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安倍会長追悼号に寄せて 
 

 

日印協会の第 8代会長に就任されて僅か 1か月後に、

凶弾に倒れて亡くなられた安倍晋三元内閣総理大臣の死

を悼み、9月 27日には国葬儀が日本武道館で執り行われ

ることになりました。生前の元総理が内政外交で成し遂

げられた数々の御功績を思えば、当然のことであると思

います。安倍会長のもとで理事長をお引き受けした私は、

二人で今後の日印協会の活動を盛り上げていく具体的な計画について色々と話

し合った数日後の不慮の死でした。まことに痛惜の念に堪えません。 

 

日印協会としては、安倍会長を追悼する特別企画として「月刊インド」の 9

月号において、生前の安倍晋三先生と様々な立場でご親交のあった各界の方々

からの追悼文を掲載させていただくことといたしました。 実は昨 21日は、

安倍晋三先生の 68歳のお誕生日となる筈でした。 

 

本日これを皆様のお手元にお届けいたしますので、あらためて故人を偲びご

冥福をお祈りしていただければと願っています。 

 

日印協会理事長 ・月刊インド発行人 

齋木昭隆 
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インド首相 ナレンドラ・モディ Narendra Modi 

 

傑出した日本の指導者、比較なしのグローバル政

治家、そしてインド日本友好関係の偉大なチャンピ

オンである安倍晋三氏がもう我々の中にはいなくな

ってしまいました。日本そして世界が偉いビジョナ

リーを失い、私は親愛なる友人を失いました。 

はじめて安倍氏にお会いしたのは 2007年に、私

がグジャラート州首相として日本を訪問した時でし

た。最初の出会いから我々の友情が公職の印又公的

な外交儀礼の束縛を超えたとものとなりました。 

 

 

お供した東寺へのご参拝、新幹線での旅、アヘメダバードでのサーバルマティ・アシュラムへ

の訪問、バラナシ（カシー）でのガンガ・アルティ、東京での茶道経験、思い出のリストは本当

に長い。 

 

 

そして、富士山の山麓の丘に囲まれた山梨でのご別荘へ唯一の首脳来客としての光栄、いつま

でも大切にしていきたいと思います。 

 

日本の総理をやっていない 2007年から 2012年の間、そして最近は 2020年以来、我々の個人

的な絆はいつも通り強いまま続きました。 

安倍総理との話し合いの中では全てが知的刺激のある物でした。いつも新鮮なアイデアに満ち、

ガバナンス、経済、文化、外交政策その他様々な課題に関して貴重な見解をお持ちでした。 

  

My Friend, Abe San 
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安倍氏のご助言はグジュラート州での私の

経済選択肢に対してひらめきを与えました。

そして安倍元総理の支持はグジャラート州で

のヴァイブラント・パートナーシップの構築

に大きな助けになりました。 

それ以降、インドと日本の間で戦略的パー

トナーシップの前例のない変換を行うためご

一緒にお仕事したことは光栄でありました。

概ね狭い二カ国間経済関係から、全ての分野

に渡る幅広い・包括的な関係の構築に対して

支持し、それだけではなく印日関係は二カ国

そして地域の安全保障のための中心的なもの

となりました。安倍氏にとって、印日関係は我々二カ国そして世界の人々のためのもっとも重要

なものでした。安倍氏は日本にとってもっとも難しいテーマであった民生用原子力協力を進める

ことに関して決定的でした。そして、インドでの高速鉄道プロジェクトのもっとも寛大な条件を

オファーしました。インドの独立後の多くの重要な出来事に安倍元総理は新生インドが成長を加

速させるとき、日本が手を携えていることを保証してくれました。 

 

安倍氏の印日関係への貢献は 2021年にインドの栄誉あるパドマ・ビブシャン賞を授与された

ことに素晴らしく認められました。 

安倍氏は世界の中でおきている複雑で複

数な変換に関して深い見識を持ち、政治、

社会、経済そして国際関係にどのような影

響を与えるかの先見の目があって、複数の

選択肢の中から選ぶ知恵・伝統又は前例が

ある場合でも大胆な決断を行う勇気があり、

そしてまれにしかない人々又世界の支持が

得られていた人物でありました。安倍氏の

広範なアベノミックス政策は日本経済を再

活性化し、日本国民の改革・企業家精神を

再燃させました。 

 

安倍氏の我々に対するもっとも素晴らしいギフトのうち、又、彼のもっとも持続なレガシー、

その中でも世界がいつまでも安倍氏の恩義に感謝しなければならないものとしては、安倍氏の当

世の潮流の変化そして天下多事を認識する

予知力、そしてそれらに対する反応力が挙

げられます。安倍氏は、多くの人よりも先

に、2007年にインドの国会でその影響力

のあるスピーチを通じて、当世流の政治、

戦略、経済現実である、今世紀で世界に方

向性を与える地域、インド太平洋地域のベ

ースをつくりました。 

そして、本人が自らリードを取り、国家

主権と領土の保全を尊重すること、国際

法・規定の堅持、深い経済取組をもって、

平等・共通な繁栄、国際関係を平和的に行
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うことのような彼がいつも大切にしていた価

値観に基づき、その安定・安全、そして平和

的・繁栄する将来のための枠組みとアーキテ

クチャの構築に関わり合いました 

クワッド、ASEAN主導のフォーラム、イ

ンド太平洋構想、アフリカを含めたインド太

平洋での印日協力、災害に強いインフラのた

めの連合など、すべて安倍氏の貢献によるも

のです。静かに、ファンファーレなしで、そ

して海外での疑い・国内での遠慮を超え、イ

ンド太平洋地域全体に渡り防衛・コネクティ

ビティ・インフラ・持続性を含む日本の戦略

的関わり合いを変換しました。そのため、地

域全体がその宿命に対してもっと楽観的とな

り、世界はその未来に対してもっと自信がえ

られました。 

 

今年5月に日本訪問の際、日印協会の会長

となられたばかりの安倍元総理にお会いする機会がありました。いつもように元気いっぱい、艶

かしい、機智に富んだ安倍氏でした。印日協力をどうやってもっと強化できるか、改革的なアイ

デアをお持ちでした。お別れのときこれが最後の面会になるとはまったく想像にもありませんで

した。 

安倍元総理の温かさ・知恵・優雅、気前、友情と指導に対していつまでも感謝をしていきたい

と思います。いつまでも懐かしく思います。 

安倍氏がインド国民をご自分の心を開いて抱き寄せてくれたことと同じように、インド国民が

その仲間一人として安倍氏の逝去を悼んでいます。安倍氏がもっとも好きだったこと、人々にひ

らめきを与えている最中に逝去されました。お命が途中で悲惨的に短くなったかもしれませんが、

安倍氏のレガシーがいつまでも続きます。 

 

インド国民を代表しまして、そして私が個人として、日本国民、特に安倍昭恵様とご家族に対

し心からの哀悼の意を表します。オーム・シャンティー。 

 

 

モディ首相公式ブログ 

https://www.narendramodi.in/shinzo-abe-563057 より日本語原文のまま掲載 

 

  

https://www.narendramodi.in/shinzo-abe-563057
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元総理大臣秘書官 故安倍晋三国葬儀準備事務局 顧問  

次期 駐インド日本国大使 鈴木浩 

 

はじめに 

安倍総理は､日印関係は「最も可能性を秘めた二国間関係」であるとの信念をお持ち

でした。2007年 8月のインド国会での政策演説「2つの海の交わり」を第一歩として、

後に「自由で開かれたインド太平洋」の理念を確立したのは、歴史に残る偉業だと思

います。モディ首相との年次相互訪問を通じて日印関係は飛躍的に発展し、アジアの

二大民主主義国として普遍的価値を共有する日印両国が､地域及び世界の平和と繁栄を

戦略的観点から牽引する日印新時代を迎えました。安倍総理の提唱した日米豪印（Ｑ

ＵＡＤ）が、昨年 9月にワシントンで第 1回、本年 5月に東京で第 2回のサミットが

開催されて定着したのも、偉大な成果です。モディ首相との 15回の首脳会談のうち、5回の年次相互訪問が特に

印象に残っています。 

 

2014年 9月 モディ首相 京都及び東京訪問 

初めてモディ首相が印首相として訪日した際、これまでに例の無いことをしようと

考え、最初に京都に来ていただきました。日本の総理が地方で外国首脳を迎え、その

後東京に移動するのは、筆者が記憶する限りこれが初めてです。京都迎賓館での夕食

会や東寺を視察しましたが、この訪問が契機となって､京都市とヴァラナシとの友好関

係が始まり、翌年の安倍総理によるヴァアナシ訪問に繋がります。東京での首脳会談

では、日印関係を「特別戦略的グローバル・パートナーシップ」に格上げすることで

合意しました。この訪問を通じて、安倍総理とモディ首相は何十年来の親友のような

特別な友情を育み、肝胆相照らす仲となりました。これが日印関係の飛躍的な発展の

原動力になったことは間違いありません。 

 

2015年 12月 安倍総理 ニューデリー及びヴァラナシ訪問                     

ニューデリーでの首脳会談では、防衛装備品・技術移転協定や情報保護協定へ

の署名を行いました。翌日、安倍総理はモディ首相の専用機に同乗し、ヒンドゥ

ー教の聖地であるヴァラナシを訪問しました。現地の空港からホテルまでの沿道

は街の人々で埋め尽くされ、その熱烈な歓迎は長い間途切れることがありません

でした。安倍総理は、これほど若い人が沢山いるのは羨ましいね、と仰っていま

した。その後、特別に飾りつけられたガンジス川のほとりで、モディ首相と共に

ガンガー・アールティ（ヒンドゥー教のお祈りの儀式）に参加しました。夕暮れ

のガンジス川に夜の帳が下りるなか、川のほとりに並べられたたくさんの蝋燭の

光、花の香りに包まれながらの祈り、音楽のリズムなど、大変幻想的で美しい夕

べに感銘を受けました。 

 

2016年 11月 モディ首相 東京及び神戸訪問 

東京での首脳会談では、安倍首相の提唱する「自由で開かれたイ

ンド太平洋」とモディ首相が掲げる「アクト・イースト」の融合で

一致しました。長年の懸案であった日印原子力協定にも署名しまし

た。多くの人が不可能だと考えていたこの協定が実現したのは、安

倍総理とモディ首相のお二人だからこそと思いました。その後、両

首脳は、新幹線に乗って神戸に向かい、車中でもインド太平洋につ

安倍総理とモディ首相が築いた特別な日印関係 

東寺を視察する両首脳〉 
（引用：官邸ホームページ） 
 

儀式に参加する両首脳 
（引用：官邸ホームページ） 

 

新幹線をバックに記念撮影する両首脳 
（引用：官邸ホームページ） 
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いて戦略的な議論を続けました。神戸では川崎重工の新幹線工場を訪問し、最新型の車両を視察しました。モデ

ィ首相は運転席にまで入られるほど熱心に車内を回られ、インドで高速鉄道が走る日を心待ちにしておられるの

だなと感じました。 

 

2017年 9月 安倍総理 グジャラート州訪問 

この訪問では誰も予想もしなかったサプライズに仰天しました。

空港にオープンカーが用意され、モディ首相と安倍総理御夫妻は、

空港から 8kmに亘って両国の国旗を振る 5万人もの観衆から大歓

迎を受けたのです！最初の訪問先まで沿道にインド各州の伝統舞

踊の舞台が設けられ、安倍総理とモディ首相の巨大な立て看板も

あちこちにあって、大歓迎の熱気をひしひしと感じました。マハ

トマ・ガンディーがかつて居住し、現在は記念館となっているサ

バルマティ・アシュラム（ガンディーの修道場）で､ガンディーが

回した糸車を見学し、インドの歴史に想いを馳せながら、三人で

お茶を楽しまれました。翌朝、一万人の観衆が集まる前で､安倍総理はモディ首相と共に、ムンバイ・アーメダバ

ード高速鉄道起工式典に臨みました。大歓声に包まれながら、日本とインドの新しい歴史がここから始まるのだ

と思いました。この式典会場は、本番の数日前まで更地でしたが、非常に短期間で設営を完了した由であり、イ

ンドの底力を感じました。 

 

2018年 10月 モディ首相 山梨県及び東京訪問 

この訪問はまず山梨県から始めました。富士山を一望できる山中湖畔にあるホテルで昼食会を行い、首脳同士

で地域情勢等につき自由闊達な議論を行いました。完全な菜

食主義のモディ首相のため、工夫を凝らしたヴィーガン料理

を用意しました。その後、ファナックの工場を一緒に視察し、

その夜は安倍総理が河口湖の別荘にモディ首相を招き、余人

を交えず二人きりで語り合いました。安倍総理が別荘に招待

した外国首脳はモディ首相だけです。安倍総理は自ら暖炉に

薪をくべるなど、モディ首相を歓待したいとのお気持ちが伝

わってきました。翌日、東京で首脳会談を行い、閣僚級「２

＋２」の立ち上げ、ＡＣＳＡ（物品役務相互提供協定）の交

渉開始、日印通貨スワップに合意しました。 

 

2019年 12月 安倍総理 幻のインパール訪問 

安倍総理がインド北東部を訪問する予定でしたが、現地の治安情勢の悪化を受け、両国政府で合意の上、延期

になりました。安倍総理はインパールへの訪問を大変楽しみにされていたので、訪問できなかったのは大変残念

でしたが、日本財団が現地に設立したインパール平和資料館には､安倍総理が書かれた「平和」の揮毫が飾られて

います。 

 

2022年 5月 モディ首相 東京訪問 

モディ首相が日米豪印（ＱＵＡＤ）サミットのために､東京を訪問しました。その際､安倍総理は森元総理と共

に､ホテルニューオータニでモディ首相を表敬し､新旧日印協会会長交代の挨拶をされました。筆者も同席しまし

たが､まさかこれが安倍総理とモディ首相の最後の会談になるとは思いも寄りませんでした。7月 8日､安倍総理

が凶弾に倒れ逝去された、とのニュースが世界を駆け巡りました。モディ首相は、心温まるお悔やみのツイート

を連続して投稿し､翌 9日にはインド全土で半旗を掲揚し喪に服して下さいました。9月 27日に武道館で行われ

る国葬儀には､モディ首相御自身が参列される予定です。安倍総理とモディ首相の特別な友情は時を超えて、今後

も日印関係を力強く発展させていく原動力であり続けると確信しています。安倍総理のインドへの想いを抱きつ

つ、近くニューデリーに赴任することを楽しみにしています。 

サバルマティ・アシュラムを視察する両首脳 
（引用：官邸ホームページ） 

 

夕食会に臨む両首脳 
（引用：官邸ホームページ） 
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鈴木 浩（すずき・ひろし） 

東京大学法学部卒業後、外務省に入省。在大韓民国日本国大使館公使や在英国日本国大使館公使を歴任し、2012年より7

年7ヶ月に亘り､安倍晋三内閣総理大臣秘書官を務めた。外交担当の秘書官として安倍総理を近くで支え、全ての外国訪問に随

行した。その後、外務審議官（経済担当）を経て､現在は故安倍晋三国葬儀準備事務局顧問。次期駐インド日本国大使。1961

年京都市生まれ。 

 

スズキ株式会社相談役 日印協会理事・副会長 鈴木 修 

 

この度の突然の訃報から約2か月が過ぎ、日本が失ったものの大きさを日に日に感じます。安倍さんには首相

在任中から大変お世話になりました。 

特に、首相在任中の2017年9月、グジャラート州を訪問されたときのことは今でも昨日のことのようにはっ

きりと覚えています。四輪工場の開所式に、モディ首相と共にご出席いただきました。 

時・場所を同じくして開催された日・インド・ビジネス全体会合では、「日本の高い技術とインドの豊富で優秀

な人材が協力すれば、日印を起点に世界を相手にしたものづくりができる」と演説されました。この言葉を励み

にした結果、グジャラート州の四輪工場は、スズキの生産拠点として最速の5年6カ月で累計生産200万台を達

成することができました。スズキのグローバル生産拠点として輸出モデルも生産しアフリカ等へ輸出しています。 

また、外交関係では首相在任中、「自由で開かれたインド太平洋構想」が提唱されました。首脳間の定期往来が

定着し、日印関係は「戦略的グローバル・パートナーシップ」から「特別戦略的グローバル・パートナーシップ」

に深まりました。首相在任期間中、日本とインドの関係がどれだけ深まったことでしょう。 

5月に開催された日印協会の会長・理事長の交代式では、安倍会長が今後の日印関係の発展に向けて力強い抱

負を語っておられたことをお聞きしておりました。これからもインドでご一緒する機会を頂戴できるものと楽し

みにしておりましたのに、誠に残念でなりません。心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

 

安倍さん、ありがとうございました。 

 

【2017年 9月、グジャラートでの記念式典の様子】 

 

 

鈴木 修 (すずき･おさむ)  

スズキ株式会社相談役。日印協会理事・副会長。 

1930年岐阜県生まれ。1958年に鈴木自動車工業（現スズキ）に入社、1978年の社長就任後、2021年まで社長、会長として

同社を率いた。現在の屋台骨であるインド市場も開拓し、年間売上高は社長就任時の10倍以上の3兆円超に引き上げた。2007

年にインド自動車産業を通じてインド経済の発展に寄与したとして「インド国勲章（パドマ・ブーシャン）」を受章した。 

安倍さんへの感謝 
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茶道裏千家15代・前家元 千玄室  

 

世界中で治安が一番良いといわれる日本でテロではなくとも、一種の強

迫観念からの暗殺という忌まわしい事件が起こったのであります。 

私はたまたま海外出張中で、現地でなんと長い間友人として親交を深め

ておりました安倍晋三元総理が、その犠牲者であるとの悲報に接したので

す。 

勿論、私は安倍晋三元総理と知り合う前から大叔父である佐藤栄作元総

理とお茶を通して交際しておりました。ご一家とは政治抜きでお付き合い

させて頂いておりました。 

大変素直な面と剛直な志を持っておられる安倍晋三元総理が、祖父岸信

介元総理の後を継いで立派な政治家になられた事は大変嬉しく思ったもの

です。人々には優しく接し、自分には大変厳しい方であったと思っており

ます。総理時代には、国際文化交流委員会の折りにお目にかかったり、ま

たフランスと日本との交流百年の特別委員もお引き受け致しまして、交流事業に茶道をもってお務めさせて頂い

た時には「しっかり日本の伝統文化の茶道をもってやってこられた大きな足跡に花を咲かせて下さい」とおっし

ゃって頂いたことは忘れられません。 

日印に関しても、総理時代に要請を受けインドへ参りましてネルー大学で講義やデモンストレーションそして

呈茶をさせて頂いた思い出も蘇って参ります。 

東京での当方の初釜式にもお越し頂き、同席の皆様と歓談なさっていたお姿が目に浮かんでまいります。 

まだまだご活躍して頂きたかった方を失った事は我が国の大きな損失だと、心からの哀悼の意を表しご冥福を

お祈り致します。 

夏の日に   大輪の花   落ちゆきし 

 

 

千 玄室 (せん・げんしつ) 

大正12年京都府生。文学博士。昭和39年千利休居士15代家元を継承。平成14年嫡男に家元を譲座し、千 玄室に改名。主

な役職に外務省参与、ユネスコ親善大使、日本･国連親善大使、（公財）日本国際連合協会会長、京都大学大学院特任教授、ハ

ワイ大学教授。文化勲章、レジオン・ドヌール勲章コマンドゥール（仏）等受章。国内外で名誉市民、名誉博士号を多数受け

ている。 

  

安倍晋三元総理を偲んで 
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慶應義塾大学大学院教授 谷口智彦 

果たせなかったインパール訪問 

インパール地方の中心都市マニプールで長年日印友好の活動を担ってきた方から、

最近メールをもらった。故安倍晋三元総理と自分は生年が同じなのだというこの人は、

ナンダクマル・シャルマ（Nandakumar Sharma）氏。1972年、日本から初めて来

訪した遺骨収集団の世話をして以来、日本との絆を深めるべくひたすら働いてきたと

いう。最初の団を率いた藤原岩市中佐（「F機関」の、戦後陸将）に親しく話しかけら

れたことが強い機縁となり、やがて氏は運動を若手の中心として担い、1994年の10

月、マニプールに「インド平和記念碑」を立てるまでこぎつけた。 

自分たちのそんな営々たる努力がついに報われると、シャルマ氏は思った。2019

年は、安倍元総理がインドを訪れる順番に当たった。ナレンドラ・モディ首相と安倍

氏は互いを心の絆で結び合った仲、モディ氏には安倍氏の心中を無言のうち察すると

ころがあったのであろう、このたび一緒に訪れる先をインパールとしてあった。あたかも同年は、累々たる犠牲

を出した作戦から75周年。笹川陽平氏の力を得て平和記念館も建ったばかりとて、時宜まことにこのうえなか

った。安倍首相が来る! ――シャルマ氏らは、かつは喜び、かつは勇んだのだという。 

ところが折悪しく、マニプールを含む一円に社会不安が起きた。背因は語り尽くされているからここでは繰り

返さないけれども、「それなら来年もあることだし」と、東京とデリーは、合議の上延期を決めた。省みるにまさ

しくそのころ、中国・武漢は第一号患者を生み出していた。そして事態は連鎖的に暗転した。させた責めは一義

的に北京が負うべきではあるにせよ、2020年に出来ていたはずの安倍訪印は、ために実現せず、ばかりか、疫病

対応に追われた安倍氏は一度は確かに寛解した潰瘍性大腸炎を悪化させ、同年9月 16日をもって退任した。 

2022年 7月8日、大和西大寺の兇弾は、「いつか」成就するはずだった安倍インパール訪問のその「いつか」

を、永劫の彼方へ遠ざけてしまった。安倍元総理はインパールで、死者を弔い勇者を偲び、地域の人々に感謝と

祈りを捧げるスピーチをしたいと念じていた。大東亜戦争のあらゆる事情に、安倍氏は通暁していた。ただの知

識欲からではない。死者を悼む思いがそうさせていた。だからマニプールには、さぞかし行きたかったはずだ。

役目柄わたしの書いた原稿は、安倍総理のそんな思いを汲むものにしてあった。 

白骨街道には、助からぬ命を助けようと介抱に努めた若い従軍看護婦のお骨や遺品も、残っていはしないだろ

うか。安倍氏がそんなふうに思っていたことをわたしは知っている。ゆえにわたしは亡き総理とともに、この広

い日本で誰もが忘れてしまおうとも、果たせなかったインパール訪問を惜しみ続けるであろうと思っていた。そ

んな時だ、シャルマ氏が自ら作成し、インド・日本友好協会（マニプール）のフェイスブックに掲げた動画が目

に飛び込んできたのは。訪問が未達に終わったことを深く慨嘆し、安倍氏を衷心で惜しむ人が、ほかならぬマニ

プールにいたのだと知った。 

知って驚いたから連絡をとり、本論冒頭のような氏の半生を聞くに至ったのである。 

 

インドが安倍氏を愛したわけ 

安倍氏は第一に、生来の戦略家だった。音楽の場合、絶対音感をもって生まれつく者は多くはない。それと同

じで、地政学的センスを生来具備する者などざらにはいないはずだが、安倍氏はまさにそんな人だった。ゆえに

インドの将来にわたる重要性など、安倍氏にとってはことさら学ぶまでもなく、自明の理だった。一方安倍氏は

第二に、ひとの情愛をよく感得し、等量かそれ以上の情（なさけ）を相手に放射する人、そのため心を開き、相

手に接する人だった。この力が人一倍深くて強いから、モディ氏とも心を許しあう仲となったのである。それも、

簡単に。 

もしも書物を読むほどの平均的インド人が、一面では四方から伸びてくる中国の影に対する戦略的危機意識の

持ち主であって、また他面では、情において濃い人物であるとすると、とりわけ、西欧キリスト教世界のそれに

比べあまりにもユニークだと自認する宗教、習俗、死生観に対し満腔の共感を示す誰かが外界から現れると手放

安倍元総理の逝去を悼み、 
日印関係に残した巨大な貢献を思う 
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しで嬉しくなる、そんな人物であるとするならば、もはやおわかりいただけよう。安倍さんが、インドの多くの

人々によって心から愛されたのには相応にして当然の理由があったのである。 

モディ氏がソウル・メイトなら、哲学者然とした風貌の持ち主マンモハン・シン前首相は、「メンター」と安倍

氏が呼んだ人だった。2007年の8月、第一次政権を率いていた安倍総理は敬愛するシン首相の誘いを喜んで受

け入れ、インド国会で演説に及ぶ。それが「二つの海の交わり」という題名であることを、外交や安全保障に関

心があるほどのインド人にして、知らない人はいないのではないか。タイトルが雄弁に語るように、これこそは、

のちに「インド太平洋」と誰もが呼ぶこととなる地理的概念を世に出したスピーチだった。 

ロンドン中心主義的発想によればアジアとはもっぱらインド亜大陸世界のことで、日本などは一括して「極東」

に括られた。これを正すには太平洋経済の伸長を待たねばならず、1980年代に韓国、台湾、香港とシンガポール

が日米豪の交易網に乗って急伸し始めたとき、日本の大平正芳と豪州のボブ・ホーク両首相は語らい合って「ア

ジア太平洋」という地理的枠組を打ち出した。APECはその延長上に現れた。これは歴史上初めて太平洋を主舞

台に押し上げた画期的試みとしていつまでも特筆に値するが、いかんせん、時代は牧歌的だった。 

中国はまだ甚だしく貧しく、軍事力においていつか米国と対抗するまで伸びようなどと、誰一人予想だにしな

かった時代だったからだ。しかし安倍総理は第一次政権を率いたとき、「アジア太平洋」という枠組みがもはや時

代に合わなくなったことをいちはやく悟る。致命的なのは、インドの成長を取り込み、民主主義大国としてのイ

ンドの政治力を味方につける余地が、「アジア太平洋」概念にはもともと欠けていたことだ。しかもそう遠くない

将来、インドは人口と経済両面で中国に追いつき、あるいは凌駕することが予測できるなら、なおさらである。 

 

二つの海の交わり 

「二つの海」を、交わらせねばならない――。 

これは安倍晋三という指導者に内在する生来の戦略家が言わしめたものだ。ここから、FOIP、すなわち「自

由で開かれたインド太平洋」というビジョンが生まれた。インド太平洋を自由にし、オープンにするにはその支

え手が要る。戦略家安倍晋三はここにおいてさらに、印日米豪の4国に海洋民主主義国同士連携する可能性を見

て、QUADの提案と定着に歩を進めた。……と、これは、ひとも知るその後の展開である。 

インド国会に戻るとすると、その同じ安倍晋三――リアリストの戦略家は、議場の演台で口を開いたその瞬間

に、居並ぶインド指導者たちのハートをつかんでしまう。インドに寄せる深い関心と敬愛が思いもよらず飛び出

してきたからだ。 

理における説得を情において成し遂げてしまえるなら、それは説得術の一上策であろう。「二つの海の交わり」

演説において、安倍氏はこれを成功させた。インドの聴衆からすれば、「自分たちに深い関心を抱き、すなわち愛

情を注いで、しかもなお成層圏から眺めるような躍動的なビジョンを見せ、将来の秩序を一緒につくろうと言っ

てくれている、……なんとまぁ」、と、安倍氏に惚れ込みたくなったのではと想像するものだ。なかでも振り返っ

てよかったろうと思うのは、冒頭におけるスワーミー・ヴィヴェーカーナンダへの言及だ。 

その後わたしは日本ヴェーダーンタ協会を率いるスワーミー・メーダサーナンダ師の知遇を得て、昨年、今年

と二度、スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ生誕記念祭でこの偉大な宗教指導者について英語の講演をした。シ

カゴ万国宗教会議（1893年）における彼のスピーチは、肉声こそ残っていないけれど、冒頭に置いたたったの5

語で聴衆の心を鷲づかみにしたものとして不滅である。「Sisters and brothers of America」と、彼は白人キリス

ト教徒たちがほとんどを占める聴衆に向かって呼びかけ、話を始めた。 

「Sisters」と、おそらくは朗々たる声で語りかけたとき、それはあまりにも啓示的であっただろう。宗教と男

女間の平等を一瞬にして印象づけ、聴衆における階統意識を覆す力に漲っていたからである。よもやそんな計算

があったわけではないけれど、インド国会において安倍氏がおもむろに述べた次の一節、「The different streams, 

having their sources in different places, all mingle their water in the sea. インドが生んだ偉大な宗教指導者、

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダの言葉をもって、本日のスピーチを始めることができますのは、私にとって

このうえない喜びであります」――という安倍演説冒頭の章句も、同様に一瞬にして聴衆の関心をつかむことに

成功したのであろうと察する。 

そこから演説はこう続いた。「皆様、私たちは今、歴史的、地理的に、どんな場所に立っているでしょうか。こ

の問いに答えを与えるため、私は1655年、ムガルの王子ダーラー・シコー（Dara Shikoh）が著した書物の題
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名を借りてみたいと思います。すなわちそれは、『二つの海の交わり』（Confluence of the Two Seas）が生まれ

つつある時と、ところにほかなりません」。 

「太平洋とインド洋は、今や自由の海、繁栄の海として、一つのダイナミックな結合をもたらしています。従

来の地理的境界を突き破る『拡大アジア』が、明瞭な形を現しつつあります。これを広々と開き、どこまでも透

明な海として豊かに育てていく力と、そして責任が、私たち両国にはあるのです。私は、このことをインド10

億の人々に直接伝えようとしてまいりました。だからこそ私はいま、ここ『セントラル・ホール』に立っていま

す。インド国民が選んだ代議員の皆様に、お話ししようとしているのです」 

 

安倍氏に負うとこしえの恩 

とここまで冒頭の二、三段落で、スピーチはおおかたを言い尽くし、目的の過半を遂げたといっていい。「スワ

ーミージー」への言及でインド人における深い情念の泉に測鉛を垂らした安倍氏は、これもまた著名なダーラー・

シコーに言い及んだかと思うと、その著から借りた題名に、最もコンテンポラリーな意味合いを込めてみせた。

さらには大空高くに聴衆を誘って太平洋とインド洋の結合を納得させ、「セントラル・ホール」に言葉を及ぼすこ

とによって、インド民主主義への敬意をくもりなく聴衆に理解させた。 

改めてこのように分析的に眺めてみるにつけ、これは安倍総理の安倍総理による、安倍総理のためのスピーチ

であったこと、すなわち他の誰でも絶対に読めない演説であったことが理解でき、納得できる。理の人、ストラ

テジーの人が、同時に情けの人、友情と敬愛の人でもあったという安倍晋三の安倍晋三たるところをもって、初

めてデリバーし、インド人の心をつかむことのできた一作、安倍氏でなければできなかったスピーチだ。 

演説から15年。インド要路の人々や、日本に関心を抱くほどのインド人は、同演説のことを片時も忘れなか

った。安倍氏の死の悲劇性は、インドにおける安倍氏への関心、興味、敬愛を強化し固着させ、演説もこの先決

して忘却されることはないであろう。日印関係は民主主義強国同士の絆として今後いよいよ強く、豊かになる。

中国には逆立ちしても持ち得ない政治的正統性、普遍の旗は、われわれ日本とインドが独占するものだからだ。

安倍総理はその礎石を築いた。日本人もインド人も、安倍氏にとこしえの恩を負う。 

 

 

谷口智彦（たにぐち・ともひこ） 

東京大学法学部卒業、ジャーナリズムを経て2005-08年外務省で外務副報道官・広報文化交流部参事官。その間に麻生太郎

外相、安倍晋三総理（いずれも当時）の外交スピーチを手がける。JR東海常勤顧問など経て第二次安倍政権で内閣審議官、の

ち、慶應義塾で現職を得るとともに総理交付の辞令を得て内閣官房参与。安倍総理退任まで同総理の外交政策スピーチを担当

した。近著『安倍総理のスピーチ』（文春新書、2022年9月刊）には、同総理がマニプールで読むはずだったスピーチの未定

稿を収める。1957年香川県生まれ。 

 

 

国際基督教大学上級准教授 近藤正規 

 

今日の日印関係が安倍晋三元首相の力なしには考えられない。安倍氏は「自由で開

かれたインド太平洋」という概念を提唱することで日印関係をグローバルな次元に引

き上げた。 

2007年の安倍氏のインド議会における演説で初めて提唱された「インド太平洋」の

概念は世界に影響を与えた。インドは国際政治の表舞台に躍り出ることとなり、米国

もそれまでの「アジア大洋州」という呼称を「インド太洋州」へと変えた。 

安倍氏はさらに「拡大アジア」「広大なネットワーク」といった構想も掲げ、そこで

結ばれた国々が自由と民主主義という基本的価値を共有すると唱えた。インドの民主

主義体制は中国の権威主義体制と対照的で、インドをアジアの将来に含めることは地

安倍氏が築いた日印関係 
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政学的にも地経学的にも望ましいことであった。 

安倍氏のアイデアで発足した日米豪印戦略対話「クアッド」はその後首脳会談や合同軍事演習等で強化され、

日印関係は一層グローバルなものになっていった。 

安倍氏の強いリーダーシップは日印原子力協定の締結も可能にした。2017年に同協定が締結されたことで、日

印関係は真の意味で戦略的なものとなった。日印原子力協定を結ぶことに熱心だったマンモハン・シン前首相か

らバーター取引を引き出すような形で、日印経済連携協定（EPA）もインド側の妥協とともに締結された。 

安倍氏とモディ氏の付き合いはモディ氏がグジャラート州の首相であった時代に遡る。当時米国に入国さえ許

されなかったモディ氏と安倍氏が交流することに異を唱える向きもあったが、安倍氏は押し切った。グジャラー

ト州に投資を呼び込みたい当時のモディ氏にとって、安倍氏の存在は慈雨のようなものに見えたに違いない。 

モディ氏がインドの首相になってから二人の信頼関係は日印関係の深化に大きく貢献した。とりわけムンバイ・

アーメダバード間の新幹線計画はトップダウン外交の賜物にほかならない。2017年に新幹線計画の合意で安倍氏

がグジャラート州を訪問した際は、スズキのオープンカーに乗った同氏を5万人もの住民が日本国旗を振って出

迎えた。2007年に安倍氏に「いずれはグジャラート訪問を」と呼びかけたモディ首相は、その呼びかけが 10 年

後にこうして実現したことを喜んだ。 

インドの経済発展とともにこれまで習近平氏、プーチン氏、トランプ氏など各国の多くのリーダーがモディ首

相に招かれて訪印しているが、彼らへの待遇は安倍氏に対する大歓迎と比べて遥かに簡素であった。 

モディ氏にとって安倍氏との「役職を超えた友情」はモディ氏のツイッターや追悼文からにじみ出ている。7

月９日にインドは国を挙げて喪に服した。過去に他国の政治家の死去を受けてインドが服喪した例を筆者は知ら

ない。9月27日の安倍氏の国葬参列もモディ氏は他国のリーダーに先駆けていち早く表明した。 

安倍氏が2019年に訪問する予定（政情不安で中止）であったマニプール州インパールの平和資料館の入り口

正面には、同氏自らが揮毫した「平和」の書が掲げられている。安倍氏は現地でそれを見ることを楽しみにして

いたであろう。 

6月に日印協会会長に就任した安倍氏は、これからも頻繁に訪印してモディ首相との交流を深める筈だった。5

月 24日に理事会で拝見したばかりの安倍氏の突然の逝去は筆者にとってもまだ受け入れ難いが、安倍氏は自ら

が礎を築いた日印関係のさらなる進化を天国から見守っているに違いない。 

 

 

近藤正規（こんどう・まさのり） 

国際基督教大学教養学部上級准教授。アジア開発銀行、世界銀行等にて勤務後、1998年より国際基督教大学。2006年より

インド経済研究所客員主任客員員を兼務。スタンフォード大学博士。これまで30年に渡ってインドの全州を訪問し、専門論

文を多数執筆。 
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◇ インドニュース（2022年 7月）◇ 

1 内政 

【中央政府】  

7月 6日、上院議員任期の満了に伴い、ナクビ・マイノリティ大臣及びシン鉄鋼大臣が大臣職を辞任した。ナ

クビ大臣の任期満了に伴い、ＢＪＰに所属する連邦議員395名の内、ムスリム出身者の数はゼロとなった。 

7月 7日、同月6日に辞任した2名の大臣の後任としてイラ二女性・児童育成大臣がマイノリティ大臣を、シ

ンディア民間航空大臣が鉄鋼大臣をそれぞれ兼任する形で就任した。 

 

【大統領、副大統領選挙】 

7月 16日、ＢＪＰ率いる与党国民民主連合（ＮＤＡ）は、ジャグディープ・ダンカル元西ベンガル州知事（副

大統領候補資格を得るため7月 18日に州知事を辞任）を副大統領候補として擁立した。 

7月 17日、コングレスを中心とする野党連合は、マーガレット・アルヴァ元ゴア州知事を副大統領候補に擁立

した。 

7月 18日、大統領選挙の投票が行われた。 

7月 21日、大統領選挙の開票が行われ、与党擁立候補のドロウパディー・ムルム候補がインド大統領に選出さ

れた。投票の結果与党ムルム候補は67万6803ポイント（全体の約64％＄、投票者数2824名）を獲得。対する

野党擁立のシンハ候補は38万 177ポイント（全体の約36％、投票者数1877人）を獲得した。 

7月 21日、全印草の根会議派（AITC）は、副大統領選挙野党側候補マーガレット・アルヴァ氏の選出におい

て、「事前の相談を受けていない」として、8月 6日に予定される副大統領選挙の投票を棄権する旨発表した。 

7月 25日、ムルム新大統領の就任式が執り行われた。ムルム大統領は就任演説において、インドの多様性や発

展、コロナ・パンデミックにおいて国際的にインドが果たした役割、国際社会からのインドへの期待に触れ、イ

ンド建国100周年と更なる発展に向け国民の団結と努力を求めた。また、ムルム大統領自身の出自に言及しつつ、

インドの僻地出身の指定部族の女性が大統領に選ばれた事を、インドの民主主義の偉大さであると述べたほか、

貧困者や女性、若者、社会的弱者らを強く鼓舞した。 

 

【モンスーン国会】 

7月 16日、中央政府は円滑なモンスーン国会運営に向けた全政党会議を招集し、同国会で取り上げられる議題

につき協議を行ったが、全印草の根会議派（AITC）やシブ・セナ、大衆社会党（BSP）、国民会議派（NCP）等、

非コングレス系の野党の多くが欠席した。 

7月 18日、モンスーン国会が開会した。 

7月 19日から20日にかけて、GSTやアグニパト計画に関する議論を求める野党側連邦議員がプラカード等を

掲げ上下両院の議場に押しかけ、議事進行が停止した。 

7月 26日、ナイドゥ上院議長は、再三の注意にも関わらず議会の進行を妨げたとして、19名の野党所属上院

議員に対し、1週間の国会参加資格停止処分を下した。また、下院においても同様の理由により4名のコングレ

ス所属議員が残りのモンスーン会期全てへの参加停止処分を受けた。 

 

【BJP】 

7月 2日から 3日にかけて、BJPは 2024年総選挙に向けた選挙戦略を議論する全国役員会をハイデラバード

市内で開催した。2日、BJPはインド国内におけるナショナリズムの高揚及び国民の団結に向け、国内2億以上

の家庭にインド国旗を広める「全ての家にインド国旗を（Har Ghar Tiranga）」キャンペーンを開始することを

決定。 

インドニュース(2022年 7月－8月) 
News from India 
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7月 3日、ハイデラバード市内で開催されているBJP全国委員会において、モディ首相はBJP幹部陣に対し、

「コングレスは何十年にも渡りインドを支配してきたが、今は末期的な衰退に直面しているが、彼らを揶揄して

はいけない。そのようなことはせず、失敗から学び、同じことを繰り返さないようにすべきである。また、我々

BJPの氏名は、最高のインド（Shreshtha Bharat）に向け、ひとつのインド（Ek Bharat）キャンペーンを推

進することである」と述べた。また当地報道によると、モディ首相は今日ではイスラム社会もBJPに支持を寄せ

ていると述べ、BJPによるアウトリーチをダリットや指定部族（ST）を含むヒンドゥー教徒以外にも拡大すべ

しとの意向を示した。 

7月 3日、BJP全国役員会においてシャー内相は、「北東部の抱える全ての課題・問題は2024年までに解決さ

れる」、「今後30年から40年はBJPの時代になる」と発言した。 

7月 3日、モディ首相はハイデラバードを「バーギャーナガル」と呼び、同市の名前を改名したい意向を示し

た（注：BJPによる同市名改名の変更は数年前より公約に掲げられている） 

7月 24日、モディ首相は、ニューデリーのBJP本部に同党が政権を握る各州の州首相及び副州首相を招集し、

各州の開発状況についての会議を実施した。 

 

【コングレス】 

7月 9日、コングレスは、インド国内23カ所で記者会見を開き、BJPがナショナリズムの衣をまといインドを

空洞化していると非難した。 

7月 12日、コングレスは、2022年末に控えるグジャラート州及びヒマーチャル・プラデシュ州の州議会選挙

のオブザーバーとして、ゲーロット・ラジャスタン州首相とバゲル・チャッティースガル州首相を任命した。 

7月 21日、26日及び27日、ガンディー家に対する、インド英字新聞ナショナル・ヘラルド紙に関する不動産

を不法に入手した疑いの関係で、財務省監視局（Enforcement Directorate：ED）はソニア・ガンディー・コン

グレス暫定総裁から事情聴取を行った。 

 

【ウッタル・プラデシュ（UP）州】 

7月 3日、社会主義党（SP）のアキレーシュ・ヤーダブ党首は、全国及び州レベルの幹部、青年部や女性部を

含むすべての党組織の指導層の解散を発表した。 

7月 7日、モディ首相はUP州バラナシ市を訪問し、177億ルピー相当の開発計画を発表した。 

 

【マハーラーシュトラ（MH）州】 

7月 3日、BJP所属のファドナヴィス前MH州首相が、MH州副首相として宣誓を行った。 

7月 4日、MH州議会において、シンデ同州首相に対する信任投票が行われ、賛成164名、反対99名で同州

首相への信認が証明された。 

 

【グジャラート（GJ）州】 

7月 4日、ケジュリワル・デリー準州首相（庶民党（AAP）党首）は2日間の日程でGJ州を訪問し、2022年

末に予定されるGJ州議会選挙において、仮に同党が勝利した場合、無料かつの停電の無い電力供給を約束する

旨約束した。 

7月 28日モディ首相はGJ州を訪問し、同州サダル県において100億ルピー相当の開発計画を発表した他、

GIFTシティを訪問した。 

 

【西ベンガル（WB）州】 

7月 23日、財務省監視局（Enforcement Directorate：ED）は、パルタ・チャッタルジー西ベンガル州産業省

務大臣（AITC）を雇用詐欺に関与した疑いで逮捕した。 

 

【アンドラ・プラデシュ（AP）州】 

7月 4日、モディ首相はアンドラ・プラデシュ（AP）を訪問し、インド独立運動時代のフリーダムファイター

の一人、アルーリ・シタラマ・ラジュの銅像の除幕式に参加した。 
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【ジャンムー・カシミール（JK）準州】 

7月 3日、JK準州当局は、同準州Reasi地区の村人が重要指名手配を受けていたスンニ派過激組織ラシュカレ・

タイバ（LeT）の構成員2名を捕らえた旨発表した。 

 

【テランガナ(TG)州】 

7月 10日、チャンドラシェーカル・ラオ州首相（テランガナ民族会議（TRS））は、2023年に予定される同州

議会選挙に関し、もしBJPが同州議会選挙で候補者を擁立する場合、同州議会を解散し、早期の選挙実施に踏み

切る考えと述べた。 

 

【ビハール(BR)州及びジャールカンド(JH)州】 

7月 12日、モディ首相はビハール州とジャールカンド州を訪問し、ソレンJH州首相と面会した他、ビハール

州議会100周年記念式典に参加した。 

 

【北東部】 

7月 15日、アッサム州とアルナーチャル・プラデシュ州は、両州の州境に位置しその帰属を協議中の村の数を

123から86に減らすことを目的とした、両州間の州境紛争解決のための協定「ナムサイ宣言」に署名した。 

 

2 経済 

7月 11日 

インド中央銀行（ＲＢＩ）が、インドルピーによる貿易決済メカニズムの導入を発表した。従来、米ドル、ユ

ーロ、円、英ポンド等の自由交換通貨に制限されてきた貿易決済に関し、ＲＢＩの承認を取得することにより、

承認取引銀行はルピーを使用した貿易決済が可能となる。本メカニズムの下、承認取引銀行は、取引相手国の銀

行のためにルピー建てのボストロ口座（銀行間取引での資金決済を行なう先方の決済口座）を開設し、同口座を

通じて輸出代金及び輸入代金の決済を行う。余剰ルピーは、国内投資や政府短期証券の購入等に充てられる。Ｒ

ＢＩは本メカニズムの目的を国際貿易（特にインドからの輸出）の促進と説明しているが、ＳＷＩＦＴ網から締

め出されたロシアとのルピー建て取引を可能とし、同国に対する経済制裁の効果を薄める可能性がある。また、

外貨不足に悩まされているスリランカとの貿易を促進する効果があると見られている。 

 

3 外交 

（印露関係） 

7月 1日 

モディ首相が、プーチン露大統領と電話会談を実施した。 

7月 8日 

ジャイシャンカル外相が、Ｇ20外相会合のサイドラインでラブロフ露外相と会談を実施した。 

 

（中印関係） 

7月 7日 

ジャイシャンカル外相が、Ｇ20外相会合のサイドラインで王毅・中国外交部長と会談を実施した。 

7月 17日 

第16回印中軍団長級会談がチュシュル・モルドで開催された。 

 

（印仏関係） 

7月 8日 

ジャイシャンカル外相が、Ｇ20外相会合のサイドラインでコロンナ仏外相と会談を実施した。 
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（米印関係） 

7月 8日 

ジャイシャンカル外相が、Ｇ20外相会合のサイドラインでブリンケン米国務長官と会談を実施した。 

 

（印・オランダ関係） 

7月 13日 

モディ首相が、ルッテ・オランダ首相と電話会談を実施した。 

 

（印米イスラエルＵＡＥ） 

7月 14日 

モディ首相が、第1回印米イスラエルＵＡＥ（Ｉ2Ｕ2）オンライン首脳会議に出席した。 

 

（印・ナミビア関係） 

7月 17日 

ンダイトワ・ナミビア副首相兼外相が訪印した。 

 

（その他） 

7月 28日 

ジャイシャンカル外相が、トレウヴェルディ・カザフスタン副首相兼外務大臣と会談した。 

 

4 日印関係 

7月 8日 

インド外務省は、安倍元総理の逝去を受け、プレスリリースを発出した。 

「インド政府及び国民は、安倍晋三元総理の逝去に深く悲しみ、ご遺族、友人、日本国民に対して心からのお悔

やみを申し上げる。 

  安倍元総理は、人類のために絶えず働いた、明確なビジョンを持った指導者であり政治家であった。彼は、

世界中の人々の心と記憶に消えることのない印象を残した。 

  2007年 8月に総理として訪印した際、安倍元総理は、インド議会において有名な「2つの海の交わり」とい

う演説を行った。同演説の中で、安倍元総理は、日印関係が「世界で最も可能性を秘めた二国間関係である」と

述べた。安倍元総理の努力は、自由で開かれた、包摂的なインド太平洋を実現するために諸国を一致させてきた。 

  安倍元総理の多大なる貢献は、日印関係を特別戦略的グローバル・パートナーシップに引き上げた。日印間

の多くの象徴的なプロジェクトは、安倍元総理の任期中に開始された。インド国家勲章の中で2番目に高位であ

るパドマ・ヴィブーシャン賞が安倍元総理に授与されたことは、彼がインド国内で受けている尊敬と真心の現れ

である。 

  安倍元総理は、2022年に日印友好議員連盟と日印協会の会長に就任したが、これは、日印関係増進に対する

安倍元総理の深いコミットメントの反映である。 

  インドの偉大な友人を失った悲しみはインド国内に広がっている。本日、インドは、日本と共に喪に服しこ

の困難な時に日本の兄弟・姉妹とともに連帯する。安倍晋三元総理に対する心からの敬意を表し、2022年 7月 9

日に国を挙げて喪に服すこととする。」 

 

◇ インドニュース（2022年 8月）◇ 

1 内政 

【中央政府】  

8月 6日、モディ首相は、独立75周年を記念祝賀行事「アザディー・カ・アムリット・マホトサヴ」の第3回

全国委員会で演説を行い、英国当地からの独立闘争の時代に国民の間に広がった様な強い愛国心を、今のインド

国民に植え付け、国家発展・建設に生かす必要がある旨述べた。 

8月 7日、NITI Aayog（政策委員会）の第 7回運営評議会が行われ、モディ首相及び各州首相が出席した。会
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合では、ヴィジャヤン・ケララ州首相（ＣＰＩ（Ｍ））から、中央政府はより協力的な連邦制の実現に取り組む必

要がある旨の意見が出たほか、バナジー西ベンガル州首相（ＡＩＴＣ）も、中央政府は州政府の要求を真剣に検

討すべきで有り、いかなる政策も州政府に強制されるべきではないと訴えた。 

8月 10日、ムルム大統領は、8月26日に退任するN.V.ラーマナ司法長官の後任として、ウダイ・ウメーシュ・

ラリット判事を第49代司法長官に任命した。 

 

【副大統領選挙】 

8月 6日、インド副大統領選挙の投票と開票が行われ、与党連立候補のジャグディープ・ダンカル候補が副大

統領に選出された。 

8月 11日、宣誓式が執り行われ、ジャグディープ・ダンカル氏が副大統領に就任した。 

 

【モンスーン国会】 

8月 1日、今次国会会期中全ての参加停止処分を受けているコングレス議員4名に対し、コングレスが党とし

て同党所属議員が議場内にプラカードを持ち込まないことを保証出来るなら、同議員への国会参加資格停止処分

を撤回する旨打診した。 

8月 1日、国立大学（改正）法案（The Central Universities (Amendment) Bill、 2022）が下院で可決された

ほか、上院では、インド南極法案（The Indian Antarctica Bill、 2022）並びに大量破壊兵器およびその運搬シ

ステム（非合法活動の禁止）改正法案（The weapons of mass destruction and their delivery systems prohibition 

of unlawful activities amendment bill、 2022）が可決された。 

8月 3日、国立大学（改正）法案、及び国家反ドーピング法案（The National Anti-Doping Bill、 2022）が上

院で可決された。 

8月 3日、ライ内務担当閣外大臣は、上院に対し、警察の捜査・逮捕権の強化に向けて2018年に改訂された非

合法活動防止法（Unlawful Activities Prevention Act: UAPA）に関し、2018年から2020年の間に同法に基づ

き 4690名が逮捕されたものの、実際に有罪判決を受けたのはわずかに149名であった旨文章で回答した。 

8月3日、印政府は、2019年に国会に提出された後、長年に渡り係争中であった個人データ保護法案（The Personal 

Data Protection Bill、 2019）を国会から取り下げた。今後はより「包括的な法的枠組み」を打ち出すことを目

的としている。 

8月 4日、家庭裁判所（改正）法案（The Family Court (Amendment) Bill、 2022）が上院で可決された。 

8月 5日、午前 11時、下院議会において、広島・長崎の原爆被害者を追悼するビルラ下院議長の発言があった

後、議員による黙とうが捧げられた。 

8月 8日、モンスーン国会が当初の予定より2日早く閉会した。この度の国会では、開会前より審議待ちとな

っていた35法案に加え、新たに6法案が提出された。そのうち、5法案が両院を通過したほか、1法案が取り下

げとなり、35法案が審議中のまま閉会した。 

 

【インド独立記念日】  

8月 15日、モディ首相は、独立記念日に際しデリーのレッド・フォートにて演説を行った。 

 

【農民運動】 

18日から 20日にかけて、2020年から21年にかけて全国的な盛り上がりをみせた農業関連法抗議運動に於い

て中核的な役割を担った農民組織であるインド農民組合（ＢＫＵ）及び統一農民戦線（ＳＫＭ）が、ウッタル・

プラデシュ州ラキンプールケリー県において、昨年12月に同地で発生したアジェイ・ミシュラ内務担当閣外大

臣の息子を含むＢＪＰ関係者を乗せた車が、農業関連法への抗議活動を行っていた農民の列に突っ込み、複数の

参加者を轢殺した事件（ラキンプールケリー事件）に対する抗議運動を行い、ミシュラ大臣の解任を強く求めた。 

22日、デリー市内のジャンタル・マンタルにおいて、ＢＫＵ）やＳＫＭなどの農民組織の呼びかけを受け、失

業率上昇への行為や、農作物の最低支持価格（ＭＳＰ）の法的保証などを求める数百名の農民による抗議集会が

行われた。 
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【ＢＪＰ】 

8月 10日、ＢＪＰは、近年のウッタル・プラデシュ州議会選挙に於いて重要な役割を担ったされるスニル・バ

ンサル氏を、西ベンガル州、オディシャ州、及びテランガナ州担当の全国書記（National Secretary）に任命し

た。 

8月 17日、ＢＪＰは党内の議会理事会と中央選挙委員会の人事改変を行った。議会理事会には指定カーストや

ＯＢＣの代表者が就任、中央選挙委員会にはファドナヴィス・マハーラーシュトラ州副州首相が新たに任命され

た。他方、ガドカリ道路交通大臣やチョウハン・マディヤ・プラデシュ州首相が議会理事会及び中央選挙委員会

より解任された。 

 

【コングレス】 

8月 4日、コングレスは同党所属の全ての国会議員を党事務所に招集し、コングレスの将来戦略に関する討議

を行った。 

8月 6日、中央デリーに於いて、コングレス所属政治家及び同党活動家が、警察の禁止命令を無視し、インフ

レや失業、物価上昇に抗議するデモ行進を実施、ラーフル・ガンディー前総裁、プリヤンカ・ガンディー、及び

サチン・ピロット・ラージャスタン州議会議員等の同党所属議員が警察に一時的に拘束された。 

8月 26日、アーザード元上院議員（元保健・家族福祉相、元ジャンム・カシミール（ＪＫ）州首相）が、ソニ

ア・ガンディー、コングレス暫定総裁に宛てた5ページの書簡にて離党を表明した。ラーフル前総裁が党内にお

ける協議を軽んじ、一部の側近のみに頼り意思決定を行っているとして、ガンディー家による党運営を痛烈に非

難した。 

8月 28日、コングレス・ワーキング・コミッティー（ＣＷＣ：コングレスの意思決定最高機関）は、党総裁選

挙を10月 17日に開催する旨発表した。結果は同月19日に公表される予定。総裁選挙の実施は、2020年 11月

以来2年ぶりとなる。 

8月 29日、コングレスは、全国22カ所で記者会見を行い、9月 7日から5カ月間に渡る「Bharat Jodo Yatra

（インド連結行脚）」を開始し、ラーフル前総裁率いる全国3500キロメートルに及ぶ独立以来初の大規模な大衆

との交流プログラムを実施する旨発表した。タミル・ナドゥ（ＴＮ）州からジャンム・カシミール（ＪＫ）州ま

で各州を横断し、国内の経済問題や社会の二極化等について国民に訴える予定。 

8月 30日、元ＪＫ準州副首相や3人の州大臣経験者を含む64人がコングレスを離党したほか、アーザード氏

は新党を立ち上げる意向である旨報じられている。 

8月 31日、30日に続き、更に32人の党員がコングレス離党を表明した 

 

【デリー準州】 

8月 17日、ケジリワル・デリー準州首相（ＡＡＰ党首）は、健康、教育、農業、及び雇用に焦点を当て、イン

ドを「ナンバーワン」にする「Make India No.1」ミッションを発表した。ケジリワル州首相は、この目標の達

成に向け、国中で良質かつ無料の教育の提供、すべての人に無料医療の提供、若者の雇用確保、農民への公正な

価格の提供、女性への平等な権利と尊厳の提供を5つの優先事項と説明した。 

8月 19日、中央捜査局（ＣＢＩ）は、デリー準州における酒類販売の新制度導入に関する汚職疑惑で、シソデ

ィア・デリー準州副首相（ＡＡＰ）をはじめ、準州物品税局の担当者や、企業関係者ら15名の自宅の家宅捜索

を行った。 

 

【ウッタル・プラデシュ（UP）州】 

8月 25日、ブペンドラ・シンＵＰ州町村自治(Panchayati Rji)大臣が、ＢＪＰ・ＵＰ州支部長に任命された。

シン州大臣は、ＵＰ州西部のジャート・コミュニティ出身。2021年 11月に廃止された農業関連法に対する抗議

活動における中心的役割を果たしたジャートからの支持拡大を得て、2024年の総選挙で全80議席を獲得するこ

とを目指す旨述べている。 
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【マハーラーシュトラ（MH）州】 

8月 8日、シンデＭＨ州首相は、ＢＪＰとシブ・セナによる連立内閣の改造を実施した。ＢＪＰとシブ・セナ

双方からそれぞれ9名が選出され、計18名の大臣が宣誓式を行った。 

 

【グジャラート（GJ）州】 

8月 10日、ＡＡＰは、2022年末に予定されるＧＪ州議会選挙において、仮に同党が選ばれた場合、同州の18

歳以上のすべての女性に毎月1000ルピーの助成金を支給することを約束した。 

8月 15日、ＧＪ州政府（ＢＪＰ）は、2002年にＧＪ州で発生したコミュナル暴動の折、ムスリムの女性を集

団で暴行したとして終身刑を受けていた11名のヒンドゥー教徒を刑期短縮により釈放する旨発表し、野党及び

国内の人権団体より多くの批判の声が上がった。 

8月 27日から28日にかけて、モディ首相はグジャラート州を訪問。27日、モディ首相は、アーメダバード市

において、カディ（インド国産の紡ぎ・手織り生地）製品のプロモーションイベントに参加した。28日は同州ブ

ジ地区を訪問し開発計画の定礎式に参加、その後ガンディーナガル市に於いてスズキによるインド事業開始40

周年の記念式典に出席した。 

 

【西ベンガル（WB）州】 

8月 1日、バナジー州首相は、行政サービスの向上に向け、今後6ヵ月をかけてＷＢ州内に7つの県を新設す

る旨発表した。これにより州内の県の数は30県となる見込み。 

8月 5日、デリー訪問中のバナジーＷＢ州首相はモディ首相と会談し、中央政府からＷＢ州に割り当てられて

いる補助金のうち、約1兆96億 8千万ルピーが未だに振り込まれていないとして、モディ首相自らが本件をフ

ォローするよう求めた。同日、バナジー州首相はムルム大統領を表敬訪問した。 

 

【ジャンムー・カシミール（JK）準州】 

8月 5日付、当地メディアは、2019年 8月 5日に印政府が印側カシミールの「特別な地位」を認める憲法第

370条を無効としてからちょうど3年が経過した旨報じた。マノージ・シンハ暫定知事はメディアに対し、観光

客誘致の成功をアピール、カシミール地方の観光客数が過去10年で最高の1万人を超え、観光インフラの整備・

拡充が急ピッチで進んでいる旨説明した。また、ＪＫ準州では現在2700億ルピー相当の投資案件が承認されて

おり、同準州政府は今年中に7000億ルピー相当の投資を行うことを視野に入れていると報じられた。 

8月 17日、憲法第370条の無効化以降、初の州議会選挙の実施に向けた準備の進むジャンム・カシミール（JK）

準州において、クマール選挙管理委員長（Chief electoral officer）が、選挙人名簿に関する記者会見を実施、新

たな選挙人名簿には、200万人から250万人が追加される点や、選挙人登録の対象者につき説明を行った。 

 

【テランガナ(TG)州】 

8月 25日、元ＢＪＰ所属のラジャ・シンＴＳ州議会議員が、再逮捕された。シン議員は、預言者ムハンマドに

対する侮辱的発言を行い、各地で抗議活動を引き起こしたことで、8月 23日に逮捕、ＢＪＰの党員資格を剥奪さ

れていたが、警察の逮捕に至った手続きに不備があったとし、刑事裁判所令により同日釈放されていた。 

 

【ビハール(BR)州】 

8月 9日、ニティシュ・クマール・ビハールＢＲ州首相は、自身が党首を務める人民党統一派（ＪＤＵ）によ

る、ＢＪＰとの連立解消及び国民民主連合（NDA）からの離脱を発表し、ＢＲ州知事に対し同州首相職からの辞

表を提出した。その後、同州最大与党の国民人民党（ＲＪＤ）党首のテジャシュウィ・ヤダヴと面会した他、コ

ングレスやインド共産党マルクス・レーニン主義派などの政党も、「BJP抜き」の新政権樹立に意欲を表明。JDU

及びRJDが主体となり非ＢＪＰ政党による大同盟（Mahagathbandhan）が結成され、クマール氏が代表に選

ばれた。 

8月 10日、ＪＤＵ及びＲＪＤ主導の新政権が樹立、同州首相にはクマール氏が再び就任し、ＢＲ州首相として、

自身8回目となる宣誓を行った。同州副州首相には、テジャシュウィ・ヤダヴＲＪＤ党首が就任した。 

8月 17日、クマールＢＲ州首相は内閣改造を行った。新内閣は、国民人民党（ＲＪＤ）から16名、人民党統
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一派（ＪＤＵ）から11名、コングレスから2名、その他政党及び無所属議員から2名で構成され、計31名が宣

誓式を行った。 

 

2 経済 

8月 5日 

インド中央銀行（ＲＢＩ）は8月 3日～5日まで開催された金融政策決定会合の結果を公表し、政策金利を50bps

引き上げ、5．40％とすると発表し、2022年 5月以降3会合連続の引き上げとなった。 

2022年 5月～6月のCPIインフレ率は、4月の 7．8％から 7．0％（前年同期比）に緩和したが、許容範囲の上

限を超える状態が続いている。食品価格のインフレはある程度穏やかになったが、5月～6月のコアインフレ（食

料と燃料を除くCPI）は穏やかとはいえ依然として高い水準にある。 

今後の経済成長見通しについては、農村部、都市部いずれも消費が促進されると考えられており、企業活動につ

いても新規受注が順次拡大するとみられているが、長引く地政学的緊張、世界金融市場のボラティリティの上昇、

世界金融情勢の引き締めは、引き続き見通しに大きな影響を与えている。（ＲＢＩによる2022年度の実質ＧＤＰ

成長率予測は通期で7．2％を維持。） 

 

3 外交 

（印露関係） 

8月 16日 

ドバル国家安全保障補佐官が、モスクワを訪問しパトルシェフ安全保障会議書記と会談。 

 

（印仏関係） 

8月 16日 

モディ首相が、マクロン・仏大統領と電話会談。 

8月 31日 

印仏国連安保理協議をフランス・パリで開催。 

 

（印・南米関係） 

8月 22日 

ジャイシャンカル外相が、ブラジル、パラグアイ、アルゼンチンを訪問。外相による初の南アメリカ訪問。 

ジャイシャンカル外相が、パラグアイを訪問し、ベニテス大統領を表敬し、アリオラ外相と会談。また、アス

ンシオンでインド大使館を開館。 

 

（印・フィリピン関係） 

8月 5日 

モディ首相が、マルコス・フィリピン大統領と電話会談。 

 

（印・モルディブ関係） 

8月 29日 

ジャイシャンカル大臣が、ニューデリーでナシード・モルディブ国家議長と会談。 

 

（印・カナダ関係） 

8月 23日 

ビルラ下院議長が、カナダ・トロントでコモンウェルス議会会議に出席。 

 

（印・オランダ関係） 

8月 1日 

ソリ・モルディブ大統領が、ムルム大統領、モディ首相、ジャイシャンカル外相と会談。 
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8月 29日 

マキシマ・オランダ王妃陛下が、ムルム大統領を表敬。 

 

（印・ＵＡＥ関係） 

8月 31日 

ジャイシャンカル外相がＵＡＥを訪問し、アブダッラー・ＵＡＥ外相と第14回印ＵＡＥ共同委員会を共同開催

し、第3回印・ＵＡＥ戦略対話に出席。 

 

（その他） 

8月 3日 

ジャイシャンカル外相が、カンボジアでアセアン・印大臣会合に出席。 

8月 4日 

ジャイシャンカル外相が、アセアン・印大臣会合のサイドラインでブリンケン米国務長官、ウォン豪外相、サ

ブリー・スリランカ外相、ソン・ベトナム外相及びセン・カンボジア首相とそれぞれ会談。 

8月 10日 

ジャイシャンカル外相が、翌 11日にニューデリーで実施されたASEAN各国議会代表団会談のサイドライン

で、エルコギ・エチオピア女性・社会問題大臣、モーテンセン・デンマーク開発協力・北欧協力大臣及びマウラ

ー・スイス財務大臣とそれぞれ会談。 

8月 23日 

シン国防相がウズベキスタン・タシケントを訪問し、上海協力機構（SCO）の防衛年次会合に出席。 

 

（了） 
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◇最近のイベント◇ 

 9月 2日（金）チャンドラ・ボース生誕 125年記念講演会･ネタジ文庫寄贈式典 

「ネタジ･スバス･チャンドラ･ボースと日本」 

9月 2日(金)14:00-16:00、在京インド大使館VCC講堂にて上記イベントを開催いたしました。 

チャンドラ･ボース生誕125年記念実行委員会(ChandraBose125Japan 久保木一政代表)は、ネタジ・スバス･

チャンドラ･ボース生誕 125 周年を祝す記念行事として、ネタジ関連書籍を広く関係者から献本頂き、インド大

使館図書室に開設の『ネタジ文庫』に関連書籍を寄贈しました。また関連行事として講演会をリアルとオンライ

ン(ZOOM配信)の同時ハイブリッド式で開催しました。 

講演者は、溝上富夫・大阪外国語大学名誉教授(2018年パドマシュリー受章)、岡部伸・産経新聞東京本社論説

委員、笠井亮平・岐阜女子大学南アジア研究センター特別客員准教授、およびDr.ランジャナ･ムコパディヤーヤ・

デリー大学教授(東アジア研究科日本研究専攻）で、ネタジがインド国民軍を率いてインパール作戦を展開し、日

本軍の支援も得てインドの独立に貢献した功績を多面的に考察しました。 

当日は雨天にも関わらず、事前登録者の約８０％が参加されました。イベント終了後も大きな反響があり、講

演およびネタジ文庫の展示は概ね好評でした。但し、オンライン(ZOOM)では映像や音声が上手く反映されない

等の問題が生じました。従って、イベント終了後も、主催・共催者・講師および参加者の意見を伺いながら、映

像を編集したものをDVDまたはYouTubeで限定公開する等を検討しております。全体的に有意義な講演・式典

となり、日本とインドのチャンドラ・ボース専門家による発表を通じ、日印間の相互理解の促進と交流の拡大を

深化することに寄与したものと考えています。 

（チャンドラ･ボース生誕125年記念実行委員会 個人会員 佐々木理香） 

 

◇今後のイベント◇ 

 2022年 9月23日より古代オリエント博物館にて「ヒンドゥーの神々の物語」展を開催 

ヒンドゥーの神々といえば、どのような姿を思い浮かべるでしょうか。 

たとえば、破壊と創造の神シヴァ、変幻自在な神ヴィシュヌ、美しい女神ラクシュミーなど。神話とともに伝

えられてきたその姿と超絶パワーは、古代から人々の熱烈な信仰を集めてきました。 

本展は、長年にわたりインド大衆宗教図像を蒐集してきた黒田豊コ

レクションを核に、福岡アジア美術館、平山郁夫シルクロード美術館、

古代オリエント博物館および個人コレクションを加え、ヒンドゥーの

神々のイメージの変遷を古代から現代までたどる展覧会です。 

古くは先史インダス文明期の土器にはじまり、17世紀以降の優美な

インド更紗やガラス絵、大衆文化を彩った民俗画、ヴァルマー・プリ

ントと呼ばれる印刷物、現代イラストレーションなど約500点。立体・

イベント紹介 
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絵画・布製品・印刷物・写真など、時代とともに表現される素材・技法・メデイアも異なります。さまざまな媒

体にあらわされたヒンドゥーの神々とその豊穣なる世界観を紹介します。 

 

会期  ：2022年 9月23日(金・祝)～11月 27日(日) 

開館時間：10：00～16：30（最終入館は16：00） 

会場  ：古代オリエント博物館 展示室 

東京都豊島区東池袋3-1-4サンシャインシティ文化会館ビル7階   TEL:03-3989-3491 

入館料  ：一般 1000円 大・高生 800円 中・小生 400円 

※お得な平日(土・日・祝日以外の日)割引あります 

※障がい者割引「障害者手帳」をお持ちの方は各半額割引（付き添いの方は1名入館無料） 

主催  ：古代オリエント博物館  特別協力  サンシャインシティ 

 

詳細は「古代オリエント博物館」ホームページをご覧ください 

 

 

§人生観が変わるインドのことばと絶景 100 (地球の歩き方 旅の名言&絶景シリーズ) 

著者：地球の歩き方編集室 出版社：学研プラス    

価格：1,650円（税込） ISBN 978-4-05-801860-6 

地球の歩き方編集室が選んだ色鮮やかなインドの写真とインドの名言を解説と共

に紹介している。選ばれた「人生観が変わるインドのことば」は、インド著名人も

のや映画のワンシーン、言い伝えなど多彩で、言葉は読む人の抱えている問題や状

況により心への響きかたが違ってくるだろう。どの言葉からも、何か（インドから

の）パワーをもらえる気がする。 

日印協会事務局員に好きな言葉を選んでもらったので紹介する。 

 「間違えて乗った電車でも、正しい場所へ連れていってくれることがある」 

シャイクとイラ（映画 「めぐり逢わせのお弁当」より） 

 「人は心。束縛も解放もあなたの心の内にある」サンスクリット語のことわざ 

 「私たちのすることは大海の一滴の水にすぎないかもしれません。しかしその

一滴の水が集まって、大海となるのです」『マザー・テレサ 愛のことば』(女子パウロ会)より 
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＜ 次回の『月刊インド』 ＞  

次号月刊インド10月号の発送は2022年 10月 21日(金)を予定しております。 

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。 

また、インド関連イベントの後援も行っております。申請方法などお気軽にご連絡ください。 

＜ 編集後記 ＞ 

日印協会は来年で創立120周年を迎えます。当協会の第8代会長として今年6月に就任された安倍晋三元総理

大臣が、7月8日、選挙応援のため訪れた奈良での演説中に、突然の凶弾に倒れてから早や2ヶ月半になります。

間もなく国葬儀が行われようとしている今でも、大きな喪失感を拭い去ることができません。 

「月刊インド」では、9月号を故安倍会長の追悼号とし、生前にご親交のあった各界の方々にご寄稿をいただ

きました。どの方も政治家としての安倍先生のご功績や人間性の素晴らしさに触れておられます。国葬儀につい

ては国内に様々な意見がありますが、一つの時代を画した、声望の高い元総理大臣を、「礼節を知る」日本国民と

して、是非、静かな環境でお見送りしたいと願っています。 （日印協会事務局長 石井茂） 

＜ お知らせ ＞  

11月 25日（金）に会員交流会を計画中です。詳細が決まり次第、会員メールでお知らせいたします。 

月刊インド7月 8月合併号に掲載いたしました笠井亮平理事の肩書きについて誤りがありましたので、訂正を

お知らせいたします。正しくは「岐阜女子大学南アジア研究センター特別客員准教授」です。 

笠井理事及び関係各位には多大なるご迷惑をお掛けしますことを、謹んでお詫び申し上げます。 

 

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。 

月刊インド 2022年9月号 (2022年9月22日発行)      発行人 齋木昭隆    編集人 石井 茂 

発行所  公益財団法人 日印協会   

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-14 スズコービル2階 

Tel: 03-5640-7604    Fax: 03-5640-1576    E-mail: partner@japan-india.com 

ホームページ: https://www.japan-india.com/ 

 

 

 

 

 

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)  

 

 

 


