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3 月 6 日（月）に、2017 年 4 月から始まる新年度事業計画（案）ならびに実行予算（案）が理事会にて

審議されました。理事会は港区六本木の国際文化会館にて、18 名の理事のうち副会長 2 名（岡様、野路様）

を含め理事 12 名と監事 2 名の出席を得て開催されました。 

昨年のモディ首相の訪日により具体的な分野でより強固な関係を築いている両国関係を、日印協会として

更に大きく発展させていくことを期して、2017 年度実行計画と予算について議論いただきました。 

 

1. 決議事項 

第 1 号議案 「2017 年度事業計画（案）の承認について」（決議事項） 

平林理事長から事業計画（案）を説明し諮ったところ全会一致にて承認されました。 

 

昨年 11 月のモディ首相の訪日で、「日印ヴィジョン 2025 特別戦略的グローバル・パートナーシップ：

インド・太平洋と世界の平和と繁栄のための協働」と題した共同声明において、日本側提唱の「自由で開か

れたインド太平洋戦略」とインド側アジア戦略の「アクト・イースト」を融合して、両国の戦略的な協力を

太平洋からインド洋、そしてアフリカまで広く連携していくことが表明されました。このモディ首相の訪日

中に、ムンバイ・アーメダバード間の新幹線建設計画の工期が確認され、また長年の懸案事項であった日印

原子力協定は「原子力の平和的利用に関する協力協定」として正式に署名されました。我が国は核兵器廃絶

や核軍縮のための国際的枠組みを早期に構築する上でインドとの協力を推進することにしており、協定は「核

実験は行わないというインド側のモラトリアム宣言」を前提としております。 

この他、人材育成や人材交流の分野で具体的な提案がなされ合意されております。日本企業の協力により

「ものづくり学校」を 3 校設立する（10 年間で 3 万人の人材育成）ことがうたわれ、日本企業向け工業団

地の支援ならびに投資インセンティブの導入について話し合われました。また、技術協力分野では宇宙・海

洋研究について政府関係部局間で覚書を締結されました。観光振興や人的交流もビザ申請窓口の大幅増加や

ビザ発給の緩和措置が発表され、防衛協力、気象変動への対策、テロ対策、あるいは国連改革など、世界が

直面する諸課題の解決のための協力強化が確認され、日印関係は新たな時代を迎えております。 

当協会としては、2017 年度は、より具体的に発展する日印関係を、人と人との交流やビジネスの拡大を

通じてさらに強固なものにすべく、内外の関係各位と協力して参ります。そのために、特に広報の面でホー

ムページをさらに充実させるとともに、機関誌『月刊インド』（年 10 回発行）や Web 版季刊誌『現代イン

ド･フォーラム』（年 4 回発行）に工夫を凝らして参ります。協会内に発足させた「現代インド研究センタ

1. 2017年度予算理事会 報告 

The Board Meeting of the Directors 
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ー」は、季刊『現代インド・フォーラム』の質的向上を目指し、それがインド関連の様々な分野において調

査・研究をしている研究者に執筆機会を提供することにより、中堅・若手研究者を育成・支援することにつ

ながっているものと考えます。 

当協会としては、日印間の経済交流や人的交流が活発化するにつれ、より専門的な分野への情報ニーズが

高まっていることから、協会の法人会員でもある法律事務所や会計事務所をはじめ、在印日本大使館・総領

事館や在日インド大使館、内外の関係機関や団体と連携・協力して、既存の会員は勿論、インド進出を計画

している企業や日印関係に関与したい団体・企業に対する情報提供や相談活動に力点を置いていきます。ま

た、2017 年は日印文化交流 60 周年記念の年に当たることから、会員のインドとの文化交流活動を幅広く支

援し、またインド講演会を開催、ナマステ・インディアや多様なインド関連イベントへ参加あるいは支援し

ていきます。 

 

以上のような事業展開により次の 5 項目の公益事業目的を達成します。 

公①  インドの政治、経済、文化などに関する情報収集、調査、研究 

公②  日本人とインド人との交流促進の場の提供 

公③  講演会の開催、更に機関紙の発行を通じたインド及び日印関係に関する知識、情報の普及及び啓発 

公④  文化行事等の開催及び後援などによる文化交流の促進 

公⑤  日印双方の政府・関係団体に対する提言、さらにこの法人の目的を達するために必要な事業 

 

第 2 号議案 「2017 年度予算（案）」の承認について」（決議事項） 

笹田常務理事から、2017 年度予算（案）に基づいて説明し諮ったところ全会一致で承認されました。 

 

 事業活動収入は、約 31.5 百万円と前年予算に比して事業収益を約 50 万円の増加を見込みますが、会費収

入（法人会員、個人会員）は昨年並みの金額を計上します。退会企業を出来るだけ引き留め、また新規会員

勧誘に注力することとします。 

事業活動支出としては、本年度は日本から首相が訪印することが見込まれていますので、その報告会。ま

た、文化交流 60 周年のインド講演会の開催、役員及び事務局員のインド出張経費、文化行事の開催費用等

を充実させ、また、広報の面ではホームページの刷新を図り、若者向けに SNS を活用した情報提供を充実

させたいと考えます。合計で約 27.7 百万円の支出を見込み、前年度と比して約 1.5 百万円の増加見込みで

す。 

管理費支出は、日印協会は予算制約の観点から外注を避け、ほぼ全ての事業を少人数の常勤役員と常勤職

員が担い、人件費は抑制的に推移しております。事務機器などの事務所経費の合理化に更なる努力をし、合

計約 4.7 百万円に収めます。 

事業活動の経常収支額では、上記の会員の募集により会費増額を図る努力をするも、運営費用の増額があ

り、約 95,8 万円の赤字を見込みます。約 26 百万円の繰越金がありますので、当面の収支に不安はありませ

んが、他方、今のままでは会員の急増も見込めません。従って、協会の基本である公益事業を効率的に執行

するとともに、協会が自ら資金を負担する主体的行事や活動を行なうことは最小限にせざるを得ず、知恵と

知見、ネットワークの活用などが重要と考えます。 

 

2. 報告事項等 

(1) 会員の状況（報告） 

法人会員：協会の活動と財政基盤を支える法人会員の数は、2017 年 2 月末現在 124 社（昨年度末比プラス・

マイナス・ゼロ）です。2017 年度は 8～10 社の純増を目標とします。在インド日系企業は 2015 年 10 月調
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査では 1230 社でしたが、2016 年 10 月には 1305 社（在印日本大使館）と増えており、法人会員増加の余

地は少なくないと考えられますものの、現地情報へアクセスするチャネルも多様化しておりますので、今ま

で協会の会員数の増加には結びついていません。 

個人会員：2017 年 2 月末現在、昨年 3 月より差引 26 名減の 422 人ですが、学生会員は 23 名（3 名増）、

インド人 45 名（2 名増）となっています。インドに関心を有する様々な分野の方々や学生や在日インド人

にも働きかけ、全体の目標は 500 人を掲げて努力したいと考えます。 

(2) その他（意見交換） 

会員増に関連し（特に法人会員発掘について）理事の協力を仰ぎましたところ、昨今は民間企業等により

インドセミナーが広く行われている現状に鑑み、日印協会ならではの特長を出したセミナーの開催を研究す

る等、インド進出企業数が増加していることを念頭に法人会員確保のための方策や、あるいは個人会員につ

いても若年層へアピールするための方策に関して理事各位から建設的な発言をいただきました。

日印協会 理事長 平林博 

 

3 月 8 日から 12 日まで、デリーとコルカタ（旧名カルカッタ）に出張してきた。デリーはほぼ 1 年ぶり

だが、コルカタは駐インド大使時代以来の 15 年ぶりであった。北インドは今が春の盛り、太陽がまぶしく、

花々が競い合うように咲き乱れる季節だ。酷暑が始まる前の安らぐ季節だ。 

デリーでは、旧知である首相府のドバル国家安全保障補佐官、アビシェク商工次官、シャルマ デリー・ム

ンバイ産業大動脈公社総裁を往訪したほか、大使公邸やヴィヴェカナンダ財団などでインドの著名な有識者、

元大使、元将官など計 15 名ほどと日印関係や国際情勢について意見交換をした。アスラニ、サハデフ、セ

ト、プラサド元駐日インド大使４名とも懇談し、旧交を温めた。 

コルカタでは、西ベンガル州政府のナンバー・ツーの実力者である旧知のアミット・ミトラ財務大臣兼商

工大臣（写真 4）を往訪し、西ベンガル州などについての事情を聴取するとともに、わが国の企業進出につ

いて意見を交換した。日本からインドに対する投資の中でも大きかった三菱化学のテレフタール酸（ペット

ボトルなど多くの石油化学製品の原料）工場がコルカタ南のハルディアから撤退した。開所当時、日本大使

として応援した筆者にとっては残念なことであった。現在は、日立建機がこの地方の日系製造業投資の代表

として健闘している。 

ミトラ大臣に対しては、ママータ・バナジー州首相（トリナムー

ル・コングレス総裁）がかつてタタ自動車の国民車ナノの建設工事

を邪魔したことを引き合いに出して、このような負のイメージを拭

い去ること、日本企業の進出を奨励するような措置をとることなど

2.デリー、コルカタ出張記 

Visit to Delhi & Kolkata 

 

＜写真 4 ミトラ西ベンガル州財務 
商工大臣、夛賀総領事と＞ 

＜写真 （左から）1.アビシェク商工次官往訪 2.シャルマ DMIC総裁 3.平松大使主催有識者との懇談夕食会＞ 
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をお願いしておいた。かつて、FICCI(インド商工会議所連盟)の事務総長をしていたミトラ大臣にとっては、

言わずもがなであったが、その方向で努力したいと確約してくれた。 

コルカタでは、久々にチャンドラ・ボース記念館およびラビンドラナート・タゴール記念館を訪れ、館長

などと意見を交換した。紙面の都合があるので、ここではインドにおける産業大動脈構想の野心的な進展と、

コルカタにおけるチャンドラ・ボース記念館およびラビンドラナート・タゴール記念館についてふれたい。 

 

1. インドにおける産業大動脈構想の野心的な進展 

産業大動脈についてこれまで筆者が承知していたのは、デリー・ムンバイ間約 1500 キロメートルの産業

大動脈構想（Delhi-Mumbai Industrial Corridor, DMIC）およびチェンナイ（旧名マドラス）・ベンガルー

ル（旧名バンガロール）間約500キロメートルのチェンナイ・ベンガルール産業大動脈構想（Chennai-Bengaluru 

Industrial Corridor, CBIC）の二つであった。ともに日本政府と企業が関与する大プロジェクトであり、特

に前者は軌道に乗りつつある。 

今般、アショカ・ホテル内にある DMIC 公社を訪れて驚いたのは、産業大動脈構想はほかに三つあり、計

五つの産業大動脈構想がインドの主要部を全部覆うことになるという計画である。三番目は、コルカタから

北インドを横断しデリーを経由してパンジャブ州アムリトサル（シク教の聖地「黄金寺院」がある）に至る

産業大動脈だ。四番目は、コルカタから南にベンガル湾沿いに南下し、ブバネシュワールを経由してチェン

ナイに至るものだ。第五番目は、ムンバイから南下しプネー（もしくはプーナ）を経由してベンガルールに

至るものだ。特に三番目の産業大動脈は、西ベンガル州、ビハール州、ウッタル・プラデシュ州（この州だ

けで人口 2 億人以上）、デリー準州、パンジャブ州という人口の多い州を東西に横切り、いわゆるヒンドゥ

ー・ベルトをカバーする重要なものである。 

これ等の 5 つの産業大動脈はインドの東西南北をほぼカバーし、結ぶと凸凹かつ不規則ではあるが、円状

になる。これらの構想を調和良く進めるために、全国産業大動脈公社を設立してかぶせることにした由であ

る。DMIC 公社においては、計画が進んでいるグジャラート州でのスマート・シティー構想などの映像を使

った説明も印象的であった。これらの産業大動脈構想が本当に進捗すれば、インドはこれまで持たれていた

イメージを一新し、近代的な都市と商工業地帯が数珠上に展開する近代国家になるであろう。壮大な計画は

印象的であり、DMICやCBICのみならずほかの産業大動脈の建設にも我が国の積極的な関与が期待される。 

 

2. チャンドラ・ボース記念館 

ここでは、旧知のクリシュナ・ボース夫人（館長、元上院議

員、筆者が大使のころは外交委員長）とスガタ・ボース下院議

員（ハーバード大学歴史学教授）親子に久々にお会いした（写

真 5）。クリシュナ夫人はご壮健そうであったが、15 年ぶりの

再会なので、懐かしそうであった。令息のスガタ議員は、時々

日本に来るのでお会いしている。記念館は、ボースの一生とゆ

かりの品や写真が山ほど陳列されている。我が国との関係も詳

しく解説されており、今回は、亡命したドイツから日本に来る

際、南アフリカ沖の洋上でドイツの潜水艦から我が国伊号潜水艦に移るボートの上や伊号潜水艦上での日本

人船員との写真（次頁写真 6）、出席した東京での大東亜会議の写真、またなんと、日印協会有力者との写真

などが目についた。ボースは、英領植民地警察の手が及ぶことを察知し、この住み慣れた家を離れてアフガ

ニスタンに向かった。その際に使った乗用車は昔の儘に保存されていた（次頁写真 7）ガレージは修理中で

あった。書斎、寝室他は昔のままであった。 

＜写真 5 ボース記念館にて（右から） 
ボース 親子、筆者、夛賀総領事＞ 
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筆者からは、かねて思っていたこと、東京は杉並区の蓮光寺に安置さ

れているボースの遺灰を引き取るのかどうかについて尋ねた。チャンド

ラ・ボースは我が国が創設に協力したインド国民軍（Indian National 

Army, INA）を率いて対英国独立闘争を行い、わが軍が行った東北イン

ドへのインパール作戦にも参加した。インパール作戦は失敗し、わが軍

も INA も撤退を余儀なくされた。その後、日本軍は敗退を重ね、ついに

1945 年 8 月 15 日に無条件降伏した。インド独立のために日本を頼った

ボースであるが、日本が降伏したために行き場をなくし、ソ連に渡ろう

としたようだ。しかし、その途次に台北の松山空港において乗っていた

飛行機が事故を起こし、亡くなった。遺灰は日本の関係者によって荼毘

に付され、杉並区の蓮光寺に持ってこられて安置され、今日に至ってい

る。 

しかし、インドにおいては、ボースは台北で亡くなったのではなく、

その後ソ連に渡った、さらにはソ連からひそかにインドに帰国したので

はないかとの説が流布されてきた。インド政府は、これまで 3 回にわた

り調査を行ったが、遺灰が真正なものかどうか結論を下していない。ボ

ースはインド独立の英雄であるが、マハトマ・ガンジーやネルーなどの

国民会議派の主流が主張していた対英非暴力独立路線に反対し、武力を

使ってでも独立すべしとの路線をとった。したがって、独立後長い期間、インドの政権にあった国民会議派

にとって、ボースの遺灰の処理は微妙な問題であった。また、インド人の中にある「英雄は台北では死んで

いない」との感情にも配慮してきたようだ。 

かつては、日本を訪れたインドの首相は蓮光寺にお参りしたものだが（例えば、筆者は 2001 年 12 月に当

時のヴァジパイ首相の訪日の際に蓮光寺に案内した）、最近はその例がなく、8 月 18 日の命日に行われるボ

ースの法要には在京インド大使も参列を控えるようになった。筆者は、かねてからこれを疑問に思っていた。

ボースの遺骨かどうか調べるために DNA 鑑定という手段もある。ボースの唯一の娘は現在ドイツに住んで

いるが、DNA 鑑定に消極的ではないとの話もある。クリシュナおよびスガタ・ボース親子は、チャンドラ・

ボースの兄の娘と孫にあたる。筆者は、親しい間柄だったので、敢えて立ち入った質問をしてみた。第一に、

チャンドラ・ボースは日本にゆかりの深い方なので、仮に遺灰をインドに戻すことになっても、分骨して一

部は蓮光寺に安置しておくのはどうか、と質問してみた。ボース親子は、それも一法という反応であった。

第二に、遺灰をインドに戻すと、ヒンズー教のしきたりにより聖なる河ないし海に流されてしまうのではな

いか、と聞いてみた。先方の反応は、インド政府次第だが、遺灰を流さずに記念堂などに収める可能性もあ

るのではないかということであった。 

インド独立の英雄チャンドラ・ボースは、すでにインド国会では肖像画が飾られ、コルカタ空港は正式に

はネタジ・スバス・チャンドラ・ボース空港となっている（ネタジは「指導者」の意）。蓮光寺は、遺灰をお

守りする意向ではある。しかし、肝心のインド政府が優柔不断であるため、遺灰の帰趨は宙に浮いたままで

ある。日印関係に携わる者として、この英雄の魂を早く安らかにさせてほしいと願う次第である。 

 

3. タゴール記念館 

タゴール記念館（次頁写真 8）は、誰でも入れるタゴール博物館になっている。夛賀政幸在コルカタ総領事

と一緒に訪れた。 

英領植民地（British Raj）時代、一時期カルカッタ（ここでは旧名を使う）はその首都であり、英国国王

の名代である副王（Vice Roy）が駐箚していた。タゴール家はカルカッタの有力なザミンダール（大地主、

＜写真 7 ボースの脱出車とスガタ・ 
ボース教授＞ 

＜写真 6 伊号潜水艦上のボース＞ 
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植民地政府から徴税請負人にも指定される有力な家系）であった。

タゴールは名家育ちである。記念館は広大な屋敷であり、市内の

中心にある当時の英領インド政府の官庁群（Writer’s Buildings）

と同じ赤と白のレンガのシックなつくりである。記念館に展示さ

れている家系図は、古い時代にさかのぼるとともに多くの子孫が

おり、圧倒される。 

タゴールは、詩人、文学者、画家、思想家など多彩な人で、い

わばインドのダ・ヴィンチと言ってよいかもしれない。アジア人

で初めて、ノーベル文学賞を受賞した。現在のインド国歌の作詞作曲家でもある。日本にも 5 回にわたり訪

日し、岡倉天心などと交遊を結んだ。記念館には、日本とのつながりを示す写真、遺留品など多数が展示さ

れている。注意してみたら、日印協会の幹部と映っている写真もあった。 

筆者が問題と思ったのは、これ等の日本関係の遺品を展示している一連の日本展示室が、近くにある中国

展示室や米国展示室に比べ、圧倒的に貧弱であったことだ。展示されている遺品や写真は、日本との関係が

深かったことを反映し、数は多い。しかし、写真はいずれも日に焼けて古くなっており、遺品と合わせてロ

クな説明もない。中国や米国がカネを惜しまないのに、日本政府は必要な予算を取らず民間人も大きな動き

はしていないようだ。筆者は、日本政府や心ある民間企業の協力を得て、タゴール研究者等とも相談しなが

ら、日本展示室の改装、展示品のより優れた維持管理、展示品の説明パネルなどを改善する必要があり、そ

れが日印協会として今後の大きな課題と考えている。 

日印ビジネス支援協会株式会社 代表取締役 平野隆之（個人会員） 

 

《はじめに》 

 インドには大規模な防衛装備品の展示会が 2 つあり、それぞれ 1 年おきに交互に行われる。1 つは防衛装

備品展示会（Defexpo India）であり、もう 1 つが航空ショー（Aero India）である。この 2 つとも国防省が

中心となって企画運営されるが、年々規模が大きくなっており、昨年の Defexpo では 47 ヶ国の防衛産業 490

社が参加した。本年 2 月 14 日から 18 日にかけて行われた Aero India にも、51 ヶ国の防衛産業 279 社が参

加した。 

 

《エアロインディア 2017》 

筆者は Aero India が初めて開催された 1996 年にも視察した

が、当時も現在も開催場所はベンガルール近郊のイェラハンカ

空軍基地内であり、変わっていない。しかしながら、その規模

は当時とは比較にならないほど大規模になっているのを実感し

た。展開されている航空機の数、訪れる人の数、企業の展示ブ

ースの数、デモンストレーションフライトの数等全てにおいて

大規模になっている。開催期間中、17 日と 18 日に視察したが、

14 日から 17 日まではビジネス目的の人のみが入場できる。こ

れは、航空ショーがインド国内のみならず世界各国の防衛産業

のビジネスマッチングの場でもあることから、ビジネス目的で

3. インドの航空ショー 

      Aero India 2017 

 

  

 

 

 

 

 

＜1996年のAero India 会場と筆者写真 上下＞ 

＜写真 8 タゴール・ハウスと筆者＞ 
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ない人の入場による混雑を避けるためだが、一般開放日

の 18 日にも視察し、なるほどと納得した。18 日はイン

ド人の家族連れや航空オタク、はたまたカップルまで来

るため、会場はごった返し、展示会というより、むしろ

お祭りと言った方が良い。展示ブースでじっくり商談な

どという雰囲気ではないのだ。筆者は 17 日、18 日の両

日視察したが、商談は 17 日に済ませ、18 日は野外展示

品のみの視察とし、物凄い人込みをかき分け、早々に引

き上げた。 

 

《入場券（エントリーパス）》 

Aero India 会場に入るためには、事前に申請しエントリーパ

スを得ておかなければならない。申請書に企業名や参加者情報

（会社の役職やパスポート情報）を記入するので、どこの誰が

来るか全て把握される仕組みになっている。また、入り口のゲ

ートでは空港同様にセキュリティチェックがなされる。当然の

ことながらエントリーパスが無ければセキュリティチェックも

受けさせてもらえず、門前払いになる。このエントリーパス表

面の左上に赤丸で示してあるエンブレムがインド政府を示す徽

章（アショク・チャクラ）であり、インド政府（国防省）の事

業であることを示している。エントリーパスには明記されてい

ないが、今回の大きな特色として民間航空省（Ministry of Civil 

Aviation）が協賛していることが挙げられる。モディ首相が

Make in India キャンペーンで繰り返し述べている「民間の力

を防衛分野にも活かせ」ということの現れとみて良いだろう。 

 

《インドの防衛産業》 

インドの軍事力は、米国、ロシア、中国に次いで世界第 4 位と評価されている。しかしながら、その戦力

は輸入武器に大きく依存しているのが現状である。インドは現在、世界一の武器輸入国である。2006 年に世

界最大の武器輸入国だった中国は、現在世界第 5 位の武器輸出国に変身している。外国の装備品を導入し、

それを徹底的に研究して技術を吸収して行くというやり方が多くの面で成功したと言える。この約 10 年間

でインドは中国に大きく後れを取ってしまったということになる。そこにインドの焦りがある。口惜しさも

ある。なんとかしなければならない・・・それが外資規制の大幅緩和となり、Make in India という大キャ

ンペーンにもなっているとみるのが自然である。モディ首相自らも「Make in India の核心となるのはイン

ドの防衛産業の発展にある（Development of India’s defence industry is a key element of the Make in India 

initiative）」と述べている。軍事力は国の安全を確保する根幹であり、その軍事力を輸入に大きく依存して

いては、自国の戦略を遂行できないことにもなりかねない。この対外依存度を極力減らし、更に中国のよう

に武器輸出国になるのがインドの目標である。このような目標を達成するための手段の一つが Aero India で

あり Defexpo である。従って、会場自体が巨大な商談の場として想定され、多数の外国企業がブースを開設

している。このブースは基地の格納庫内に設置されているが、空いているスペースはほとんどなく、インド

企業のみならず外国企業のブースがひしめいているといった状態だ。1996 年の Aero India も格納庫を利用

して内外の企業のブースが設置されていたが、ブースの間を、余裕を持って歩けるほど通路の幅が大きく確

＜写真 2017年の Aero India 会場＞ 

＜写真 入場ゲートのセキュリティチェック＞ 

＜写真 エントリーパス表＞ 
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保されていた。Aero India 2017 では、この通路がかなり狭くなっていた。それだけ展示ブースの数が増え

ているということになる。 

Aero India 2017 には、国内外の企業合わせて 549 社が参加し、その内の 279 社は外国企業である。G7

の国は日本を除いて全て参加している。スイス、スウェーデン、イスラエル、南アフリカ、オーストラリア、

韓国といった国も参加している。今後 10 年間で 1,500 億ドル（約 17 兆円）と言われるインドの防衛市場に

食い入ろうと必死なのだ。ところが、この国際的な航空ショーに技術大国の日本のブースはない。 

言うまでもなく、インドは日本の安全保障にとって欠かせない大切な国である。2014 年 9 月 1 日に日印

間で特別戦略的グローバル・パートナーシップのための東京宣言が行われた。戦略的というのは、日本では

企業戦略とか販売戦略と使われるように事業計画的な意味で捉えられることが多いが、国際社会で戦略的

（strategic）という用語を修飾語なしに使用する場合には、安全保障上の関係と捉えるのが一般的であり、

「戦略的なパートナーシップ（strategic partnership）」は必然的に安全保障におけるパートナーシップと理

解される。つまり、インドは安全保障における我が国のパートナーとなる。モディ首相も安倍総理大臣も当

然そのつもりで合意している筈である。 

2014 年の 4 月に閣議決定された防衛装備移転三原則にも「防衛装備の適切な海外移転は…(略)…同盟国で

ある米国及びそれ以外の諸国との安全保障・防衛分野における協力の強化に資するものである。」と記されて

いる。そして 2015 年 12 月 12 日、パートナーたるインドと日印防衛装備品・技術移転協定及び日印秘密軍

事情報保護協定が安倍総理、モディ首相立会のもとに署名された。その前文には「日本国及びインド共和国

の防衛産業の間の一層緊密な関係を促進することを希望し…」と明記されている。にもかかわらず、日本の

ブースはゼロ！Aero India 2019 には是非とも日本ブースが開設されることを願ってやまない。

＜写真 インド防衛産業の展示ブース＞ ＜写真 屋外展示場＞ 
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◇ インドニュース（ 2017年 2月）◇ 

1．内政  

【州議会選挙関連】 

2 月 1 日～5 日 

 ナガランド州：1 日、ナガランド州政府は、地方議会選挙で女性に対して 33％の留保枠を設けるという

決定に反対するナガ族の暴動で死者が出たことを憂慮し、投票を延期すると発表した。 

 パンジャブ州：4 日、パンジャブ州で州議会選挙の投票が実施され、78.6％の投票率が記録された（2012

年州議会選挙の投票率は 78.57％）。 

 ゴア州：4 日、ゴア州で、州議会選挙の投票が実施され、83％の投票率が記録された（2012 年州議会

選挙の投票率は 82.2％）。 

 ウッタラカンド州：5 日、ラーワト州首相は、記者会見で、同党の選挙マニフェストを発表し、災害対

策、インフラ整備、女性の権利向上、不法移民の対処等を約束した（投票日は 2 月 15 日）。 

【予算国会】 

2 月 9 日 

 予算国会前半会期が終了。後半会期は 3 月 9 日から開始される予定。 

【弾道ミサイル迎撃試験】 

2 月 11 日 

 印国防省は、ベンガル湾沖において、飛来する弾道ミサイル目標に対する大気圏外迎撃ミサイルによる

迎撃試験に成功した旨発表。モディ首相とパリカル防衛大臣は、この偉業達成に献身した国防省関係者

と全ての科学者の努力を賞賛した。 

【衛星の打ち上げ】 

2 月 15 日 

 インド宇宙開発機関（ISRO）は、サティシュ・ダワン宇宙センターにおける PSLV－C37 ロケット（極

軌道打ち上げロケット）による CARTOSAT 衛星と 103 基の小型衛星、計 104 基の衛星の同時打ち上

げに成功した。これに対し、ムカジー大統領及びモディ首相は、この打ち上げ成功に祝辞を発出した。

なお、上記 103 基の衛星のうち、2 基はインドの技術実証衛星であり、残り 101 基は外国の顧客の衛星

である。内訳は、アメリカ 96 基、オランダ、スイス、イスラエル、カザフスタン、UAE が各 1 基であ

る。今回の成功により、PSLV による外国顧客の衛星打ち上げ数は 180 基に達した。 

【スワルプ外務省報道官の次期駐カナダ大使への任命】 

2 月 16 日 

 印外務省は、ヴィシャス・スワルプ外務省報道官（次官補）（1986 年入省、在大阪・神戸総領事を務め

た知日家。アカデミー賞受賞映画「スラムドッグ・ミリオネア」の原作を含む 3 冊の小説を出版し、才

人外交官として知られる）の次期駐カナダ大使への任命を発表。 

 

2．経済  

【予算】 

2 月 1 日 

 ジャイトリー財務相は、鉄道予算も含む 2017－18 年度一般予算を発表した。 

4.インドニュース(2017年 2-3月) 

News from India 
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【インド証券取引委員会会長の後任人事】 

2 月 10 日 

 インド政府はインド証券取引委員会（SEBI）の会長人事に関し、同会長職を 6 年間務め、3 月 1 日に

退任するシンハ会長の後任として、アジャイ・ティアギ（Ajay Tyagi）財務省経済局（DEA）次官補

（Additional Secretary）を指名した。任期は原則 5 年以内、もしくは 65 歳までとされている。ティア

ギ新会長は、現在 58 歳であり、1984 年にインド行政職（IAS）（注：ヒマーチャル・プラデシュ州）

として採用され、経済学修士号を取得している。同氏は、FATF（Financial Action Task Force：金融

活動作業部会）や FSB（Financial Stability Board：金融安定理事会）ではインド代表を務め、2015

年には RBI 理事会の委員も務めた。 

 

3．外交  

【インド・ミャンマー関係】 

2 月 2 日 

ミャンマーの国家安全保障補佐官が就任後初の外遊先としてインドを訪問し、インド側の国家安全保障補佐

官、外務担当閣外相、外務次官、国防次官等と会談した。 

【インド・ベルギー関係】 

2 月 7 日 

訪印中のベルギー副首相がアクバル外務担当閣外相と会談した。 

【インド・米国関係】 

2 月 15 日 

 スワラジ外相は、ティラーソン国務長官と電話会談を行った。 

2 月 28 日～3 月 3 日 

 ジャイシャンカル次官は、訪米し、ティラーソン国務長官、マクマスター国家安全保障担当大統領補佐

官他の政府要人、議員、経済界等との意見交換を行った。 

【インド・ルワンダ及びインド・ウガンダ関係】 

2 月 19 日～21 日 

 アンサリ副大統領は、ルワンダを訪問し、カガメ大統領、ムレケジ首相及び上院議長と会談した。アン

サリ副大統領は、ルワンダ大学で講演した他、首都キガリのインド人コミュニティと交流した。 

 

メモ：今予算国会から、予算案が 2 月 1 日に発表され（これまでより 1 ヶ月前に発表されることになった）、また、鉄

道予算が一般予算に含まれることになった点について、財務省は以下のプレスリリースを発出。 

1. インドでは、1924 年以降、慣習として鉄道予算が一般予算とは別に発表されてきたが、下記の取極めの下、両者は

統合される。 

ア. インド鉄道は、引き続き、政府運営ながら商業性を持った、個別の組織であり続ける。 

イ. 鉄道は、既存の規則に従い、機能の独立性及び財政に関し付与された権限を維持する。 

ウ. 鉄道は、給与や手当等の経常支出については（鉄道事業の）経常収入で賄うという既存の取極めを継続する。 

エ. これまで、鉄道省は約 970 億ルピーの年間配当を中央政府に対し支払ってきたが、今後この配当はなくなる。他方、

鉄道省は予算支援（Gross Budgetary Support)を得る。 

2. 毎年、予算案の発表は 2 月最終日に行われてきたが、これを 1 カ月早める。これにより、予算関連の議会手続きを

3 月末までに終え、各省は年度当初から施策を執行することができるようになる。また、税制改正についても年度当初

から実施することができるようになる。但し、来年度予算案の発表日については、州選挙の日程等を踏まえ今後決定さ

れる。 
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2 月 21 日～23 日 

 アンサリ副大統領は、ウガンダを訪問し、ムセベニ大統領及びセカンディ副大統領と会談した。また、

首都カンパラのインド人コミュニティと交流した。 

【インド・モルディブ関係】 

2 月 21 日、22 日 

 アクバル外務担当閣外相は、モルディブを訪問し、ヤーミン大統領及びアシム外相と会談した。防衛及

び安全保障、対テロ、モルディブ観光への投資を含む経済関係、開発パートナーシップ、能力構築、若

者交流、文化交流について協議した。ヤーミン大統領は「インド第一」政策を改めて強調した。 

【インド・中国関係】 

2 月 21 日、22 日 

 ジャイシャンカル外務次官は、訪問先の北京で、21 日に楊潔チ国務委員、22 日に王毅外交部長とそれ

ぞれ意見交換した。22 日、同次官と張業遂中国外交部常務副部長との間で第 1 回中印戦略対話が行わ

れた。 

【インド・バングラデシュ関係】 

2 月 23 日、24 日 

 ジャイシャンカル外務次官はバングラデシュを訪問し、ハシナ大統領及びバングラデシュ外務次官と会

談した。 

【インド・チュニジア関係】 

2 月 26 日～28 日 

 アクバル外務担当閣外相は、チュニジアを訪問し、エセブシ大統領、ジヒナウイ外相、エネルギー・鉱

物・再生可能エネルギー相、外務次官と会談した。また、チュニジア戦略研究所で基調講演を行った。 

【インド・フィリピン関係】 

2 月 27 日 

 デリーにおいて第 12 回印比政策対話及び第 3 回印比戦略対話が実施された。 

 

4．日印関係  

【インド高速鉄道に関する第 4 回合同委員会】 

2 月 17 日 

デリーにおいて、インド高速鉄道に関する第 4 回合同委員会が開催されたところ概要以下のとおり。 

 第4回会合の日本側代表団には、日本側の共同議長を務める和泉洋人内閣総理大臣補佐官を団長として、

関係各省（外務省、財務省、経済産業省、国土交通省）の次官・局長級幹部が参加し、インド側代表団

には、アルビンド・パナガリヤ行政委員会副委員長（Dr. Arvind Panagariya, Vice-Chairman, NITI

（National Institution for Transforming India）Aayog（Committee））（インド側の共同議長）を始め、

鉄道省、外務省、商工省等の関係各省の次官級が参加した。 

 第 4 回合同委員会では、本年あり得べき式典を含む今後の事業の進め方や高速鉄道の人材育成計画につ

いて議論するとともに、インド側において実施すべき調査や用地取得など、ムンバイ・アーメダバード

間高速鉄道計画の進捗が確認された。また、本年あり得べき首脳会談に向けて、両国間で協議を重ねて

いくことで一致した。 

 この合同委員会に引き続き、国土交通省とインド鉄道省との間で、「鉄道安全に関する日本国国土交通

省とインド共和国鉄道省との間の協力覚書」が署名・交換された。 

 日本政府としては、ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道への新幹線システムの導入の実現に向け、引

き続き両国間で取り組んで行く考え。 
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◇ インドニュース（ 2017年 3月）◇ 

1．内政  

【ミサイル発射試験】 

3 月 2 日 

 インド海軍は、アラビア海において国産潜水艦「カルヴァリ」からの対艦ミサイル発射試験に成功した。

インドにおいて建造される「カルヴァリ」型潜水艦の 6 隻全てに既に実戦で証明済みの対艦ミサイルが

装備される予定。これらのミサイルにより、潜水艦は長距離にある水上艦艇を無害化させる能力を持つ

こととなる。 

【インド海軍空母の除籍】 

3 月 6 日 

 インド国防省プレスリリースによると、インドが英国から購入し、英国海軍で 27 年、インド海軍にお

いて 30 年就役し、世界で最も長く就役中の艦艇としてギネスブックで認定されていたインド海軍の空

母「ヴィラート」が、6 日の日没と共に除籍となった。 

【列車内爆発事案】 

3 月 7 日 

 マディヤ・プラデシュ（MP）州ジャブリ駅において、ボパール、ウジェイン間を走行する旅客列車内

で、爆発事案が発生した。MP 州及びウッタル・プラデシュ（UP）州警察は合同捜査を展開し、8 名を

逮捕した。UP 州の州都ラクナウにおいては被疑者とみられる者 1 名が住居に立てこもり、当局との間

で 12 時間に及ぶ銃撃戦へと発展し、当局は同人を殺害した。 

 

今月の注目点：米印関係 

1月 24日に行われたモディ首相とトランプ大統領との電話会談に続き、2月 15日、スワラジ外相はティ

ラーソン米国務長官と電話会談を行った。2月 28日には、ジャイシャンカル次官が渡米し、ティラーソン

国務長官、マクマスター国家安全保障担当大統領補佐官他の政府要人、議員、経済界等との意見交換を行

った。 

◇モディ首相とトランプ大統領の電話会談（1月 24日付ホワイトハウス発表リードアウト）： 

トランプ大統領は、モディ・インド首相との電話会談の中で、米国はインドを、世界における課題に対

処する上での真の友人、パートナーであると考えていることを強調した。両首脳は、経済や国防といった

幅広い分野で、米国とインドのパートナーシップを強化する機会について協議した。両首脳はまた、南ア

ジア及び中央アジア地域における安全保障についても協議した。トランプ大統領とモディ首相は、テロと

の世界的な闘いにおいて、米国とインドが協力して立ち向かうとの決意を示した。トランプ大統領は、本

年モディ首相を米国に迎えることを期待した。 

◇スワラジ外相とティラーソン米国務長官の電話会談（2月 15日付印外務省プレスリリース）： 

2月 15日、スワラジ印外相及及びティラーソン米国務長官は電話会談を行った。 

スワラジ外相及びティラーソン国務長官は、多面的な米印のパートナーシップをさらに拡大・深化させる

ため、緊密に協働する決意を表明した。両外相は、米国とインドの緊密かつ強固な関係が、互いの利益で

あるのみならずグローバルな重要性を秘めている点を強調した。この点両外相は、防衛・安全保障、エネ

ルギー及び経済を含む様々なセクターでの協力強化で合意した。両外相はまた、モディ首相とトランプ大

統領が表明したテロに対するグローバルな戦いについて緊密に協力していくとの固い決意をフォローアッ

プしていくことで合意した。 
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【州選挙】 

3 月 11 日 

 インド政府選挙管理委員会は、2 月 4 日から 3 月 8 日に投票が行われた 5 州（UP 州、パンジャブ州、

ウッタラカンド州、マニプール州、ゴア州）の州議会選挙の確定開票結果を公表。連邦政府与党のイン

ド人民党（BJP）が UP 州及びウッタラカンド州で単独過半数を獲得。マニプール州では、第一党とは

ならなかったものの、大幅に議席数を増やした。政権を握っていたゴア州では議席を減らし第 2 党とな

り、パンジャブ州では、連立するシロマニ・アカリ・ダル（SAD、パンジャブ州の地域政党）とともに

大幅に議席を減らし政権を失った。 

【パリカル辞任】 

3 月 13 日～14 日 

 13 日に国防大臣を辞任したパリカル前国防大臣は、14 日、ゴア州首相就任宣誓を行った。パリカル前

国防大臣は、2000 年 10 月から 2002 年 2 月までゴア州首相 1 期目を、2002 年 6 月から 2005 年まで 2

期目を務め、2012 年からの 3 期目在任中、2014 年 11 月にゴア州首相を辞任し、国防大臣に就任した。

今回は 4 回目のゴア州首相就任となる。就任宣誓式にはアミット・シャーBJP 総裁らも出席した。 

【スワラジ外務大臣の国会出席】 

3 月 15 日 

 スワラジ外務大臣が、腎臓移植後初めて国会に出席し、米国内でのインド人への犯罪に対する政府対応

について答弁した（予算国会後半会期は 3 月 9 日に開会）。 

【アグラにおける爆発事案】 

3 月 18 日 

 タージマハルで有名なアグラにおいて、2 件の小規模な爆発事案が発生。1 件目は、ラスルプル（ター

ジマハルの西方約 5ｋｍ）の民家にて爆発が発生し、2 件目は同ラスルプル駅近くのゴミ容器付近で爆

発が発生した。いずれの爆発事案においても死傷者は生じていない。 

【インド鉄道事故】 

3 月 30 日 

 UP 州でジャパルプールからデリーに向かっていたマハコシャル・エクスプレスの脱線事故が発生。客

車 8 両が脱線し、少なくとも 6 名が負傷した。鉄道省によると、マハコシャル・エクスプレスの後部の

8 車両が脱線したとのことである。救援活動、乗客に対する水・食料の支援、代替輸送などが迅速に行

われた。 

 

2．経済  

【物品・サービス税（GST）】 

3 月 4 日 

 4 日、GST 委員会の第 11 回会合が開催された。同会合では、中央 GST（CGST）法案及び統合 GST

（IGST：州をまたぐ物品及びサービスに課されるもの）法案が合意に至った。7 月 1 日からの施行に

向けて、9 日から再開される予算国会に同法案が提出される。他方で、貿易連合会（Confederation of All 

India Traders）は、7 割の中小企業がデジタル化に対応しておらず短期間での適応が難しいことから、

7 月 1 日の GST 施行を 9 月 1 日に延期してほしい旨要望しているとの報道もある。 

メモ：法案の主要点は以下のとおり。 

（1）納税者による申告、納税、その他のコンプライアンスを満たすため州毎に登録。税務コンプライアンスのほとんど

をオンラインで実施。州内外の供給、国外への輸出にかかわらず、州毎に申告書を提出。 

（2）税の累積を避けるため、法律が定める少数の例外を除き、事業に使用される物品及びサービスについて ITS（仕入
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税額控除）が認められる。仕入にかかる IGST は、受取 CGST、SGST、連邦直轄地 GST（UTGST）に対して控除可能。

仕入にかかる CGST、SGST、UTGST は、受取 IGST に対して控除可能。 

（3）輸出者の資本の固定化(lock-in)を回避するため、還付申請提出から 7 日以内に、還付請求額の 80％を仮還付。 

3 月 16 日 

 16 日、GST 委員会の第 12 回会合が開催された。同委員会では、州及び連邦直轄地における GST 施行にかかる法

案を承認した。中央政府は、4 法案（中央 GST、統合 GST、連邦直轄地 GST 及び補償）を次週の国会に提出する

予定。なお予算国会は 4 月 12 日に閉幕予定。 

メモ：各種報道によれば、今回の委員会では、経済特区（SEZ）への供給については物理的輸出とみなし、無税とするこ

とを決定するとともに、健康及び環境へ悪影響を及ぼす物品への諸税を最高 15％とした。本諸課税は GST 補償基金へ収

集され、導入後 5 年間の州の歳入ロス補償に充てられる予定。GST は基本税率が 5、12、18、28％となっているが、今

後検討する個別物品へ適用される税率について承認を与えるため、再度委員会が開催される見込み。 

【北東州ビジネスサミット】 

3 月 9 日～10 日 

 9 日及び 10 日、デリーにて、インド商工会議所（ICC：Indian Chamber of Commerce）が主催する北

東州ビジネスサミットが開催された。これは、北東州地域への投資促進とビジネス機会創出を目的とし

たもので、プラブー鉄道大臣がオープニング・セッションにビデオメッセージを送り、クロージング・

セッションではシン北東州開発大臣が挨拶した。本サミットには、政策関係者、各種専門家、企業代表

などが参加した。 

メモ：プラブー鉄道大臣は、メッセージの中で、北東州の手工芸品・織物を販売する電子商取引プラットフォームを賞賛

し、これを通じて地域の起業家が生産物を市場化するよう促し、北東州地域がインドの緑の製造ハブ（Green Manufacturing 

Hub）となるべきと述べるとともに、観光推進と雇用創出のため、シッキム州およびダージリン地域への鉄道延長に係る

トンネル工事が開始された旨述べた。 

またシン北東州開発大臣は、北東州開発省は、インドの東部国境と接する国々へのアプローチのために東部国境地域を

整備し、ひいては「アクト・イースト」政策を補完するために、北東州が国内他地域からの投資家にインセンティブを提

供するよう積極的に取り組んでいると述べた。また、アルナチャル・プラデシュ州やメガラヤ州はミャンマーやブータン

等の近隣国と食や生活習慣に共通性があり、生産ポテンシャルがある旨述べた。 

 

3．外交  

【IORA（環インド洋地域協力連合）】 

3 月 7 日 

 7 日、IORA（環インド洋地域協力連合）リーダーズ・サミットがインドネシアのジャカルタで開催さ

れ、アンサリ副大統領が出席した。アンサリ副大統領は演説で、インドにおける IORA 研究機関（IORA 

Centre of Excellence）設立を提案した。アンサリ副大統領は、IORA リーダーズ・サミットのサイド

ラインで、インドネシア大統領、スリランカ大統領、イエメン大統領、インドネシア副大統領、イラン

外相と会談した。また IORA リーダーズ・サミットに先立つ閣僚級会合に V.K.シン外務担当閣外相が

出席した。 

【インド・アフリカ関係】 

3 月 9 日～10 日 

 CII（Confederation of Indian Industries: インド工業連盟）-EXIM 銀行（インド輸出入銀行）主催、

印外務省及び印商工省共催により、第 12 回 CII-EXIM インド・アフリカ・プロジェクト会議が開催さ

れた。ムスワティ 3 世スワジランド国王及びルグンダ・ウガンダ首相が主賓として参加したほか、アフ
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リカの 37 カ国から 33 名の閣僚級が参加した。 

【インド・パキスタン関係】 

3 月 11 日 

 11 日、インド外務省は、駐印パキスタン次席高等弁務官を召喚し、停戦ライン（LoC）及び国境におい

て継続して生じているパキスタン側の停戦違反に対する深刻な懸念と強い非難を伝えた。 

【インド・ロシア関係】 

3 月 17 日、18 日、23 日 

 17 日、ジャイシャンカル外務次官は、印露外務次官級対話出席のため訪露し、第 18 回印露年次首脳会

談の準備、サンクトペテルブルグで開催される経済フォーラムへのモディ首相の出席、外交関係樹立 70

周年記念行事等について協議した。 

 15 日～18 日、トルトネフ露副首相兼極東連邦管区大統領全権代表が訪印した。ムンバイにおいて産業

界の代表と会談したほか、17 日には、スワラジ外相と会談し、インドとロシア極東地域間の貿易及び

投資拡大について協議した。 

 23 日、ウリヤノフ露外務省不拡散・軍事管理局長がインドを訪問し、デリーで行われた軍縮・不拡散

に関する二国間年次協議に参加した。インド側代表はシャルマ外務省軍縮・国際安全保障局長が務めた。 

【インド・アフガニスタン関係】 

3 月 16 日 

 対テロ会議参加のため訪印中のカルザイ・アフガニスタン副首相は、アクバル外務担当閣外相、ジャイ

シャンカル外務次官及びシンハ経済担当外務次官と会談した。 

【インド・BIMSTEC 関係】 

3 月 21 日 

 BIMSTEC 国家安全保障担当補佐官の第一回会合がデリーで開催された。ドバル印国家安全保障担当補

佐官が議長を務めた。 

 

4．日印関係  

【日インド次官級 2＋2 対話】 

3 月 8 日 

 第 4 回日インド次官級 2＋2 対話が東京において開催された。日本側から秋葉剛男外務審議官及び真部

朗防衛審議官が、インド側からはジャイシャンカル外務次官及びモハン・クマール国防次官が出席した。 

メモ：BIMSTEC（ベンガル湾多分野技術経済協力イニシアティブ）は、インド、ネパール、ブータン、バングラデシ

ュ、スリランカ、ミャンマー、タイをメンバーとする地域経済協力枠組み。本会合では、BIMSTEC 加盟国が共通の

安全保障上の課題に直面することが指摘され、伝統的及び非伝統的な課題に対処する必要性と、ベンガル湾が共通の安

全保障空間であるとの認識の重要性が強調され、加盟国共同の戦略を打ち立てることが合意された。具体的には、警察、

情報機関、治安機関間の協力拡大及び能力構築のための具体策、サイバーセキュリティーに関する共同フォーラム、

HA/DR（人道支援・災害救援）を含む海洋安全保障協力の強化、宇宙技術の利用、トラック 1.5 の BIMSTEC 安全保

障対話フォーラムの立ち上げ等が決定された。さらに本会合を年次会合とすること及び次回会合はバングラデシュが主

催することが決定された。 

メモ：本対話では、現下の国際情勢の下、地域やグローバルな諸課題の対応にあたり、日本とインドの連携が一層不可

欠となっているとの基本認識を共有するとともに、日本の「自由で開かれたインド・太平洋戦略」とインドの「アクト・

イースト」政策を連携させ、開かれ安定した海洋、地域の安定と繁栄という共通目標の実現に共に取り組むことで一致

した。また、昨年 11 月の日印首脳会談において 2＋2 対話等を通じて安全保障・防衛分野の協力に関する対話をさら
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【インドの鉄鋼製品に対するセーフガード措置についての WTO 協定に基づくパネル設置の要請】 

3 月 9 日 

 日本は、ジュネーブにおいて、インドによる鉄鋼製品に対するセーフガード措置について世界貿易機関

（WTO）協定に基づくパネル設置を要請した。 

 

に強化することを再確認したことを踏まえ、防衛装備協力、テロ対策、海洋安保協力、平和維持活動、サイバー・宇宙

等の分野における協力強化のあり方について議論した。さらに、北朝鮮情勢について、北朝鮮によるいかなる挑発行動

も容認できず、国際社会が断固たる姿勢で対応し、安保理決議の実効性を確保すべく連携することで一致した。その他、

東アジア、南アジア情勢を含む地域情勢及び地球規模課題の幅広い事項についても認識が共有された。 

今月の注目点： 

インドによる鉄鋼製品に対するセーフガード措置についてのWTO協定に基づくパネル設置の要請 

インドは、輸入される鉄鋼製品について 2015年 9月 14日から 2年 6か月間の追加関税措置を実施。追

加関税率は、最初の 1年間は 20％、その後 18％、15％、10％と半年毎に逓減。また、2016 年 2月 5 日か

ら一部製品に最低輸入価格を設定し、この価格を下回る製品の輸入を禁止・制限する措置を実施した。こ

うした措置が WTO 協定上の義務に違反しているおそれがあり、2016 年 12 月、日本はインドに対して協議

を要請し、2月 6日及び 7日に協議を実施した。この協議結果を踏まえ、3月 9日にインドによるセーフガ

ード措置について、パネル設置を要請。本件では、インドが鉄鋼製品に対して課しているセーフガード措

置について、「千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定（GATT）」及び「セーフガードに関する協

定」との整合性が問題となっている。日本は、本件が WTO のルールに従って適切に解決されるよう、今後

の手続を進めていく予定。（なお、4月 3日、WTO紛争解決機関（DSB）は、インドの鉄鋼製品に対するセー

フガード措置について、我が国の要請を受け WTO協定に基づきパネルを設置した。） 
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＝◇ 最近のイベント ◇＝ 

 

 インド情報経済フォーラム「One Globe Forum 2017」インド、ニューデリーで開催 

『社会の課題解決を軸に、混沌を国力へと変えて行くインド』 

米国大統領選挙と同日の 2016 年 11 月 9 日、インド政府が流通通貨の 86％にあたる高額通貨の廃止を告

知した。その後、世界中のエコノミストの予測に反し、インドでは 2016 年 10 月～12 月期に 7％の高成長

があったことが今年 3 月に発表された。この事実は、国民に自国の課題に目を向けさせ、ブラックマネー対

策や電子決済を現場レベルで推進させたことの証と言える。中長期的な改革を国民が支持していることが、

インドの歩みを着実なものと感じさせる。私は昨年 11 月と今年 2 月に訪印したが、その際に「国が良くな

るためなら、高額紙幣廃止の影響で ATM の前に何時間も並ぶのは厭わない」という人々の声から、インド

国民の意識の高さを感じることができた。社会の課題を、国を挙げて解決するその秘訣は何か。2 月にデリ

ーで開催された第 6 回 One Globe Forum（OGF）に参加してその答えを探ってみた。 

 フォーラムの目的は、21 世紀の情報経済社会におい

て、国が目指す方向に沿ったテーマについて情報を共

有する事。登壇者は、様々な分野の現役大臣、教育関

係者、投資家、企業のリーダー、起業家、NPO、ジャ

ーナリスト等で、海外からも参加している。昨年同様

「Make in India」「Digital India」「Smart City」の

国家戦略に基づき、テクノロジー、教育、都市開発、

製造業、アントレプレナーシップ、職業教育、公衆衛

生など、テーマは多岐にわたる。 

 OGF の組織委員会会長 Dalbir Singh 氏は、オープニングスピーチで「インドはもう猶予がない。課題を

明確にして、勇気と決断力を持って自国の命を繋ぐという心構えが必要」と訴えた。この点に関連して「世

界有数の若年人口が多いインドが、成長とそれを支える産業と教育をどのように行うのか」の視点から、多

くのセッションで活発に意見が交わされていたので紹介したい。インド政府は、2014年から「Make in India」

として国内製造業の推進を国策としているが、直近で新たな産業の枠組みが形成されている米国に対して、

「新大統領の任期期間中に輸出額を現在の年間 1000 億から 3 倍にしたい」と Shalabh Kumar 氏(新大統領

の選挙戦に貢献した実業家）は話した。「2022 年までに 1 億人の雇用創出」をテーマとする討論では、IIT

ジョドプール校顧問 Mahendra Bapna 氏は、「Make in India 推進には事業を進めやすくする環境作りの戦

略とルール策定が必須。インフラ整備、労働法改定、テクノロジー教育、職業訓練、土地購入を容易にする

点が必要」と提案した。別のパネリストは、「創業と廃業を容易にすればリスク判断が容易になり、製造ライ

ンの迅速な設置を推進する」と現場の視点を挙げた。また、教育関連のパネルでは高等教育だけでなく世界

市民としての自覚や、国民の大多数に向けた基本教育の重要性が強調された。その際に、人口知能が導入さ

れた職場を想定、VR（バーチャル・リアリティ）を使った体験型教育の活用、またロボットには無い人間と

しての共感力を高める必要性があるとの意見があった。さらに、インド産業の中核の一つ、IT 分野について

NASSCOM（全国ソフトウェア・サービス協会）の元会長 Som Mittal 氏が「AI（人口知能）、ロボット、

IoT（モノのインターネット）などテクノロジーの急速な変化による新分野に対して、業界自らが変革すべ

き」と語った。NASSCOM Japan Council 副会長であり、日立インド社で IT ビジネスを統括する田村正義

氏が登壇し「Building Smarter Cities & Infrastructure」について、「インド人と日本人の異なる仕事の進

5.イベント紹介 

Japan-India Events 

＜写真 One Globe Forum 2017の様子＞ 
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め方は、相性良く補完し合い、良い結果を生み出す」という持論を展開し、会場が沸いていた。クロージン

グでは、Amitabh Kant 氏（National Institution for Transforming India CEO)が「自国の人口アドバンテ

ージ（32 歳以下が 72％）を生かして 21 世紀の情報経済社会に向けた変革をしよう」と語り、フォーラムを

まとめるメッセージとして印象的だった。 

 このフォーラムに参加して、混沌とした環境の下で自国に共通する社会課題の解決に取り組むインドから

目が離せず、またそこに関わることで日本にもポジティブな刺激となると感じた。私自身も、日印のコラボ

レーションにこれからも貢献していこう、と思いを新たにした。 

One Globe Forum の詳細はホームページでも御覧頂けます http://www.oneglobeforum.com/ 

（本文・写真提供：ムーンライトウェイヴ株式会社 望月 奈津子 個人会員） 

 

 In-Field Studio 2017 in Santiniketan（デザインワークショップ）が開催されました 

 インフィールド・スタジオ（英語名：In-Field Studio、以下：”IF”）

は、3 月 16 日から 22 日まで、インド西ベンガル州・シャンテ

ィニケタンで「In-Field Studio 2017 in Santiniketan」を開催

しました。  

 ”IF”では、毎年インドでの実地調査と建築を中心としたデザ

インワークショップを行っています。4 回目の開催となる今回

は、テーマを「土の色彩」とし、インド農村地域における自然

環境と共生を図る伝統社会の調査と保全活動を通じて、人間生

活を根拠とするより総合的な創作の端緒を見つけ出すことを目

指し、リサーチと制作、連続講義からなる 7 日間のワークショ

ップを実施しました。参加者は日本、グジャラート州バロー

ダ、現地シャンティニケタンから合計 32 名、講師は日本、ド

イツ、グジャラート州バローダにある建築大学、現地ビスバ・

バラティ大学から合計 12 名での開催となりました。建築学、

ファッションデザイン、社会学、生態学など多岐にわたる専門

を持ったメンバー、またリサーチ対象エリアとなったケラ 

タンガ村、その周辺の、アマルクティ・ソサエティ（シャンテ

ィニケタン郊外にある、タゴールの時代に設立した農村復興

の拠点。今も近隣住民が手工芸品を制作・販売をしている場所）の様々な人との統合的な相互協同を実

践しました。 

 開催場所であるシャンティニケタン郊外は、アジア人で初めてノーベル文学賞を受賞したインドの詩人 R・

タゴールが約 100 年前、当時の抑圧された農村社会の再生事業と人間性の恢復のための教育活動に取り組ん

だ地です。”IF”では、タゴールが学校の創設において意図した“あるべき人間生活の希求”は、日本の岡倉

天心の「総合芸術」という世界観や宮沢賢治の「農民芸術」が向かおうとした創作世界に通じていたのでは

ないだろうかと考え、そうしたかつての偉大な試みとの連関を探りながらさらなる発展の形を目指し、この

国際ワークショップ”IF”を企画しました。 

 現代のインドでは著しい経済成長の傍らで、地域間格差と伝統社会の崩壊が急速に進行しています。いわ

ゆる 20 世紀的な“富”の普及と、“伝統”文化の解体のプロセスが表裏一体なものとして存在する中で、”IF”

では後者の崩壊過程により向き合うことで、あるべき未来の文化、ものづくりの方向性を探求します。そし

てインドの“伝統”文化の解体現場を、人類史的な視点、全地球的な着眼から見つめ直し、インドのみなら

ず日本、世界の暮らしや文化創造に生かすことを構想しています。今回、実際の農村に入りこみ、スケッチ

をしたり実物を制作したりすることは、そこに暮らす人々の慣習や文化を壊しかねない非常に挑戦的な試み

＜写真 （上）村内での建設作業 
（下）最終日、村の広場での昼食会＞ 
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でした。けれども、『ある地域圏を内から眺め、考え、作る』このワークショップ『In-Field Studio』の名前

にはそうした運動の意が込められています。今回特に、最終日の各チームの芝居の上演と村の人々が集まっ

た昼食会の瞬間の躍動感は決して忘れることのできない、生活創作の全体性の一端を描き出していたと感じ

られるものでした。今後も”IF”は展開していきます。In-Field Studio WEB サイト http://infieldstudio.net/ 

（本文・写真提供： In-Field Studio代表 佐藤研吾） 

 

＝◇ 今後のイベント ◇＝ 

 

 ナマステ女川 2017 

未曽有の東日本大震災で被災した宮城県の女川町に 6 年前、インド

が 46 名のレスキュー隊（インド国家災害対応部隊：NDRF)を派遣し

て以来、インドと女川町の交流が続いています。今年の 3 月 11 日に

行われた追悼式には駐日インド大使館からアミット・クマール首席公

使が参列しました。復興を遂げつつある女川町で、ゴールデンウィー

クの 5 月 4 日(祝)に、昨年に続き “ナマステ女川”が開催されます。

5 月 3 日は女川町の熊野・白山神社の例大祭で、翌日がナマステ女川

です。今年も日本とインドの伝統舞踊の競演が花開きます。このゴールデンウィークは新しく生まれ変わり

つつある町、女川町を訪ねてみてはいかがでしょう。詳細は、女川町観光協会 0225-54-4328、NPO 法人日

印交流を盛り上げる会（ナマステ女川）0257-52-2396 にお問い合わせください。 

（本文・写真提供：國學院大學研究開発推進機構学術資料センター 元 NDRF同行通訳 平本謙一郎 個人会員） 

 

＝◇ お知らせ ◇＝ 

 

 インド人留学生への給付型奨学金―「T.バナージ インド留学生奨学金」設立― 

タンモイ・バナージ氏は、1960 年にインドから日本に留学し、東京水産大学（現東京海洋大学）卒業後、

ニュー東陽シーフーズ株式会社を設立し、インドからの水産品の輸入を通じて日印間の経済交流に多大な貢

献を果たされました。日印協会の長年の会員でもあった同氏は、2008 年 2 月には日印経済交流の懸け橋と

して高く評価され、インド政府より表彰を受けました。 

 公益財団法人日本国際教育支援協会（JEES）は、バナージ氏の日印交流促進への貢献を顕彰するため、早

川芳子氏のご遺贈をもとに、冠奨学金「T.バナージインド留学生奨学金」を設立しました。この奨学金は、

インドと日本の懸け橋となることを志すインド人留学生を経済面で支援し、日印間の相互理解と友好親善に

寄与する人材を育成することを目的としています。 

「T.バナージ インド留学生奨学金」概要 

寄付者：早川芳子氏 

対象:日本国内の大学の学部・大学院に正規生として在籍し一定の要件を満たすインド国籍の私費留学生 

支給人数：毎年 3 名程度 

支給内容：月額 10 万円の返済不要な奨学金を、支給開始年度より在籍する課程の標準修業年限まで支給 

応募は、JEES が選定した大学から推薦を受けた学生に限られます。応募締切りは、前年度の 11 月下旬ご

ろとなっています。平成 30 年度の応募については、平成 29 年 10 月ごろに在籍大学の奨学金担当係に推薦

可能かお問合せください。 

お問合せ先：公益財団法人日本国際教育支援協会 事業部 国際交流課  TEL:03-5454-5274 

 

file://///Ls220d937/nas共有2tb/月刊インド関連/完成版/2017年/(改)2017年3月11日今年もこの日がやって来た.docx
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§『 野生司香雪―その生涯とインドの仏伝壁画－』 

著者：溝渕茂樹／中村義博（共著） 

編集・構成：生田要助 

発行：株式会社イクタ （高松市出作町162番地36 ☎087₋889-0330） 

定価:：本体3,800円＋税 

 インド・ブッダガヤで解脱した釈迦が初めて説法した地サールナート（鹿

野苑）は仏教四大聖地のひとつですが、その初転法輪寺の壁画に日本人画

家が日本画で「釈尊一代記」を描いたのは 80 年ほど前の 1932 年～36 年

にかけてのことです。その仏伝壁画を描いた野生司香雪画伯の生涯と仏伝

壁画を紹介する書籍が、壁画完成80周年を記念して発刊されました。 

壁画の彩色原画（下絵）は現在も大本山永平寺に保存されているそうで

すが、この本の中の壁画写真は編集・発行者の生田要助氏が現地サルナートで撮影したもので、香雪の偉業を後

世に伝える歴史的著作に相応しい臨場感あふれるものとなっています。壁画は当時のインド大菩提協会のダルマ

パーラ居士の要請をうけ、日本政府と日印協會の全面的な協力を経て完成したもので、インドにある仏伝壁画の

うちで完全なかたちで現存する唯一のものといわれています。 

この本の内容は、最初に仏伝壁画の彩色原画をもとに釈尊の物語が描かれ、それに続いて香雪の生い立ち、壁

画制作に至る過程、幾多の困難を乗り越えての壁画制作と香雪の波乱に富んだ生涯が紹介されています。この本

で香雪の日本画による仏跡壁画を鑑賞することもできますが、壁画制作当時に香雪自身によって数回にわたり「日

印協會會報」に寄せられた投稿文が転載されており、香雪がこの偉業を成し遂げた時代的背景や現地事情等を知

ることができます。 

野生司香雪画伯は、著者の溝渕茂樹氏と編集・発行者の生田要助氏とは同郷の香川県の人です。郷土の偉人の

生涯と業績をもっと世に広く紹介したいというお二人の心意気を感じます。また、この貴重な文化遺産を長く後

世に遺していくために、今こそ初転法輪寺の壁画の保全措置をすることが必要だと訴えています。 

 

§『 現代インド・フォーラム 』2017年春季号 No.33 

日印協会会員に4月 3日にメール配信致しました。 

協会HPでは 4月 10日に公開されました。 

次のURLにてご覧いただけます。 http://www.japan-india.com/forum 

今号では、“インドの宗教と社会”を特集しました。大衆娯楽が映し出す現

代インド、インドにおけるマイノリティーであるキリスト教やゾロアスター

教など、インド社会をより深く理解するための一冊となっています。 

＜目次＞ 

1. インド映画が映し出す現代インドの社会と宗教 

―最近のトレンドを中心に― 

山下 博司（東北大学大学院 国際文化研究科 教授） 

2. 現代パールシーのゾロアスター教信仰 

香月 法子（中央大学政策文化総合研究所 準研究員） 

3. インドのキリスト教 ―カトリック教会の社会福祉事業にも触れて― 

岡光 信子（東北大学講師、中央大学政策文化総合研究所 客員研究員） 

4. インドの図書館事情 ―宗教書籍を中心に― 

吉植 庄栄（東北大学附属図書館 情報サービス課 参考調査係長） 

6.新刊書紹介 

Books Review 
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〈次回の『月刊インド』の発送日〉 

 次回発送は、2017年 5月19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> 

表紙の写真は、4月 3日（月）にインド大使館が主催したお花見パーティーの模様です。今回はグジャラート

州から、日印交流のために代表団が来日しました。代表団を迎えてインド大使館がお花見パーティーを開催し、

日印協会とディスカバー・インディア・クラブ（DIC）も彼らを歓迎しました。表紙右側の写真には、グジャラ

ート代表団（団長：ムケーシュ・パテール、印日友好協会グジャラート会長他）とチノイ駐日インド大使、パー

ティーにご出席された101歳になられる三角佐一郎日印協会顧問も写っています。表紙左側の写真に平林日印協

会理事長と共に写っているのは、パーティーにご出席されていたミス・ワールド2016日本代表の吉川プリアン

カさんです。彼女の名前からも既にお察しの方がいらっしゃるかもしれません。そうです！彼女は、インド人の

父親と日本人の母親を持つミス・ワールド日本代表です。Miss World JAPANの公式HPによると、多言語を操

り、象使いの資格（！？）を持っているそうです。彼女の名前の’Priyanka’は、インディラ・ガンジーの孫娘の

Priyankaと同じです。ということは、大物になる予感！？…ベンガル語も操る日印友好の懸け橋となる彼女を、

皆様も応援してあげて下さいね！(玉岡 善美)  

本誌に掲載致します投稿等は、執筆者のご見解･ご意見であり、 

当協会の見解を反映するものではありませんので、念のため申し添えます。
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7.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)  

 

 


