸田外務大臣、茂木経済産業大臣と会談し、デリー･ムンバイ間産業大動脈構想(DMIC)

や日インド包括的経済連携協定(CEPA)等について意見交換を行ったと報じた。 

5月27日～30日 

 外務省発表によれば、マンモハン･シン･インド首相は、27日から 30日まで訪日。首脳会談では、二国間

の海上共同訓練を定期的･より頻繁に実施すること、インドによる救難飛行艇US-2の導入に向け、合同作

業部会を立ち上げること等につき一致した。また、民生用原子力協力に関し、協定の早期妥結に向け交渉

を加速させることが確認された。更に、デリー･ムンバイ間産業大動脈構想やインドの高速鉄道等、大型イ

ンフラ分野及びエネルギー分野でも協力していくことを確認。特に、高速鉄道については、ムンバイ･アー

メダバード間のルートを念頭に、共同調査を行うことで一致。 

 

 

5月の注目点: 印中関係 

4月15日以来の中国軍のカシミール侵入事案は、インド国内に衝撃を与え、一時、クルシード外

相の訪中の中止も示唆されたが、5月5日の中国軍の撤退を受けて、予定どおり、9日の印中外相会

談、20日の首脳会談が実現した。21日、李克強･中国首相は、デリーにて講演を行い、初の外遊先

としてインドを選んだとし、シン首相とは｢率直、明快、有益｣な会談を行いあらゆる問題を議論で

きたので満足している、中印両国は戦略的なパートナーである旨述べ、また、国際場裡において中

印が一致団結すれば世界は両国の主張を聞かざるを得なくなると印中関係をアピールした。昨年9

月の中国国防相の訪印、本年3月のＢＲＩＣＳサミットの際のシン首相と習近平国家主席との会談、

今回の李克強首相の訪印等、昨今、中国による対印接近が見受けられる。こうした中、シン首相は、

首脳会談後の共同記者会見で、｢印中関係が成長と拡大を続ける基礎は、国境の平和と平穏である｣

と言明した。総選挙を控えるインド政府は、国内における対中弱腰との批判を避ける必要があり、

国境問題や越境河川問題(北東部ブラフマプトラ河)等の主要課題に進展がないままでは印中関係が大

幅に拡大する可能性は低かろう。訪印を終えた李克強首相は、22～23日、パキスタンを訪問した。

一方、シン首相は、27～30日、日本を訪問した。 

<シン首相と面会する麻生副総理> 

財務省ホームページより 

<シン首相と握手する安倍総理>            <日本･インド首脳会談>            <共同記者発表に臨む> 

首相官邸ホームページより 
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=◇ 最近のイベント ◇= 

◆BSフジ プライムニュース 

 去る5月30日(木)20:00～放送のBSフジ『プライムニュース』に、森喜朗会長と平林博理事長が出演しまし

た。5月27日から来日中のインドのマンモハン･シン首相と安倍総理の首脳会談を念頭に｢日印首脳会談の成果

は  12億人の消費どう狙う｣というテーマで、コメントしています。 

 BSフジのホームページで、内容をご覧になれます。下記 URLをご参照下さい。 

URL http://www.bsfuji.tv/primenews/movie/index.html 

※放送後に動画が公開されますが、一定期間が経つと文章による紹介となります。 

 

＝◇ 今後のイベント ◇＝ 

◆アイセック インドフォーラム～海外インターンシップの可能性～ 

 先月号でご紹介致しました、『アイセック インドフォーラム～海外インターンシップの可能性～』の参加費

が安くなりました。まだ席に余裕がございますので、奮ってご参加下さい。 

日 時: 2013年6月21日(金) 18:30〜21:30 

場 所: 新丸の内ビルディング10階 日本創生ビレッジ内コラボレーションスペース 

参加費: 3,000円 / 公益財団法人日印協会会員 1,000円  1,500円 / 公益財団法人日印協会会員 500円 

主催･問合先: 特定非営利活動法人アイセック･ジャパン 慶應湘南藤沢委員会 インド事業部 

        村田  TEL 080-4453-7703    E-mail satoshi.murata@aiesec.net 

 

◆JICA  2013年度第一回インド･南アジア検討会「インド北東州の社会状況と今後の支援について」 

インド北東州は、インドの他の地域に比べて貧困率が高く、民族的･地理的･歴史的にも特異な背景を持って

います。昨今、インド政府からはこの北東州地域への支援要請が強く出されており、JICAとしても今後の積極

的な支援を検討しています。 

そこで、津田塾大学でインド北東州に関する研究をしておられる木村真希子准教授をお迎えし、同地域の社

会的状況についてご講演をしていただきます。また、意見交換会を予定しています。 

皆様のご参加をお待ち申し上げております。 

日 時: 2013年6月24日(月)15:00～16:45(開場14：30)、名刺交換会16:45～17:15 

場 所: 二番町センタービル JICA本部 229会議室 

東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル(地下鉄有楽町線 麹町駅5番出口 徒歩2分) 

参加費: 無料 

講演者: 木村 真希子(津田塾大学准教授) 

  〆 切: 6月19日(水) 

主 催: 独立行政法人 国際協力機構  南アジア部   ☎ 03-5226-8634(南アジア第1課 高田) 

お申込: 参加ご希望の方は、参加者全員のお名前ご所属を明記の上、下記宛にお申し込み下さい。 

JICA地域部支援ユニット(1rta1-shien_unit@jica.go.jp）、 

CC：南アジア部南アジア第1課高田（Takada.Shusaku@jica.go.jp） 

質問事項も併せてお寄せ下さい。 

ご不明点等は、高田までお問合せ下さい。 

※会場の都合上、締切日前に受付を締め切らせて頂く場合がございますので、予めご承知おき下さい。 

 

4. イベント紹介 
Japan-India Events 
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◆インドを語る集い<様々なインド>32回 『ムンバイのこと』 

先月号でご紹介致しました、当協会参与の持田多聞(前ムンバイ総領事)を講師に迎え、ムンバイでのビジネ

ス･経済･生活等についての講演を行います。席が残り少なくなってまいりましたので、お早めにお申込下さい。 

日  時: 2013年6月28日(金)18:00～19:30 

場 所: 公益財団法人 日印協会 事務所 東京都中央区日本橋茅場町2－1－14 スズコービル2階 

定 員: 先着 30名 (お断りする場合のみ、連絡致します) 

参加費: 協会会員 無料      (非会員 500円) 

〆 切: 2013年6月20日(木)  ファックスかメールで事務局にお申込み下さい。 

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

主 催: 公益財団法人日印協会 

 

◆スタンリーのお弁当箱 

“インド映画の常識を覆す”のキャッチコピーはダテじゃない、子供たちの

自然な表情を通して、描かれる日常。子供たちは最後まで映画撮影だとは知ら

なかったというのも、さもありなんと頷けます。歌って踊るだけがインド映画

ではない、お弁当に象徴される子供たちの幸せを味わって下さい。 

  上 映: 2013年6月29日(土)より 

  劇 場: 東京/ シネスイッチ銀座  地下鉄銀座駅A10番 徒歩1分  

東京都中央区銀座4-4-5 旗ビル  ☎  03-3561-0707 

大阪/ 梅田ガーデンシネマ JR大阪駅 中央北口  徒歩15分 

大阪市北区大淀中1-1-88梅田スカイビルタワーイースト4F 

☎  06(6440)5977 

   鑑賞券: 劇場に直接お問い合わせ下さい 

   配給元: アンプラグド 

※全国順次公開  公式ホームページ(URL http://stanley-cinema.com/)にてご確認下さい。 

 

◆第34回インド衣料品展 ＆ 第24回インド家庭用品展 2013 

インド貿易振興局(インド商工省直轄機関)は、今年も大阪にて衣料品展＆家庭用品展を併催します。本展示

会は品質にこだわる日本市場へインドの衣料品･家庭用等の輸出促進を目的としています。会場内には通訳によ

るインド企業との交渉のサポート･サービスもあります。 

皆様お誘い合わせの上、ご参加下さい。 

日  時: 2013年7月24日(水)～26日(金) 9:30～17:30 

会  場: マイドームおおさか (大阪市営地下鉄堺筋線･中央線 堺筋本町駅 12番出口 徒歩7分) 

大阪府大阪市中央区本町橋2-5   

参加費: 無料(入場はビジネス関係者のみに限られます) 

下記URLから“入場券応募フォーム”を開いてお申込下さい。 

http://npo-jiipa.org/mydomeoosaka.html 

主 催: インド貿易振興局(India Trade Promotion Organisation) 

問合先: 特定非営利活動法人 日本インド国際産業振興協会 

東京都港区東新橋2-9-4 ビアパルコビル B1,1F & 2F（汐留イタリア街） 

☎ 03-5733-5068   FAX 03-5733-5047   E-mail info@npo-jiipa.org 

mailto:info@npo-jiipa.org
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◆第46回 南アジア研究集会(MKS 2013） 

今年の南アジア研究集会は、｢温故知新～世代を超えて学ぶ南アジア｣という統一テーマのもと、2 つのシン

ポジウムを計画しています。 

ひとつは｢1970～1980年代の南アジア経験｣と題し、南アジア各地をご専門とする経験豊富な先生方の若い頃

のお写真や秘話･昔話を披露していただきます。カウンターパートとして、当該調査地域・研究領域の中堅･若

手の研究者にもコメントをいただく予定です。 

もうひとつは｢南アジアで働く～人･現場･夢｣です。ここでは狭義の調査研究の枠組みを越えて南アジア経験

をなさってきた方々のとっておきの貴重なお話をうかがいたいと思います。 

日 程: 2013年7月26日(金)･27日(土)･28日(日) 

会 場: 山喜旅館(やまきりょかん) JR伊東駅から徒歩7分  http://www.ito-yamaki.co.jp/ 

静岡県伊東市東松原町4-7  ☎ 0557-37-4123 

費 用: (1)参加費 500円 

(2)宿泊費等 7月26･27日(二泊･一日二食付)12,900円/一泊二食付6,450円 (共に税込･入湯税込) 

(3)その他 27日昼食(伊東名物箱寿司) 1,000円 / 27日懇親会 1,000円 

主 催: 南アジア研究集会2013事務局  代表-五十嵐理奈･池亀彩･小牧幸代 

申 込: 下記URLから、参加申込フォームにご回答下さい。折り返し事務局から金額･口座等を連絡致します。 

http://mks2013.shakunage.net/moushikomi.html 

1週間以内に折り返しメールがない場合は、E-mail(mks201307@gmail.com)にてお問合せ下さい。 

プログラム等、詳細は、研究集会公式ホームページ(http://mks2013.shakunage.net/)にて公開中です。 

 

 

 

｢日印協会110周年記念バッチ｣ 頒布致します。 

5月28日のシン首相講演会の機会に、 

森会長よりシン首相ご夫妻に贈呈致しました日印協会110周年記念バッチを、 

会員の方に優先的に、実費(600円)にて頒布致します。 

日印の友好を表す両国の国旗が交差するデザインで、 

取り付けは磁石式にとなっています。 

裏面は、｢110周年記念 1903年創立 日印協会｣の文字入りです。 

価格、受け取り方法(郵送の場合は送料がかかります)等は、 

日印協会事務局までお問い合わせ下さい。 

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

 

 

 

 

 

 

 

40×50mmのプラスチックケース入り           大きさ  30×16×1.2mm 

 

 

30mm 

16mm 
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§インド流!―マルカスが紹介するお釈迦さまの国 

    著者: マルカス 

    発行: サンガ (2007年) 

    価格: 700円+税  ISBN 978-4-901679-47-3 C0222 

本書は、インドの各種の宗教、特にヒンドゥー教に関する平易な説明は、インドに行った

ことがない読者にとって興味深いものでしょう。しかし、それよりも、インドで現に生活し

ている日本人が日々疑問に感じるインド人の発想の仕方、生活上の宗教的意義或いはインド

人の人生観等の説明は、｢そうだったのか｣と疑問が氷解する説明で、インドでの生活がより

身近で親しみ深いものとなります。また、中国やパキスタンとの国境問題の由来と現状に関する説明も解り易

く、手軽に理解するには便利です。著者は、立川談志流に入門し、立川談デリーとしても知られています。 

§｢インド式｣インテリジェンス― 教育･ビジネス･政治を輝かせる多彩性の力  

    著者: 須田 アルナ ローラ 

    発行: 祥伝社 (2009年) 

    価格: 760円+税  ISBN 978-4-396-11141-0 C0236 

著者の須田さんは日本在住30年、日本は勿論、インドや米国でもビジネスに取り組まれて

いる方です。ご自身の体験を通じ、インドの知性や知恵を、インドの社会や歴史を引用しな

がら紹介されています。インドの社会や文化を紹介する代表的なキーワードである“多様”

“多様性”の代わりに“多彩”“多彩性”という言葉を使われています。“和を以て尊しとす

る”とする日本人のDNAは、“均一”“均質”を尊しとしますが、本書では“多彩”こそが世界の現実であり、

個々の違いを認め、それを越える共通の価値観と真実を求める“インテリジェンス”が、数千年の歴史を経て

インドにはある、と紹介されています。インド初心者のみならず中級者にもお薦めの本の1冊です。 

§アシャの日記 

    著者: バーラティ･アシャ･チョードリ 

    発行: 学校法人昭和女子大学 (2010年) 

    価格: 非売品 

 日本で生まれ育った著者が、1943年から 1946年にかけて日本語でつづった日記です。

少女は日本から祖国の独立を願い、チャンドラ･ボースとの出会いから、やがてインド国民

軍婦人部隊に身を投じます。戦中･戦後の日々、日本やインドでの事が、誇り高くも無垢な

少女の目をとおして綴られています。当時の日印での生活ぶりや両国の関係を知る資料と

しても、価値の高い内容です。 

 今年の4月29日には、BS朝日で『アシャの日記-日印の架け橋』としてドキュメンタリー番組が放送されま

した。協会でDVDによる視聴が可能です。 

※ 今回は、新刊書ではなく、在日のインドの方々が書いた本を特集致しました。いずれも協会所有の図書です。 

  会員の方々には、貸出(無料、期間2週間、1回につき5冊まで可能)を行っております。ご利用下さい。  

5. 書籍紹介 
Books Review 
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入会随時受付中  

1903 年、大隈重信、澁澤榮一らによって創設された日印協会は、これまで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。今年は、日印協会設立 110 周年という

記念すべき年であり、昨年に引き続き両国の友好関係を更に深める為にも、協会会員の獲得は重要な

課題であると考えています。 

インドに興味のあるお知り合いの方がいらっしゃいましたら、是非日印協会をアピールして下さい。

ご希望により、当協会の活動に関する諸資料をお送りいたします。日印協会の活動に賛同して頂ける

多くの法人会員･個人会員のご入会をお待ちしております。 

☆年会費：個人             6,000 円/口 ☆入会金 個人 2,000 円 

学生             3,000 円/口 学生 1,000 円 

一般法人会員  100,000 円/口 法人 5,000 円 

特別法人会員  150,000 円/口        (一般法人、特別法人会員共に) 

 

 

 

 

<次回の『月刊インド』の発送日> 

次号は、7･8 月合併号となります。次回発送は 7月 19日(金)、8月の発送はございません。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> 

ヴィシュヌ神の化身ラーマの生涯と言えば、誰でも知っているインド二大叙事詩の一つ｢ラーマー

ヤナ｣ですが、何と、インドでドラマ化されるとのニュースが!? しかも、全 5,000話!! 現在撮影の

為の準備が始まったところで、放送開始は 2014年のディワリの日だそうです。 

5,000 話って…、すぐさま電卓で計算してみると毎日放送しても 13年以上かかる事になります。

もし、週 1の放送だったら、100年近くかかります。全話見られた人は聖人の称号を得られるかもし

れません。流石インド、流石ラーマーヤナ、いずれ日本でも放送されるかもしれません。 

しかし、この話の元ネタを探し切れませんでした。ただの噂かも知れませんが、これが本当の話

だとしてもあり得そうで、ついつい編集後記で取り上げてしまいました。このニュースの真偽の程

をご存知の方、事務局の編集子までご一報頂けますでしょうか。  (記 渡邊恭子) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 
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6. 掲示板 
Notice 

<会費納入のお願い> 

 現在、2013年度の個人会員年会費の納入をお願いしております。まだ、納入がお済でない方は、

お早目の納入をお願い致します。詳しくは、同封の｢個人会員年会費 納入のお願い｣をご参照下さ

い。会費を未納のままですと、会員資格を失いますので、ご注意下さい。 

会員証は、ご希望の会員へのみの発行とさせて頂いておりますので、ご入用の方は事務局まで

ご連絡下さい。 



 

 

 


