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January, 2013 

Yoshiro Mori 

  On the occasion of the 64th Republic Day of India, I am greatly honored to convey my heartfelt 

congratulations to the Government and the people of India as Chairman of the Japan-India Association.  

  It is a great pleasure for me to mention that last year Japan and India successfully celebrated 

the important milestone of the 60th Anniversary since the establishment of the diplomatic relations 

between Japan and India, with the peace treaty signed in 1952. 

  Many events and activities were organized in both nations from photo exhibitions on the century-old 

history of our bilateral relations between both nations to fireworks at Indian Gate, to name a few ,and 

they were all well appreciated by the people of Japan and India. 

I am pleased to note that cordial relations between Japan and India have been strengthened and 

developed year by year thanks to strenuous efforts of successive governments as well as good 

–intentioned peoples of Japan and India.  

The planned visit by H. E. Dr. Manmohan Singh, Prime Minister of India, who was slated for visiting 

Japan in November last year, was postponed and I am very much looking forward to his visit at an early 

timing of the year. 

  Among many projects of bilateral cooperation, I am happy to refer to on-going projects between our 

two countries, namely the constructions of the Delhi-Mumbai Dedicated Freight Corridor and the 

Delhi-Mumbai Industrial Corridor as well as the high-speed railway project between Chennai and 

Bengaluru. India continues to be the largest recipient of Japanese ODA (Official Development 

Assistance) and engages herself, in cooperation with Japan, in infrastructure building such as 

electricity and transportation systems, poverty alleviation, development of human resources, 

environment projects ranging from reforestation to water supply and sewerage. With the very successful 

Delhi Metro project as a model, similar construction projects of urban Metro-systems are being 

implemented in Bengaluru, Chennai, Kolkata with financing of Japanese ODA.  

Japanese direct investment has been on rise in an accelerated way. The number of Japanese companies 

in India reached 926 as of October,2012 all over India. Some Indian businesses have ventured into 

Marunouchi area, the very business center of Tokyo, in addition to other areas of Tokyo, Osaka-Kobe 

and Yokohama.  

The Japan-India Association welcomes and continues to extend support to the activities of Indian 

people in Japan as well as those of Japanese people in India. 

  On the international front, our two countries are jointly contributing to the global community by 

cooperating in many areas of such global issues as non-proliferation of mass-destruction weapons, 

prevention of climate change, fight against pandemics, and reform of the United Nation Security 

Council. 

  I also take this opportunity to mention that this year will be very important year to the Japan-India 

Association, because the association will celebrate the 110th anniversary since its inauguration in 

1903. We are also very proud of the fact that the objectives of our founding fathers to promote the 

bilateral relation have been greatly realized. 

The Japan-India Association is determined to continue to contribute to further strengthen our more 

important ties between Japan and India. 

I would like, on this auspicious occasion, pray from the bottom of my heart that the excellent 

Japan-India relationship which has been enjoyed by our two peoples will be reinforced for coming years 

and that the two great nations will contribute to the peace and prosperity of the international 

community at large. 

1. Greeting of Yoshiro Mori, Chairman of the Japan-India Association 
On the occasion of the 64th Republic Day of India 

 
 

Reception for New & Former Japanese Ambassadors to India 
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第64回インド共和国記念日における森会長の挨拶(和訳) 

 第64回目のインド共和国記念日にあたり、日印協会会長としてインド政府及びインド国民の皆様に心から

お祝辞を申し上げる機会を頂きましたことを光栄に思います。 

 昨年2012年には、日印両国は1952年に平和条約を締結し外交関係を樹立してから記念すべき重要な節目

である60周年記念の年であり、これを両国で共にお祝いすることができましたことは大変嬉しいことでした。 

 両国において、日印両国の1世紀に及ぶ歴史を回顧する写真展からインド門での壮大な花火ショー等に至

るまで多彩な祝賀行事が開催され、両国の人々はこれらの行事を心いくまで楽しむことができました。 

 私は、また、両国の関係がこれまでの日印両国政府のたゆまざる努力と両国国民の善意のお陰により年々

強固に発展していることにも大変嬉しく思っております。 

 インドのマンモハン･シン首相は昨年11月にわが国を訪問予定でありましたが、その訪問は延期となりま

したが、今年は、是非共シン首相が早い時期に訪問されることを楽しみにしております。 

 日印両国は現在協力して数多くのプロジェクトを行っておりますが、その中でも、デリー･ムンバイ貨物専

用鉄道プロジェクト、デリー･ムンバイ産業回廊プロジェクト及びチェンナイとバンガロールを結ぶ高速鉄道

プロジェクトは特筆すべきものです。インドは、また、引き続きわが国の経済協力の最大の受取り国であり、

わが国と協力して電力や交通システムといったインフラ関係のプロジェクト、貧困の撲滅、人的資源の開発、

植林から水の供給、下水整備にいたる環境プロジェクトに取り組んでいます。バンガロールやチェンナイ、

コルカタにおいても、大成功になったデリーメトロプロジェクトをモデルに、同様のメトロシステムがわが

国の経済協力を得て実施されつつあります。 

 わが国の直接投資も加速的に伸びております。昨年10月の時点で、インド全土における日系企業数は 926

社に達しました。一方、これまでの東京、大阪、神戸及び横浜に加え、東京のビジネスの中心地である丸の

内に進出するインド企業も現れております。日印協会は、わが国に住んでいるインドの方々とインドに住ん

でいる日本の方々の活動を歓迎し、また、支援しております。 

 国際場裏においても、両国は大量破壊兵器不拡散、気候変動の防止、感染症の防止、更には国連安保理改

革といった地球規模の問題の分野において協力して世界に貢献しています。 

 更に、この機会に今年は日印協会にとって極めて重要な年であることをお伝えしたいと思いますが、今年

は、日印協会が1903年に設立してから110周年を祝う年となります。私達は、協会の創立者の目的とした両

国の関係を増進するという目的は実現されたということを誇りに思います。私達は、更に重要となってきた

両国関係が一層、強固となるように引き続き貢献していく覚悟です。 

 慶賀すべき共和国デーにあたり心より両国国民が喜びとしている良好な日印関係が今後更に強固となり、

また、偉大な両国が国際社会全般の平和と繁栄に貢献することを祈るものであります。  

※英文のメッセージは、The Japan Times と THE DAILY YOMIURI の 1月26日版に掲載されたものです。 

 

The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh paying homage 

at the Amar Jawan Jyoti, India Gate, on the occasion 

of the 64th Republic Day Parade 2013, in New Delhi 

on January 26, 2013. 

PRIME MINISTER OF INDIA  ホームページより 

URL  http://pmindia.nic.in/index.html 
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(公財)日印協会 理事 

  増田 泰三 

昨年の五月であったと思うが、インドからのアルフォンソマンゴー輸入について、日印協会の「様々なイ

ンド」という企画で講演をさせて戴く予定であった。しかし申し訳ない事に、私が突然網膜剥離になり手術

入院をした為に、その企画は中止となってしまった。そういう経緯もあり、アルフォンソマンゴーのお話を

投稿した。 

インドでは高値ではあるがアルフォンソマンゴーの取引が一部で

は始められている頃である。しかし、何といっても本格的なシーズ

ンは、ムンバイの果物店などに黄金色の香り高いアルフォンソ(写真

1)が山積みにされ、その美しい色と甘い香りが街行くインド人を魅

了する、大体4月20日頃からである。 

私は千葉でインド料理店を経営して32年になるが、傍らインド産

アルフォンソマンゴーの缶詰の輸入販売も行っている。料理の修行

時代からインド産のアルフォンソマンゴーに魅せられていた私は、

独立開業した後1995年に、アルフォンソマンゴー栽培ではトップク

ラスと言われるマハラシュトラ州ラトナギリのDESAIマンゴー農園(写

真2; 中央筆者)と出逢った。そしてそのブランドのVijayアルフォ

ンソマンゴーの缶詰を輸入するご縁を戴いた。経営ではインド料理

店と二足のわらじを履く事になったが業績は順調に推移していった。

その後幕張メッセで毎年開催されるFOODEX JAPANという国際食品見

本市に出展した。そこでアルフォンソマンゴーは一躍有名になり、

図らずも私共の会社は、日本におけるアルフォンソマンゴーブームの火

付け役となったのである。2001年頃であったと思うが、それまで日本へ

の輸入が許可されていなかったインド産フレッシュマンゴー輸入実現の

話がインド側から持ち上がった。インドのマハラシュトラ州を政府が特

区に指定し、青果農産物の代表としてマンゴーの王様アルフォンソマン

ゴーを海外へ輸出しようというスキームであった。インドでは、それま

で未整備であったインフラが整い始めていたことから、農産物の保管方

法や物流システムが改善され、余剰農産物輸出による外貨獲得に期待が

かかり始めていた頃でもあった。そして輸出農産物の代表とし選ばれた

のがアルフォンソンゴーであった。 

時を同じくして、東京のインド大使館へインド中央政府商工省とマハ

ラシュトラ州政府の一行が使節団として訪れ、プロジェクトの概要につ

いて説明が行われた。私は、日印協会の鹿子木理事に伴われる形で、大

手商社の担当者に混じってその会合に出席した。その時私は、インドで評

価の高いDESAIの農園のアルフォンソマンゴーを、何としてもインドマン

ゴーの代表として日本の市場に紹介したいと考えた。それから約 5年、各

方面からのご協力と努力の甲斐あって2006年7月にインド産フレッシュマンゴーの第一便を輸入する事とな

った。但し、この時は検疫テストの為の少量の輸入であり、既にアルフォンソマンゴーの収穫期を終えてい

た事もあって、ケシャールという別の種類のマンゴーを輸入した。初めて日本の検疫と税関を通過して、私

2. 幻のフレッシュアルフォンソマンゴーをもう一度 
Dream of Alfonso mangos  

写真1 

写真2 

<マハラシュトラ州政府と覚書を 

交わすところを掲載した現地の新聞> 

筆者 
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共のもとへインドのフレッシュマンゴーがやってきた。この時の感激は今でも忘れる事が出来ない。 

その次の年から本格的輸入を行う事になり、東京会館で日印両国政府の大臣と閣僚が出席して、インド政

府商工省とインド大使館主催の、インド産マンゴーフォーラムとレセプションが開催された。私共はこのイ

ベントに使用されるアルフォンソマンゴー200kg を、インド政府の要請で無償で協賛させて戴いた。私もこ

の席に招かれて出席したが、後年実現する事になる、日本とインドの包括的経済連携協定の締結への地なら

しの為とも思えるこのイベントは、さながらマンゴー外交といった観があった。丁度その一日前、私共シタ

ァール協賛で日本記者クラブに於いて、インド大使館、日印協会、外務省、当時の郵政省のご後援を戴いて

日印国交樹立55周年とインドマンゴー輸入解禁を民間レベルで祝うフォーラムを開催した。この時インド大

使館に後援をお願いに行った際、インド政府のレセプションより先に我々がフォーラムを開催する事に対し、

大使館としては若干違和感があったようだが、マンゴーを沢山協賛する事になっていたからか、結果的には

快くご承諾戴いた。また外交官を派遣して長文の祝辞を戴いた事にも感謝している。 

この様に、約5年間の長い準備期間を費やし、多くの方の協力を得て実現したマンゴー輸入であるが、残

念なことに現在は休止状態となってしまっている。何故なのか。それには大きな理由がある。コンタミネー

ション、つまり農薬汚染である。日本に輸出されるフレッシュマンゴーは、全て現地でVHTと呼ばれる高温

水蒸気による殺虫処理をしてからでなければ出荷出来ないようになっている。日本から出向して駐在する農

水省の検疫官が承認した貨物でなければ輸出で来ない。実はアルフォンソマンゴーの産地に近いムンバイに

ある殺虫処理を行う施設は中央卸売市場の青果部の中にある。インドマンゴーは、原則グローバルギャップ

という安全農法の世界基準を満たした農園のものでなければ輸出出来ない事になっている。従って残留農薬

もないはずであるが、日本に輸入する時の検査で農薬が基準値を超えて検出されてしまったのである。我々

は原因を突き止めるべく何度も現地に赴き奔走した。色々調べたが農園もマンゴーも白である。一切汚染の

可能性が考えられないのである。施設の汚染については、インド政府も航空会社も全面的に否定した。 

しかし、丹念に調べていく内に、私は原因解明の糸口を

つかんだ。それは市場内で野菜を梱包するために使用され

ている紙製の箱にあった。マンゴー輸入解禁の頃、輸入時

に一度残留農薬違反を申し渡された事があった。その時も

苦労して調査したが、原因はマンゴーを入れてあった紙箱

にあった。違反とされた物質は農薬としては不許可である

が、段ボール等にカビ防止の目的で使用されることは許可

されていた。そのために違反物質が輸送中にマンゴーに移

って汚染を引起したのであった。その後発泡スチロールの

箱(写真3)で梱包するように変更して以降は、違反は起きていなかった。 

ところが、残留農薬の濃度は、僅かではあるが、どういう訳か毎年少しずつ上昇していたのである。私は

その点に着目した。そして次の様な仮説を立ててインド政府と日本政府の厚生省に説明した。使用済みの箱

は、解体して市場内のあちこちに積んである。いずれ搬出して焼却或いはリサイクルされるであろうが、一

部は雨などに打たれて化学物質が水に溶けて流れ出す。そして地面に広がった後、雨上がりには蒸発又は乾

燥して宙に舞い上がる。それらは空気に混じり消毒施設の吸気口から侵入し、施設内に少しずつ堆積してい

った。そして再び基準値を超える汚染を引起した。最終的にはこの仮説を裏付けする過去の検査結果のデー

タが見つかり、インド政府もこれを認める事となった。その後は、消毒後のマンゴー果実を水蒸気の水滴が

乾かぬうちに布巾を使って一個一個ふき取る方法をとり、残留農薬ゼロもしくは基準値以内で輸入を終える

事が出来た。私の仮説は正しかった。 

一方、その後の検証で、この方法は人海戦術をとらなければならないため、コストがかかりすぎる事が分

かった。また、人間が行う事であるため、拭き残しやムラ、拭き取り忘れが起きることもあると思われた。

そのようなマンゴー果実が運悪く検査用サンプルとして収去された場合には違反となり、一旦市場に出たも

のも回収しなければならなくなる。また、違反業者としてネット上で厚生省のホームページに実名で公表さ

れる事になり、企業としての信頼を損なう事になってしまう。そのまま輸入を続ける訳にはいかない。私は、

写真3 

筆者 
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解決策として施設の外部移転を提案したが、それには莫大な費用がかかるために、インド政府はこの案の採

用には消極的であった。 

このような経緯により、現在インド産フレッシュアルフォンソマンゴーの輸入は休止の状態になってしま

っている。ここで誤解のないように申し上げておきたいが、他の産地の別の種類のフレッシュマンゴーは一

部の商社が輸入を再開している。他の地域では消毒施設が市場外にあるために、ムンバイのような汚染が起

きる心配はない。それではそこでアルフォンソを消毒して輸出してはと考える方も居ようが、最も美味しい

と言われるラトナギリ産の、しかも非常にデリケートなアルフォンソマンゴーは、他の地域にある施設まで

の輸送に耐えないのである。私は、今後インド政府と日本政府、及び関係者の努力で、再びラトナギリ産の

フレッシュアルフォンソマンゴーが日本に輸入され市場に並ぶ事を望んでいる。一旦そのためのプロセスを

廃止してしまった、生鮮果実専門の輸入商社でない私共が、輸入を再開することは恐らく難しい。 

今後インド側の施設が改善された暁には、輸入を再開しようという商社も現れてくるのではないかと思う。

そのような時には、私の経験やアルフォンソマンゴーについての知識をシェアして頂き役立てて頂ければ有

り難いと考えている。何故かというならば、それはアルフォンソマンゴーを再び幻のマンゴーにしてしまい

たくないからである。 

フレッシュアルフォンソマンゴーの日本輸入解禁に関係した全ての人々の努力に感謝し、謹んでこれを捧

げる。 

 

<筆者 略歴> 

 増田泰三  有限会社シタァール 代表取締役  

  シタァールコミュニケーションズ代表 

       公益財団法人日印協会 理事 

熊本県出身 1953年10月生まれ 59歳 

 出身校  法政大学社会学部社会学科卒業 

 趣味   芸術鑑賞 スポーツ（水泳、武道、サーフィン） 

1976年2月   印度料理アジャンタ入店 

1978年3月   法政大学卒業  

1981年3月   ｢印度料理シタールの前身｣である｢手造りインドカレーの店シタール｣開店創業 結婚 

1988年2月   有限会社シタｧールを設立 

1995年          インドからアルフォンソマンゴーの加工品の輸入を開始 

2006年7月   インドよりフレッシュマンゴーの輸入を開始(通関第1号となる) 

2012年1月    インド産フレッシュマンゴーの取引の一旦中止を決定 

今日に至る 

<印度料理シタール> 
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Ⅰ. 内政  

1月7～8日、18日 

 8日及び9日付のヒンドゥー紙他は、7日、ジャールカンド解放戦線(JMM)がジャールカンド州連立政権か

らの離脱を表明、これを受け、翌8日、インド人民党に所属するムンダ州首相が辞任したことを伝えてい

る。18日には、ムカジー大統領が憲法第365条第1項に基づいて大統領統治を宣言した。 

メモ：  

ジャールカンド州では、与野党いずれの陣営も過半数を満たしておらず、多数派工作により、少数政党や無所属議員

の発言力が相対的に高くなったことを受け、州政権が不安定となっており、過去にも 2009年1～12月､2010年6～9月

に大統領統治下に置かれている。今後は､組閣に向け各政党による多数派工作が展開されると見られる。 

1月9日 

 9日付タイムス･オブ･インディア紙は、国会議員が犯罪に問われた場合、ファースト･トラック方式による

迅速な裁判が適用されるべきだとのカマル･ナート議会担当大臣の発言について与野党の議員が反対してい

ることを伝えている。迅速な裁判は、市民グループが求めているものであるが、与野党議員の反応は、市

民社会と政府との間の溝を更に広げることになりそうだと報じている。 

1月11日 

 11日、インド選挙管理委員会は、東北インドのナガランド州、メガーラヤ州及びトリプラ州の州議会選挙

日程を発表。投票日についてはナガランド州及びメガーラヤ州について 2月 23日、トリプラ州は 2月 14

日を予定しており、開票日は3州とも2月28日となっている。 

1月19日 

 20日付ヒンドゥスタン･タイムス紙他は、19日からジャイプル(ラジャスタン州都)において開催されてい

たコングレス党大会において、ラフル･ガンディー幹事長が副総裁に選出されたことを伝えている。副総裁

への就任は、次期総選挙において、ガンディー氏が首相候補となることを意味すること、また、同党は、

これまで焦点を当てていた地方や貧困層等の社会的弱者に加え、若い世代や中間所得者層等にも焦点を当

てていくことになるとの見方が報じられている。20日、同副総裁は 45分間に亘る演説において、党の候

補者の選出方法や新たなリーダーの育成等について、段階的に変更していきたいとして、抱負を語った。 

メモ：  

ガンディー副総裁は、2004年に政界入りし、同年の下院議院選挙において、ウッタル･プラデーシュ州のアメティー地区

から当選。2007年に、青年関係を担当するコングレス党の幹事長に就任、2012年11月には2014年総選挙における選

挙対策委員会の長に選出されている。 
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1月20日 

 21 日付ヒンドゥスタン･タイムス紙は、ウッタル･プラデーシュ州の動物園において、野良犬の一団が 31

頭のブラックバック(注; 偶蹄類に属する動物で、インド、ネパール、パキスタンに生息)を攻撃し、全頭

を死亡させたとして、同州首相が園長に処分を下したことを報じている。この動物園では、昨年の雨によ

り壊れた柵が放置され、鉄条網が仮の柵として設置されていたが、野良犬の一団は鉄条網を抜けて進入し

た。 

1月21日 

 21 日付のヒンドゥスタン･タイムス紙は、カリヤン･シン元ウッタル･プラデーシュ州首相の人民革命党が

インド人民党と合併する見込みである旨報じている。 

メモ：  

カリヤン･シン元ＵＰ州首相は、2009年までインド人民党に所属。過去にも同党を離脱し、再度入党した経緯が複数回あ

る。同州首相は、アヨーディヤにあるイスラム教寺院バブリー･マスジットにおけるラーマ生誕地寺院建設のため州政

府としての土地の購入を進めるなど、1992 年のアヨーディヤ事件(ヒンドゥー教のラーマ神の誕生地とされるアヨーディ

ヤにあるバブリー･マスジットについて、これがかつてラーマ誕生地寺院を破壊して建設されたものだとの主張に基づ

き、ラーマ誕生地寺院建設運動が展開されていたが、1992年12月数千人のヒンドゥー至上主義者達がモスクを襲撃し

て破壊した事件)の関わりも指摘されている。 

1月22日 

 22日付のヒンドゥー紙他は、デリー高裁が、オーム･プラカーシュ･チョウタラ元ハリヤナ州首相及び息子

のアジャイ･チョウタラ同州議会議員に対し、教職員の雇用に不正があったとして、10 年の懲役を言い渡

した旨報じている。インドにおいては、2年以上の禁固刑が確定した場合、刑の確定から釈放後 10年間ま

で公職に就くことが禁じられており、両者は今後 16年間選挙に参加することができない(3ヶ月以内に控

訴する場合には州議会議員の地位は確保可能)。 

メモ：  

オーム･プラカーシュ･チョウタラ元州首相は、インド国民民主党(ＩＮＤＬ)に所属し、ハリヤナ州やウッタル･プラデーシュ

州東部で力を有する土地持ち農民のコミュニティーであるジャート･コミュニティーを代表する政治家。過去に同州首相

を 5 期努めた。州内ではＩＮＤＬ政権が｢グンダー･ラージ(ならず者の統治)｣と揶揄されるなど、その政権運営について

は賛否両論であり、最近では、同じくジャート･コミュニティー出身である会議派のフーダ州首相の陰に隠れがち。同州

の州議会選は2014年を予定しており、今回の判決は同州政治に影響を与えそうである。なお、同州のグルガオンやマ

ネサールには日本企業が多く進出しており、同州は小さな州であるが、その政治は大きな関心の的である。 

1月23日 

 インド人民党(BJP)発表によれば、同党総裁選が実施され、前総裁のラージナート･シン下院議院が満場一

致で総裁に選出された。任期は2013～15年。 

メモ：  

ヒンドゥスタン･タイムス紙等インド報道によれば、二期目の総裁就任を狙うガドカリ氏が敗れ、ラージナート･シン氏が

総裁に就任した背景には、ＢＪＰの支持団体である民族奉仕団(ＲＳＳ)がシン氏を強く支持していたことがあるとのこと

である。 

1月26日 

 26 日付ヒンドゥー紙は、共和国記念日である 26日、インド政府が功績者に対する勲章を授与したことを

報じている。本年勲章を受賞した者は合計108名。 

メモ：  

本年は、インドの勲章における最高位のバーラット･ラトナ賞受賞者はいないが、パドマ･ビブーシャン賞について、宇

宙科学者のナラシンハ氏、物理学者のヤーシュ･パル氏を含む 4 名が受賞。パドマ･ブーシャン賞については、女優の

シャルミラ･タゴール、ボクシング選手のメアリー･コム、昨年引退したクリケット選手のラフール･ドラヴィダ、サバルタン

研究のガヤトリ･スピヴァックら 24名が、パドマ･シュリ賞は、デザイナーのリトゥ･クマール、俳優のナーナー･パテカー

ル等80名が受賞した。 

1月27日 

 28日付ヒンドゥー紙は、インド人民党(BJP)のラージナート･シン総裁及びモディ･グジャラート州首相が 2
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時間に亘る面会を行い、2014年の下院選挙について意見を交わした旨報じている。同紙によれば、総裁就

任後のシン氏は、メディアから、モディ州首相がBJPの首相候補となるか否かについての質問攻めにあっ

ており、これまでのところ、首相候補については、適当なタイミングで決定されるだろうとの模範解答を

繰り返しているが、総選挙に先立ってモディ州首相は何らかの党の役職に就任するのではないかとの見方

が大半であるとのこと。 

1月28日 

 29 日付ヒンドゥー紙(チェンナイ版)は、28 日、31日に開所式を予定している新チェンナイ空港国内線タ

ーミナルの名称の変更(国民会議派の元総裁の名前でもある｢カマラージ｣から｢MG ラーマチャンドラン｣へ

の変更)に反対するデモが行われたことを報じている。 

メモ：  

今回の名称変更の背景には、ジャヤラリータ･タミル･ナードゥ州首相が、同州首相の所属政党である全インド･アンナ

ー･ドラビダ進歩連盟(ＡＩＤＭＫ)の創始者であるＭ.Ｇ.ラーマチャンドラン氏の名前の採用を提案したことがある。正式な

名称変更には、連邦政府の許可が必要となっているため、まだ正式に名称は変更されていない。 

ちなみに、もともと著名な映画俳優であるラーマチャンドラン氏は、ドラビダ連盟(ＤＭＫ)に所属するも、カルナーニディ

同党党首(前同州首相)と対立、同党創始者のアンナードゥライの遺志を引き継ぐとして新たにＡＩＤＭＫを 1972年に立ち

上げた。以降、タミル･ナードゥ州政治は、ＡＩＤＭＫとＤＭＫを軸とする二大政党政治となっている。 

1月29日 

 30 日付ヒンドゥー紙は、ダージリンでの行事に参加したママタ･バナジー西ベンガル州首相が、行事に参

加した人々がダージリン地域の西ベンガルからの分離を訴えたのに対し、政府の行事において政治的な発

言は控えるべきだと発言。これについて、同席していたグルン･ゴルカ人民解放戦線(JJM)の総裁は、同州

首相は、ダージリンは西ベンガルの一部であると執拗に発言する必要はなく、政治的な発言をしたのは同

州首相ではないかと発言したことを報じている。 

 

Ⅱ. 経済  

1月9日 

 10日付ヒンドゥー紙他は、バンサル鉄道大臣が、1月22日から鉄道運賃を全面的に値上げすることを発表

したことを報じている。鉄道運賃の値上げは10年ぶり。バンサル鉄道大臣は、今回の値上げにより、イン

ド国鉄の収入が年間660億ルピー増加する見込みであること、鉄道の安全対策やサービスの向上のために

も今回の値上げ措置についての国民の理解を求めた。インド国鉄は、国鉄の運営のみならず、貨物専用鉄

道建設等の新規プロジェクトのために資金を必要としているとのことである。 

メモ：  

今回の値上げにより、デリー～ムンバイ間の寝台車の料金は 388ルピーから 465ルピーへ、デリー～パトナ間のエア

コン付き三等車は899ルピーから 1,005ルピーに値上げされることが提案されている。 

1月10日 

 11 日付ヒンドゥー紙他は、鉄道運賃の値上げについて、連立与党政党であるドラビダ進歩連盟(DMK)のほ

か野党インド人民党(BJP)が反対している旨報じている。 

1月11日 

 11日、インド商工省は、2012年12月の貿易額(暫定値)を発表した。同省プレスリリースによれば、輸出

は 8ヶ月連続で前年同期比減となり、貿易赤字は引き続き拡大傾向にある。12日付のフィナンシャル･エ

キスプレス紙によれば、ラオ商務次官は、輸出の減少傾向はやや収まりつつあり、1月 1日より輸出刺激

策を実施しており、本年1月から3月の輸出は一層改善されるだろうとの見込みを示した。 

メモ：  

輸出：2012年12月の輸出額は 248.78億ドル。前年同月比1.92％減。 

輸入：2012年12月の輸入額は 425.50億ドル。前年同月比0.71％減。 

貿易赤字：2012年4～12月の貿易赤字は、1,471.72億ドル(前年同期1,373.73億ドル) 

1月18日 

 18 日付のタイムス･オブ･インディア紙は、現代自動車インディアは、これまで韓国人が就任していた(重
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要事項についての決定権を有する)役職について、今後1年の間に、インド人の起用を進めることを明らか

にしたことを報じている。同社は、部長クラスのインド人は現在 89%であるが、2014年までにこれを100%

にしたいとしている。また、4つの販売区域を 5地域に再編したことに加え、各売り上げ地域のトップの

役職も韓国人に代わりインド人を起用したとのことである。 

 18 日付のヒンドゥスタン･タイムス紙によれば、エア･インディア社は、米連邦航空局(FAA)によるボーイ

ング787機(ドリームライナー)の運行停止命令を受けて、同社が所有する6機のドリームライナーの運行

を停止した。ドリームライナーは同社の経営再建の要でもあったことから、同社にとって痛手となる見込

みとのことである。 

1月20日 

 21日付のタイムス･オブ･インディア紙(コルカタ版)は、20日、ムカジー大統領等出席を得、コルカタ空港

新統合ターミナルビルの運用開始式典が行われたことを報じている。現ターミナルから新ターミナルへの

移行は、国際線より順次行われる予定であり、3 月末には新ターミナルの全面的運用が可能となるとの見

通し。 

1月21日 

 22日付のヒンドゥスタン･タイムス紙によれば、外国投資促進委員会(FIPB)は、21日、スウェーデンのIKEA

社による1,050億ルピー規模の投資を許可したことを伝えている。IKEAは、インド全土にカフェテリアを

併設した店舗を展開する予定。シャルマ商工大臣は、｢この決定は前向きな動き。インド政府は、雇用を創

設し、技術を付与するような外国投資を後押しする｣旨コメントした。本件投資計画は閣議での承認を得る

必要があるとのことである。 

 21 日付のヒンドゥスタン･タイムス紙は、インドでの売り上げと市場シェアの減少を懸念したスズキ自動

車の鈴木修会長が、25日に予定されているマルチ･スズキ社の取締役会に出席するため、1日のインド訪問

を予定している旨報じている。鈴木会長による同社の取締役会出席は5年ぶり。2012年度第2四半期の同

社の市場シェアは37%(第1四半期は44.06%)、売り上げは約23億ルピー(第1四半期は約42億ルピー)に

落ち込んでいる。 

1月28日 

 29日付のヒンドゥー紙は、ウッタル･プラデーシュ州アーグラで行われたインド産業連盟(CII)主催のグロ

ーバル･パートナーシップサミット2013年に参加したアキレシュ･ヤダブ同州首相が、アーグラ及びクシナ

ガルの空港、及び官民資金連携(PPP)による2,300億ルピー規模の高速道路整備を含むインフラ整備を計画

していることを発表した旨報じている。 

1月29日 

 29日、インド準備銀行(RBI)は、金融政策会合を開催し、レポレートを現在の8.0%から0.25%引き下げ7.75%

とすることを決定。レポレートの利下げは昨年 4月以来約 9ヶ月ぶりとなる。また、預金準備率も 0.25%

引き下げ 4.0%となった(2月 9日から)。RBIは、今回の金利引き下げの理由を、インフレリスクが緩和さ

れたことに伴い成長のための適切な環境を整えること、インフレの統制及び流動成長性としている。 

1月30日 

 31日付けヒンドゥー紙(チェンナイ版)は、インドL&T社によるチェンナイ近郊のカトゥパリ港の開港式が

実施されたことを報じている。 

 

Ⅲ. 外交  

1月8日 

 9～10日付ヒンドゥー紙他は､8日、カシミール州プーンチのクリシュナ･ガティ･セクターにおいて、パキ

スタン兵が管理ライン(LoC)を500～600メートル越境し、インド兵2名を殺害した旨報じている。殺害さ

れた 2名の兵士のうち、1名は首が切断されていた。パキスタン兵は、もう 1名の兵士の首を切断しよう

としているところに、インド軍の援軍が到着、30分間の銃撃戦の後、インド兵の武器を奪い逃走。2名の

遺体には、首の他、胸や大腿部に切断の後があった。 
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メモ： 

8日、インド外務省は、パキスタン側の主張する 6日のインド軍によるＬｏＣ越境及び停戦違反を否定するとともに、9日

にはインド外務省及び国防省が、パキスタン兵によるインド兵2名の殺害に関するプレスリリースを発表。 

(1)インド外務省のプレスリリースの内容は以下のとおり。 

9 日、マタイ外務次官は、在インド･パキスタン高等弁務官を外務省に招致し、8 日の停戦違反を抗議。パキスタン政

府は、直ちに調査を行うとともに、再発の防止に努めるべき。 

(2)インド防衛省によるプレスリリースの内容は以下のとおり。 

インド政府は、今回の停戦違反を挑発的な行動とみなし、非難する。政府としてパキスタン政府との間で本件につい

て取り上げる。パキスタン政府が停戦合意を遵守することを期待する。 

1月22日 

 21日、インド外務省は、インドを訪問中のカー豪外相とクルシード外相との間での外相会談後に行われた

共同記者会見のトランスクリプトを発出。両国は、3 月に民生用原子力協力協定に関する交渉をデリーに

おいて開始することを合意。 

 22 日、インド外務省は、インドを訪問中のピーリス外相とクルシード外相との間で開催されたインド･ス

リランカ第8回合同委員会に関する共同プレス声明及び合意文書のリストをホームページにおいて公表。

23日付のヒンドゥー紙は、両国の境界の海域にある海外企業への石油ブロックの割当てに際し、インド政

府は、スリランカ政府に対して地域のセンシティビティに配慮するよう求めたと報じている。報道によれ

ば、本件については、昨年インドが国連人権理事会において反スリランカ票を投じたために進展していな

かったが、今回は、インドはスリランカから前向きな回答を得られたとのことである。 

メモ： 

同公表によれば、両国は、貿易、投資、開発協力、科学技術、電力、農業、保健、人的交流、連結性、文化、教育等２国

間関係全般について協議した他、両外相は、国際テロ・不正薬物密輸の対策に関する合意及び二重課税回避に関する

協定に署名。 

1月26日 

 26日付のタイムス･オブ･インディア紙は、2月6日からの米国による対イラン制裁により、インドのイラ

ン原油輸入への影響、インドによるイランのチャバハール港開発計画への影響について報じている。 

メモ： 

2 月 6 日からの制裁により、イランは海外で得た収入を本国に送金することが認められなくなるため、ルピーで支払っ

た代金は、インドからの物品輸入にのみ使用可となる。チャバハール港開発計画には、インドの銀行に預金されてい

るイランのルピー資産を活用することが想定されていたため、今回の措置の影響が懸念されている。 

同紙によれば、インドは既にイランからの原油の輸入を減じており、原油輸入全体に占めるイラン産原油の割合は

10％未満まで低下している。 

 

Ⅳ. 日印関係  

1月29日 

 30日付タイムス･オブ･インディア紙は、29日、デリーにおいて、第1回日インド海洋に関する対話が開催

されたことを報じている。同報道によれば、本件対話は、昨年4月の外相会談で合意されたもので、イン

ドは、日本との対話の設立を決定する一ヶ月前に中国と海洋に関する対話を行うことを決定しているが、

中国に先立って日本との対話を実施したことは、インド政府にとっての安全保障の優先順位を表すもので

あるとのこと。 

メモ： 

報道によれば、両国は、アジア太平洋地域における海洋問題に関する全般的意見交換を行い、日本側から、南シナ海

情勢、東シナ海情勢及び日本の海賊対策について説明を行った他、インド側からは、インド周辺の海洋を巡る情勢に

ついて説明を行った。 
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今月の注目点 ：ラフル･ガンディー氏コングレス党の副総裁に就任 

～ガンディー家の御曹司、遂に表舞台に登場～ 

 1月に入り、ネルー･ガンディー家の御曹司であるラフル･ガンディー氏が副総裁に就任した。 

これまでも党の役職には就くも、あくまでも複数いる幹事長の一人という立場にすぎなかったが、

今回の副総理の就任をもって、ソニア･ガンディー総裁に次ぐ党内での地位を確立、名実共に党内

№２となったことを意味している。今回の就任により、コングレス党は、ラフル･ガンディー副総

裁を、同党の首相候補に据えることが想定される。対するインド人民党においても、支持母体であ

るＲＳＳが強く押したと言われるラージナート･シン元総裁が、同党総裁に就任した(今回の総裁就

任は二度目)。ラージナート･シン総裁の総裁就任は、どちらかと言えば無難な選択という印象を与

えるものの、いずれにしても、両勢力とも来年の総選挙を見据え、選挙戦のための準備を着々と整

えているということであろう。 

 コングレス党は、また、同党大会において、５６か条の宣言を発表。これまで貧困層の支持を取

り込むため｢包摂的成長｣を政策目標として掲げてきたが、今回、大衆(アーム･アードミー)の定義

を拡大し中間層も含めることを発表した。コングレス党は、独立直後等もともとは中間層の支持を

中心とした政党であったが、今回の党政策の変更及びラフル氏の副総裁就任により、失った中間層

の支持を取り込み、また、若者等若い世代の支持取り込みを狙っているとのことである。インド政

界のサラブレッドとも言えるラフル氏は、インドの中間層の求める政治家となることができるので

あろうか。総選挙までの一年間の動きに注目したい。 

＝◇ 最近のイベント ◇＝ 

◆写真展｢ブッダの智慧の道｣ 

インドで始まった仏教をテーマとする二人の写真家ビ

ノイ･ベールと松本榮一による写真展が、2013 年 1 月 5

日から 11 日にかけてデリーの India International 

Centre のギャラリーで開催されました。開会式には

ICCR(Indian Council for Cultural Relations)総裁のカ

ラン･シン氏をはじめ200名近い人々にご出席いただきま

した。とりわけ、ビノイ･ベールと松本榮一による秋の奈

良、京都の写真は高い評価をいただきました。会場には

国営放送ドゥールダルシャンをはじめとした、多くのプ

レスの取材も入りました。 

東大寺の大仏開眼法要に菩提旃那というインド僧が導

師を務めたことが改めて検証され、1400年にわたる日印交流の歴史が改めて多くの人々に知られることに

なりました。この写真展は、日印国交樹立 60周年記念企画の一環として、昨年インド大使館が開催した築

地本願寺と東大寺における写真展｢仏陀の智慧の道｣の三回目の展覧会として二人の写真家によって企画さ

れ、日印協会の御後援のもとに開催されたものです。 

文 松本榮一(写真家･日印協会個人会員)  

 

◆共和国記念日祝賀会 

去る 1月 28日（月）正午から、第 64回インド共和国記念日祝賀会がホテルオークラ･アスコットホール

で、約 600人のインドとご縁の深い方々が参列して、盛大に開催されました。当協会から森喜朗会長(表紙

4. イベント紹介 
Japan-India Events 

<開会式で挨拶をするスズキグラフィカルの 

鈴木浩二氏    左端は著者> 
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写真)、平林博理事長夫妻、原佑二常務理事ほかが出席しました。 

会場では、インド国旗の前で、ディーパ･ゴパラン･ワドワ駐日イ

ンド大使が祝意を受けるため、長蛇の列となった参列者一人一人に、

笑みをたたえながら丁寧に応対している姿が印象的でした。近年国

際社会における地位が年々増大しているインドの大国振りを垣間見

る思いでした。 

会場中央には氷で製作されたインド門が設置され、

共和国記念日らしさが演出されていました。協会の役

員の方々や会員の方々、インドにかかわりのある者同

士が、旧知の間柄であるか、初対面であるかを問わず、

この機会とばかり美味しい料理を楽しみながら、情報

交換や懇親を深めていました。 

 

 

＝◇ 今後のイベント ◇＝ 

◆八木 毅 在インド特命全権大使 講演会 

当協会と日印経済委員会並びに日本経済団体連合会の共催で、2 月末に一時帰国のご予定の八木毅駐印

大使を講師にお迎えして、近年とみに政治･外交･経済の各面で国際政治上重きを増しているインドの最新

の情勢をお話頂きます。皆様のご参加をお待ちしております。 

日  時: 2013年 2月 26日(火)16:00～17:30 (受付開始 15:30) 

講  演: ｢インドに赴任して ―最近のインド情勢と日印関係― ｣ (仮題) 

講 師: 八木 毅 駐印特命全権大使  

場  所: 経団連ホール(東京都千代田区大手町 1-3-2 経団連会館 2階) ☎ 03-6741-0222 

東京メトロ｢大手町｣駅下車 C2b出口直結) 

参加費: 無料 (但し、非会員は当日１名につき 2,000円申し受け致します) 

なお、定員は三団体合わせて 200名のところ、法人会員は各社 3名、個人会員は 50名まで、 

いずれも先着順とさせて頂き、お断りする場合のみご連絡致します。 

申  込: 氏名、会員･非会員、所属、連絡先(電話番号/FAX/E-mail)を明記のうえ、 

件名を『2月 26日講演会』として、FAXまたは E-mailにて日印協会事務局にお申込み下さい。 

〆 切: 2月 20日(水)  

問合先: 公益財団法人日印協会 事務局  

☎ 03-5640-7604    FAX 03-5640-1576    E-mail: partner@japan-india.com 

 

 

◆◇◆ お知らせ ◆◇◆  

 

まだまだ試験運用の段階ですが、 

日印協会も、2月 7日から facebook デビューしました。 

日本とインドの様々な分野で関わる多くの方に、 

インド関連のニュースやトピックスなどを通じて 

交流の輪が拡がることを期待しています。 

皆様からの積極的な提言や情報提供をお待ちしております。 

是非訪問後に“いいね”をクリックして下さい。 

協会 facebook URL  http://www.facebook.com/japanindia 
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<次回の『月刊インド』の発送日> 

本号は 2-3 月合併号のため、次回発送は 4 月 12 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。 

 

<お知らせ> 

 日印協会では、各種講演会やセミナーの開催、市民大学や地域の団体が主催する催し等にも参加

して｢日印の相互理解｣の推進･応援をしています。 

  講師のご依頼やご照会があった場合は内容に応じて、理事長を始め協会役員や会員の方をご紹介

し、ご依頼があれば後援もしております。インドに関する講演のご希望がございましたら、事務局

までご連絡下さい。 

 また、『月刊インド』へのご投稿をお考えの方も、事務局までご連絡下さい。 

 皆様からの、ご意見･ご要望も承っております。 

 

<編集後記> 

本文でもご紹介致しましたが、協会も facebookを始めました。ようやく試験運用まで漕ぎつけま

したが、facebook なんて、本屋に売っていないのは知っていますが、やったことなぞありません。

試験運用の日、技術面のサポートをして下さる方の説明を聞いても、｢あぁ～、はぁ、わかった…と

思います｣という情けない返事しかできませんでした。 

何分初心者ですので、サクサクと更新するにはまだ時間がかかりそうですが、皆様に“いいね”

をクリックして頂けるよう頑張りますので、応援お願い申し上げます。 (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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5. 掲示板 
Notice 

 

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 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) 

 



 

 

 


