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公益財団法人日印協会  業務執行･常務理事  原 佑二 

 4月、5月の連日 40度を超す猛暑の時期も過ぎ、例年より早くモンスーンの季節となったデリーに、7

月 8日から 1週間出張しました。目的は最近のインド事情、特に減速が伝えられる経済実情につき関係

者から聴取するためで、在印大使館、JICA、JETROや国際交流基金等の関係機関と日系企業数社を訪問

しました。また 6年ぶりにラジャスタンの｢ニムラナ日系企業工業団地｣に足を延ばし、既に 20社が操業

を開始した団地の変貌ぶりを見て参りました。現地で伺った貴重な情報や資料は、出張報告書ともに協

会の事務所に保管し皆様に閲覧頂けるよう整理しておきますのでご活用ください。 

【インドの経済・政治概況】 

2010年度に 9.3%を記録した実質 GDP成長率も、2011年度に 6.2%、今年 3月に終わった 2012年度は

5.0%に落ち込みました。プラス成長とはいえ、裾野に多くの関連産業が関わる自動車の国内販売が連続

７ヶ月前年実績を下回った(注 1)ことに象徴されるように、個人消費を含め景気の減速･停滞感がありま

す。景気の更なる落ち込みを懸念する向きは少ないのですが、インフレ対策としての高金利政策、輸入

原材料の上昇に直結するルピーの大幅下落(注 2)が、経済に影を落としています。 

現政権は引き続き外資導入策や国内諸規制の緩和による経済の活性化を進めています。来年の総選挙

目当てともいわれる与党が提出した膨大な貧困層の支援策である｢食料安全法｣成立の行方、そして例年

より早く始まったモンスーンによる秋の収穫への期待など、内外の関係者は先行きを注意深く見守って

いる状況です。 

来年春に行われる総選挙も、シン首相に代わるリーダー候補を欠く国民会議派に対し、対抗する BJP

はモディ･グジャラート州首相をトップとする候補の一本化ができましたが、他政党との連携に難がある

ことから、政局の先行きに対する不透明感があります。 

 *注 1; 8月中旬の発表では、自動車販売は引き続き不振で、連続 9ヶ月前年実績を下回りました。 

 *注 2; 8月中旬には、ルピーは対米国ドルに対し65ルピー(日本円で約1.5円)と史上最安値を記録しました。 

【日印関係】 

5月末のシン首相の訪日により改めて確認されたように、両国関係は政治及び経済協力の面でも順調

です。日系企業の進出も、1,000社を越えようとする勢いです。それを裏付けるように、在留邦人の数

は 2012年度末には 7,000人を超えました。2年前の 2010年度から 2,500名以上増加し、特にデリー周

辺は、過去 1年だけで約 1,000名増加しました。 

【ニムラナ工業団地訪問】 

｢日系企業専用ニムラナエ業団地｣は、2006年にラジャスタン州政府とジェトロとの覚書締結で始まっ

た事業です。亡くなった清好延氏に案内して頂いてから 6年、荒野であった工業団地の様相はすっかり

変わりました。44社が用地を契約、生産を開始した会社も既に 20社に達しました。自動車関連の企業

が多く、常時 80名から 100名近

い邦人が滞在されているとのこ

とです。デリーから車で約 3時

間という立地で、何かと不便は

ありますが、近隣には近代的な

シティー･ホテルやサービス･ア

パート、そして日本食レストラ

ンもできるなど、長期滞在者や

1. 出張報告 
Field Trip to Delhi & Neemrana 

Reception for New & Former Japanese Ambassadors to India 

<ニムラナ団地の様子> 



 

4 

Kirti Nagar 

Mundka

arpur 

Central 
Secretaria
t 

NEW DELHI 
STN(中央駅) 

Badarpu

r 

NOIDA 
City 
Center 

Dilshad 
Garden 

Jahangirpuri 

Rithala 

DWARKA 

I.G.I  
Airport 

DWARKA SEC21 

HUDA City Centre 

Delhi Metro Rpute Map 

出張者にとって重要なインフラも少しずつ整備されてきています。進出企業の責任者の方々と面談しま

したが、工業団地運営においてラジャスタン州政府の関係は良好とのことです。ただ予想を超える自動

車需要の落ち込みに加え、 

・昨年マルチスズキで大混乱を起こした外部の左翼勢力が、ニムラナ地域でも労働者を煽動して組合結

成の動きがあり注意をしている。 

・ルピー安により輸入する資材や部品コスト、またディーゼルの高騰によりトラック輸送に頼る輸送費

のコスト増を転嫁できるような状況ではなく頭が痛い。 

とのことでした。 

【デリー･メトロ】 

商業運転開始から丁度 10年、首都圏デリーのまさに“大動脈”となったデリー･メトロの 3路線に乗

りました。目本の ODA史上でも最も成功した事例の一つとして、とくにインド側から高い評価を得てい

ることはご存知の通りですが、平林理事長が大使時代に推進･実現した事業で、私にとっても当時勤務し

ていた三菱商事が車両を納入するなど思い出で深い事業です。 

現在の営業路線は全部で 6路線、計約 185kmと東京メトロの 195kmに匹敵しますが、環状線の新設や

各路線の延長により2016年には更に140km延びる予定で工事が進んでいます。現在最も長い路線は56km

と小田急線の新宿から相模大野に匹敵するなど、毎日 200万人以上が利用しています。メトロはデリー

市の中心部こそ地下駅ですが残りは全て高架、高架駅です。全線踏切は全く無しという都市交通網を僅

か 10年で完成させ、さしたるトラブルもなく運営していることは、本事業が世界的にも見てもいかに偉

大なものであるかを、改めて実感しました。 
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今回の出張では今まで乗車したことのない下記の◎印した3路線に終点から終点まで乗ってみました。 

路線名(完成時期順) 全長(km)  駅数  運転区間 

・Red line  25   21     Dilshad Garden ⇔ Rithala 

◎Yellow  line  45   34    Gurugaon HUDA city center ⇔ Jahangirpuri 

◎Blue line  56   50    Noida City Center ⇔ Dwarka Sector9 (デリー西部) 

・Green line  19   17    Inder Lok ⇔ Mundka 

◎Violet line  20    16    Central Secretariat ⇔ Noida Badarpur, Noida 

・Orange line(airport)  23      6    New Delhi(中央駅) ⇔ I.G.I. Airport ⇔ Dewarka Sector21 

2011年に完成した Orange line(デリー空港線)は、民間の Reliance Industry社が運営する路線でし

たが､高架を支える橋脚に不具合が発見され、運休が続いていました｡しかし今年 5月に復旧、７月から

は事業主体をデリー･メトロ公社に移管し、当面は最高速度を落とすなどして、運航を再開しました。 

デリー･メトロは日本に一歩先駆けて ICカードや ICコインによる無人改札システムを導入するなど、

定時運行、整列乗車、車内マナーの良さから、従来のインドのイメージを一新しています。女性専用車

や老人･女性･幼児優先席の導入、更に駅周辺の駐車場や、短距離移動用のサイクルリキシャ乗り場の整

備など、デリー市民には無くてはならない足と

なっています。またビジターにとっては、デリ

ーの新旧の街並みや、歴史的建造物などを車内

から見ることで、新しいデリーを発見、体験す

ることができます。 

残念ながらデリー･メトロでは車内や駅構内で

の写真撮影は禁止されています。今回唯一車内

に撮影禁止の表示やアナウンスがない、Yellow 

lineから見える、広い森の向こうにそそり立つ

クトゥビナールの素晴らしい写真を紹介します。 

本出張では、毎年デリー往復の航空券を提供頂いているエア･インディア様のお蔭で、美味しいインド

料理の機内食を楽しみながらの快適な旅行でした。デリー滞在中は、法人会員の三菱商事様に社有車の

提供など種々の便宜をご提供いただきました。また宿泊は、協会会員の渡会さんが経営する“SAPNA B&B”、

そして中村行明先生の”World Buddhist Centre”にお世話になり、とても快適に滞在できました。 

御世話になった皆様に感謝申し上げ、私の出張報告とさせて頂きます。 

 

<車窓より望むクトゥブミナール> 
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公益財団法人日印協会 理事 鹿子木謙吉 

日印協会個人会員 ミティラー美術館 館長 長谷川時夫  

今年 21 回目を迎えるナマステ･インディア

の第 1 回目は｢インドの夕べ｣の名で始まる。

1993 年 10 月、東京商工会議所ビルの 7 階国

際会議場で開催された。そのパンフレットに

は経済自由化をすすめる｢新しいインド｣が述

べられているとともに、日本には過去の貿易

や投資の経験から｢新しいインド｣との交流に

取り組む企業や経済人は今なお少ない状況と

書かれ、今後、展開する経済交流に備え中心

となる経済人、特にインドと仕事をする若い

人々がより深くインドを理解し、経済や文化

の交流を更に深めていく事が痛感されると述

べている。このための最初のステップとして

文化や物産に直に触れ、ハートを通じてインドを知ってもらおうとするイベントであると。この、

イベントの本質を貫くモノの考えは後のナマステ･インディアにも引き継がれ、2回目から｢ナマス

テ･インディア｣と呼称され、今日に続く。 

このナマステ･インディアのはじまりとなる｢インドの夕べ｣は、主催: (財)アジアクラブ、日印

経済委員会、後援: 外務省、通商産業省、協賛: 日本商工会議所、日本貿易振興会、(財)日印協会、

日印調査委員会、インド大使館、協力: インド政府観光局、エア･インディア、ミティラー美術館

であった。当時のインドに関係する諸団体が一堂に集まる骨格となっている。開会式は日印経済委

員会会長山下英明氏、主賓のプラカッシュ･シャー･インド大使のご挨拶で始まり、続いてシタール

演奏、民俗画の世界(ミティラー美術館)、インドの観光紹介、インドの書籍･物産販売、エア･イン

ディアの往復航空券があたる福引きなど内容にしては狭い会場だが、盛り沢山だった。 

特に、山奥のミティラー美術館(新潟県十日町市の森)から、等身大のハリボテ象を滞在していた

インドの陶工と共に、彼の作品や絵画も積み運び込んで展示した事は、ユニークは発想であった。

ハリボテの象は分解しても表玄関からしか入らず、エレベーターは無理なので 7階まで階段をみん

なで担ぎ上げ、設置したことが楽しい思い出に残っている。粘土まで運び入れ、ホールの回り廊下

でテラコッタ制作が始まると、この異様な空間に参加者が驚いた。 

ナマステ･インディアの名前の由来について、故清好延氏(当時、日印調査委員会事務局長)は、｢山

下さんからインドへの進出が遅れているのは、インドへの偏見や無理解とか、相手の文化を知る機

会があまりにないこと。多様なインドを知る機会を企業人や一般の人が体験できる機会を作った方

がいいというお話の中で、ナマステ･インディアという名前を出した｣と長谷川に語っていた。 

この丸ごとインドを体験するイベントは、墨田区の協力を得て、第 2回から第 7回まで“すみだ

リバーサイド”で開催され、年々内容が充実していった。 

当初、無償でギャラリーやホールなどを会場として提供して下さった墨田区役所から、社会が不

景気となり、会場経費を半額、やがて全額支払いという告知をもらったときに、開催が経済的に困

2. ナマステ･インディアの歴史 
History of “NAMASTE INDIA” 

  

I 

 

 

 

Lecture report 

<｢インドの夕べ―ナマステ･インディア第 1回｣ 

のリーフレット>   提供; 長谷川時夫 
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難となった。会場探しが始まる。長谷川の知人の

協力により、築地本願寺の宗務長が協力して下さ

ることになった。会場が無償で借りられることと

なる。 

2000年のナマステ･インディア第8回目から2004

年の第 12回目までは築地本願寺で開催した。この

時はインド政府観光局(シヴァカミ東アジア総局長)

が今まで以上に協力して下さり、入場無料、出店

者からは出店料を取るという現在のナマステ･イン

ディアのミニ版となる。会場は駐車場広場にテン

トを立て、第二伝導会館ホールに通じる通路に、

各参加団体ブースとして机を並べるなど、次第にフェスティバルらしい輪郭が形成されていった。

墨田区役所では 2,000人前後であった参加者が 5,000 人を越えるようになる。 

イベントの成長につれて、山から資材を運び出すミティラー美術館の役割も次第に大きくなる。

展示の為のパネルの提供、設置、ステージも大型になると 150 万円前後するようになる。そこで、

美術館が鉄パイプと合板を買い、会場で設置した。見事なステージが出来上がったが、午後になり、

激しい踊りが始まるとステージが揺れ始め、みんなで中に入って押さえたこともあった。この、大

都会の集客力と地方の森の美術館の連係は魅力ある催事に欠く事のできないものとなっていく。 

2002 年の国交樹立 50 周年の年は、1 日借りると 300 万円もする本堂を無償でお貸し頂き、中根

千枝先生の講演会を開催した。この時 ICCR(インド文化交流評議会)はドゥルパッド声楽の 20世ワ

シフディン･ダーガールを派遣し、アルナーチャル･プラデーシュ州派遣の舞踊団も参加した。この

グループはインド大使館、州政府の協力のもと、長谷川が現地の奥地まで行き、舞踊団を編成する

という画期的な方法で実現したものだった(翌年のナマステにはミゾラムの子供含むグループを同

じ方法で招待)。第二伝導会館ホール B2 では、松岡環氏による今でも大変人気なインド映画解説が

行われた。日本人の舞踊、音楽家の演奏、踊り等大変な盛り上がりを見せていく。以来、築地本願

寺でのナマステ･インディアには、次第に人が集うようになった。 

一方で、行儀の悪い一般参加者も出現し、寺院に迷惑のかかる事態にもなっていった。そして日

本経済の停滞が続く中で、当時、商工会議所は経済にもっと力を入れなければならなくなり、参加

団体のどこかが主体的に継続しないのなら、ナマステ･インディアは中止するという事となった。

どの団体からも手が上がらない中、清水の舞台から飛び降りる思いでミティラー美術館が引き継ぐ

事となる。 

2005 年、第 13 回ナマステ･インディアから次第に規模を拡張。会場を代々木公園イベント広場

に移す。第 2 会場“たばこと塩の博物館”視聴覚ホールでの講演会は日印協会と共催、2006 年に

は同館で｢中越地震復興記念 ミティラー美術館展｣を同時期に開催した。2009 年からは協会の主体

事業となった。残念ながら、博物館の移転の為、今年の講演会は中止となった。 

2008 年から多民族国家でもあるインドに対して日本の文化の一つとして北海道二風谷のアイヌ

文化を紹介。ご縁あって、今年 11月、21 名のアイヌ舞踊団の海外初のインド 3公演が実現する。 

2010 年ナマステ･インディアにセミナーハウス、2012 年に菩提僊那ハウスが出現。 

2013 年、今年は｢日印協会創立 110 周年記念展｣のテントを特設、文化エリアを拡大するなどナ

マステ･インディアは成長していく努力を続けている。 

※団体名等は開催当時の名称です。 

<1996年第 4回ナマステ･インディア 
マニプリ・ジャゴイナチョム舞踊団> 

撮影; 鹿子木謙吉 
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---＞＞＞◇◆ 2013年7月分◆◇＜＜＜--- 

 Ⅰ. 内政  

7月2日 

 インド宇宙研究機関(ISRO)は、極軌道衛星打ち上げ用ロケット(PSLV)により、インド地域航行衛星シ

ステムを構成する7基の衛星のうち、最初の1基の衛星の軌道投入に成功したと発表した。今回を含

め、PSLVによるミッションは、連続23回成功している。 

7月3日～5日 

 政府発表やヒンドゥスタン･タイムズ(HT)紙他各紙によれば、3日、食糧安全保障法案を実施するため

の大統領令案が閣議で承認され、5日、大統領の署名を経て公布された。 

メモ:  

同大統領令により、貧困層を含む人口の67％が、米や小麦等の穀物をそれぞれ、毎月5kgまで、1kg当たり1～3ルピ

ーで購入できるようになる。これによる政府の支出は、年間1兆2,500億円となると試算されている。大統領令は、公布

直後から法律と同等の効力を有するが、公布日から6ヶ月以内に上下両院で承認されなければならない。 

今秋に5つの州で州議会選挙が予定され、また、来年の総選挙を控える中で、67％もの人口が裨益する同大統領令

は、コングレス党による選挙対策の一環として見なされている。野党側も、貧困層向けの同大統領令には表だって反

対できないとの事情がある。 

7月5日～ 

 ジャールカンド州では、2010年9月より、BJPとジャールカンド解放戦線(JMM)が連立を組んできたが、

本年1月のJMMの連立離脱を受け、当時のムンダ州首相(BJP)が辞任し、1月18日以降大統領直轄統治下

に置かれてきた。6日付報道によれば、JMMは、5日、コングレス党と、新州政権発足を目指して連携す

るとの合意に達した旨発表した。 

 現地報道によれば、12日、ジャールカンド州に対する大統領直轄統治が終了し、13日、アーメド州知

事の立ち会いの下、ジャールカンド解放戦線(JMM)のへマント･ソレン新州首相が宣誓･就任した。 

メモ： 

報道によれば、ＪＭＭ及びコングレス党は、ＪＭＭのへマント･ソレン前副州首相を州首相とする新州政権発足に向け

連携していくこと、次期総選挙に際して同州の全14選挙区中、コングレス党が10選挙区、ＪＭＭが4選挙区でそれぞ

れ候補者を擁立すること、及び西ベンガル、オディシャ、ビハール、チャッティースガルの各州でも選挙協力を行うこ

とについて合意した。 

7月7日  

 インディアン･エクスプレス紙他によれば、7 日、ビハール州ボードガヤーのマハボディ寺院におい

て、簡易爆弾による連続爆発が発生し、数名が負傷した。7日、シン首相は、爆発を非難する声明を

発表した。 

メモ:  

犯行主体は明らかとなっていない。ミャンマーではロヒンギャ族(ムスリム)が仏教徒と衝突しているが、ロヒンギャ族

と関係の深いイスラム原理主義組織により、マハボディ寺院がテロの脅威に晒されているとの脅威情報があったと

する報道をはじめ、犯行主体や背景について、様々な憶測を呼んでいる。 

7月19日 

 現地報道によれば、19日、ラメシュBJP･タミル･ナドゥ州幹事長が同州セーラム市において何者かに

刺殺された。21日、ジャヤラリタ州首相は、右事件を強く非難した。20日及び22日、右事件に対す

るBJPの抗議デモが州内各地で行われ、約6,000名が逮捕された。 

3. インドニュース(2013年 7～8月) 
News from India 
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7月20日 

 20日、インド下院事務局は、第15回下院議会の第14会期、いわゆる｢モンスーン国会｣の日程を、8

月5日(月)から30日(金)までとすると発表した。 

7月23日～ 

 23～25 日付及び 27 日付ザ･ヒンドゥー紙は、次期総選挙に関する世論調査の結果を掲載した。これ

によれば、コングレス党は131～139議席(前回206議席)、BJPは156～164議席(前回116議席)を獲

得する見込み。 

メモ:  

同世論調査によれば、与野党が連携している政党に変化がない場合、コングレス党を中心としたＵＰＡも、ＢＪＰを中

心としたＮＤＡも、共に170議席前後の獲得にとどまる見込み。諸地域政党の獲得議席は、200議席(前回164議席)を越

える見通し。 

7月29日 

 現地紙によれば、7月11日から投票が行われていた西ベンガル州･内村落自治体選挙は、29日中に大

勢が判明し、州与党トリナムル･コングレス党(AITC)が 17県中 13県において、第 1党となり勝利を

収めた。 

メモ: 

ＡＩＴＣにとっては、コングレス党との連立解消後、初めて臨む大規模選挙となった。今次選挙結果により、ＡＩＴＣは、左

翼に対抗するためにコングレス党と連携せざるを得ないとの幻想が打ち砕かれた。ＡＩＴＣが次期総選挙を単独で闘う

ことを後押しする要素となりうる。 

7月30日 

 31日付HT紙他各紙やコングレス党発表によれば、30日、コングレス党は、党執行委員会を開き、ア

ンドラ･プラデシュ州を分割し、テランガナ州を創設する方針を決定した。現在の州都ハイデラバー

ドを10年間は共同州都とするとした。 

メモ: 

テランガナ州の創設は、野党の反対も想定されないことから、上下両院の審議を経て、来年前半にも誕生する見込

み。新設されるテランガナ州では、コングレス党が優勢であり、テランガナ以外のアンドラ･プラデシュ州地域(コース

タル･アンドラ及びラヤラシーマ)では、ＹＳＲコングレス党が優勢とされている。 

 

Ⅱ. 経済  

7月12日 

 12日、インド商工省は、2013年6月の貿易額(暫定値)を発表。エコノミック･タイムズ紙他各紙とも、

輸出は5月に続き6月もマイナス成長が続いているが、金銀の輸入減少の結果、貿易赤字は5月の約

200億ドルから6月は122億ドルへと減少したなどと報じている。 

メモ:  

商工省のプレス･リリースによれば、2013年6月の輸出入額は以下のとおり。 

＊ 輸出額は 237億ドル。前年同月比4.56％減。 

＊ 輸入額は 360億ドル。前年同月比0.37％減。 

7月15日 

 15日付インド商工省発表によれば、卸売物価指数(WPI)に基づく6月のインフレ率は前年同月比4.86%

となり、5月の4.70%よりわずかに上昇するも、昨年6月の7.58%に比し大幅に低下した。 

7月15日 

 インド準備銀行(RBI)は、15日、過去6週間の大幅なルピー下落を受け、ルピー安抑制措置を発表した。 
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7月16日 

 16 日、インド商工省の発表によれば、シン首相主催の海外直接投資に関する会合において、基本通

信及び移動体通信サービス等への外国資本の出資率上限について、政府認可を得ることを条件に現行

の74%から100%に引き上げる旨決定された。 

メモ: 

17 日付ビジネス･ライン紙の報道によれば、出資比率の上限は、通信分野の外資上限 100％を認めることとした他、

資本再建会社、信用情報サービス等多くの分野でＦＤＩ上限を引き上げた。一方、情報及び放送産業、航空産業、マル

チブランドの小売業、石油及び天然ガス業については、認められなかった。 

7月19日 

 19日付エコノミック･タイムズ紙は、インドASEAN･FTAのサービス･投資協定部分は、昨年12月に大

枠の合意に至ったものの、細部の作業が残っており、本年8月中には決着しそうにないと報じた。専

門家の移動や、医療及び教育部門における相互承認が主な膠着点。 

メモ:  

報道によれば、マレーシアやタイは、協定において、インド人専門家の越境サービスを認めたくないとの立場。インド

側は、エンジニアリング、医療、教育の分野において、専門家によるサービス提供資格の相互承認を行うことを希望

している。 

 政府発表によれば、19 日、シン首相は、インド合同商工会議所(ASSOCHAM)の年次総会にて演説し、

コングレス党の経済運営面の成果についてアピールした。 

メモ: 

シン首相は、同演説において、中期的観点からインフラ整備は極めて重要であり、推進中の以下の事業は、最も高

いレベルでモニタリングが行われていると述べた。 

＊ アンドラ･プラデシュ州と西ベンガル州における大型港の建設 

＊ 新空港及び50の小規模空港建設 

＊ ムンバイ高架鉄道等の主要鉄道計画の推進 

＊ ムンバイ－アーメダバード間の高速鉄道のフィージビリティ･スタディ 

＊ デリー－ムンバイ間、アムリトサル－コルカタ間、チェンナイ－バンガロール間産業回廊の検討 

7月30日 

 30日、インド準備銀行発表によれば、同銀行は、金融政策会合を開催し、政策金利であるレポ･レー

トを現在の7.25%のまま据え置く決定をした。 

 

Ⅲ. 外交  

7月1日 

 2日付タイムズ･オブ･インディア紙によれば、ブルネイで開催されたASEAN外相会議の際、クルシー

ド外相が、朴宜春･北朝鮮外相と二国間会談を行い、核拡散についてのインドの深刻な懸念を伝えた。 

メモ: 

報道によれば、二国間外相会談の実施を求めたのは北朝鮮側であった。クルシード外相によれば、北朝鮮はインド

に対し、核拡散の意図は無い旨述べた。インドは、2013 年中に、北朝鮮に 3 人の国会議員団を派遣する予定とされ

る。 

7月1日 

 2 日付ヒンドゥー紙は、スジャタ･シン駐ドイツ大使のインド外務次官への任命が、シン首相により

承認された旨報じている。スジャタ･シン女史(59歳)は、7月31日に定年退職となるマタイ外務次官

を引き継ぐこととなる。 
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メモ: 

シン女史は、インドで 3 番目の女性外務次官。コングレス党に近いことで知られる元情報部トップのＴ. Ｖ. ラジェシュ

ワールの娘。 

7月6日 

 インド国防省は、7月 4日から 7日にかけて、アントニー国防相が、中国を公式訪問し、常万全･中

国国防相と会談するとともに、李克強総理を表敬し、楊潔チ国務委員との会談を行ったと発表した。

両国国防大臣は、防衛交流の重要性を確認した。また、平和と平穏の維持に関する合意や協定の実施

状況をレビューし、更なる強化を指示するとともに、国境防衛協力協定交渉の早期妥結に合意した。

その他、2013年中の中国での両国陸軍間合同対テロ演習の実施を歓迎した。 

メモ: 印中国境関連ニュース 

＊ 中国の哨戒隊は、6月17日にラダック地方のチュマルに侵入しインド軍の監視カメラを撤去したが、3日、インド側

に返還された。 

＊ 16日、印中のパトロール隊は、チュマルに中国側が入った際、対峙する形となった。 

＊ 23日、中国軍約20名程度が、ウッタラカンド州バラホティ平原において実効支配線のインド側に1時間以上にわた

り侵入した後、引き返した。 

＊ 23日～24日、｢印中国境問題の協議と調整のための作業メカニズム｣第3回会合(局長級)がデリーで開催され、信

頼醸成措置について議論された。 

7月11日 

 報道及び外務省発表によれば、11日、訪印したファム･ビン･ミン･ベトナム外相は、クルシード外相

と両国合同委員会を行い、二国間関係や南シナ海を巡る問題等について協議した。 

7月11日～12日 

 米国務省発表等によれば、11～12 日、チダムバラム財務大臣、シャルマ商工大臣らが訪米し、ルー

米財務長官、プリツカー商務長官らと、米印CEOフォーラムを開催した。 

7月13日 

 14日付サンデー･タイムス紙は、13日に行われたブータン総選挙に関して、インド寄りの野党国民民

主党(PDP)が、与党ブータン調和党(DPT)を打ち破ったと報じた。 

7月22日～25日 

 インディアン･エクスプレス紙他各紙によれば、22日から25日まで訪印したバイデン米副大統は、シン

首相と会談し、インドのルック･イースト政策を米国のアジア回帰を補完するものと言及。シン首相は、

二国間の経済交流の重要性を強調した。また、両者は、二国間原子力協定を商業的にどう進めていく

かについても議論した。この他、ムカジー大統領、アンサリ副大統領、ガンディー･コングレス党総裁、

スワラージ下院野党議員団長とも会談を行った。 

メモ:  

バイデン米副大統領は、ムカジー大統領に対し、印米関係はアジア全体にとって重要であり、これほど多くの関心と

共通点を有する国は他にないと述べた。ムカジー大統領は、印米関係につき、重要視しており、基本的価値観の共

有と共通の利益に基づいていると述べた。 

 バイデン米副大統領は、ムンバイを訪問し、24日、ボンベイ証券取引所にて米印貿易等に関するスピ

ーチを行い、また、経済界代表らとの円卓会議を行った。 

メモ: 

バイデン副大統領のスピーチで、二国間貿易は、13年間で5倍の1千億ドルまでに拡大したとする一方、米企業は、

インドのＦＤＩ規制、一貫性のない税制、市場アクセス制限等の問題に直面しているとした。また、インドに対し、一層、

市場開放を行い、ＦＤＩを誘致し、知的財産権保護を改善すべきとした。 
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7月25日 

 タイムズ･オブ･インディア紙他各紙によれば、27日、シン首相は、訪印したモニ･バングラデシュ外相

との会談で、水利問題に関してバングラデシュの利益を損なうことは行わないと確約し、地境協定に

関し、モンスーン国会において批准のための憲法改正案を提出すると示唆した。 

メモ: 

報道によれば、モンスーン国会において、両国間の領土交換を伴う地境協定の批准に向け、憲法改正法案が提出さ

れる予定であり、モニ外相の今次訪印の目的は、過剰な領土割譲だとして反対するＢＪＰの支持獲得とされる。26

日、モニ外相は、ＢＪＰのジャイトリー上院野党議員団長と会談を行ったが、同協定への支持につき、何ら確約は得ら

れなかった模様。 

 

Ⅳ. 日印関係  

7月4日 

 4日付ヒンドゥー紙他は、ウッタラカンド州での洪水被害に対する安倍総理発シン首相宛お見舞いメ

ッセージについて報じている。安倍総理は、犠牲者に哀悼の意を表するとともに、国際赤十字･赤心

月社を通じて、20 万米ドルの緊急無償資金協力を行う旨発表した。また、日本は、ウッタラカンド

州の中長期的な再興策への支援も行うとしている。 

お見舞い全文は、在インド日本国大使館のホームページで読むことが出来ます。 

URL  http://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/PM_Message_j.pdf 
 

今月の注目点: コングレス党の動き 

次期総選挙を見据え、コングレス党は、今月、幾つかの重要な動きをとった。まず、食糧安全保

障法案を実施するための大統領令の公布であり、貧困層を中心に支持獲得に繋がる動きと見なせる。

次に、コングレス党は、ジャ－ルカンド州において、以前はＢＪＰと連立していたジャールカンド

解放戦線(ＪＭＭ)との連携合意に達した。また、コングレス党は、アンドラ･プラデシュ州を分割し、

テランガナ州を創設する方針を決定した。テランガナ州におけるコングレス党の支持獲得、州新設

を支持してきたテランガナ民族会議党(ＴＲＳ)との関係等、政治的な勝算を踏まえての決定と見られ

る。 

次期総選挙に関し、今月下旬にザ･ヒンドゥー紙が掲載した世論調査によれば、コングレス党を中

心としたＵＰＡも、ＢＪＰを中心としたＮＤＡも、共に170議席前後の獲得にとどまる一方、諸地

域政党の獲得議席は、200議席を越える見通し。過半数273議席を巡り、政党間の駆け引きは、

益々活発化しそうだ。 

 

<表紙の写真について> 

インドでは、独立記念日にレッドフォート(लाल क़िला)で、記念式典を行います。 

本号の表紙ではその様子をご紹介しました。 

<写真左上> 

The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh addressing the Nation on the occasion of 67th Independence Day  

from the ramparts of Red Fort, in Delhi on August 15, 2013. 

<写真 右下> 

A panoramic view from the Minarets of Red Fort, the children in form of tricolor while the Prime Minister, 

Dr. Manmohan Singh addressing the Nation from ramparts of the fort, 

on the occasion of 67th Independence Day, in Delhi on August 15, 2013. 

出典; PRIME MINISTER OF INDIA ホームページ   

URL  http://www.pmindia.nic.in/index.html 
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---＞＞＞◇◆ 2013年8月分◆◇＜＜＜--- 

Ⅰ. 内政  

8月9日及び12日 

 10日付シン首相声明及び現地報道によれば、9日、初の国産原子力潜水艦｢アリハント｣の動力源となる

原子炉が臨界に達し、首相は、原潜就役に向け大きな一歩と祝意を表した。 

 12日、現地報道によれば、コチにおいて、初の国産空母｢ビクラント｣の進水式が行われた。 

8月14日 

 現地報道によれば、14 日、ムンバイの海軍造船所において、潜水艦｢シンドラクシャク｣の爆発事故が

発生した。当初、将校を含む乗組員18名が行方不明となっていたが、8月末までに、11人の遺体が回

収された。 

メモ: 

シン首相は、15 日の独立記念日の演説の中で、同事故により、海軍潜水艦｢シンドラクシャク｣を失ったことに心を痛

めている、18 名の勇敢な乗組員が死亡したおそれがある、最近、海軍が、初の原子力潜水艦｢アリハント｣と空母｢ビ

クラント｣という 2つの大きな成功を収めた後だけに一層痛ましい旨述べた。 

8月15日 

 15日の独立記念日に際し、シン首相は、レッドフォート(注; オールドデリーの中心にある｢赤い城｣、

1947年8月15日にインド独立を宣言した場所)において演説を行った。現在議会に提出されている食糧安

全保障法(大統領令発出済み)は、農村人口の75%、都市人口の半数に裨益する旨、2004年から2011年に

かけて、農村での1人あたりの消費量は、以前の4倍の速さで増加しており、農村での賃金上昇の速度も、

同期間でより速くなっている旨アピールした。その他、教育、保健、インフラ、経済成長･経済政策、

職業訓練、外交、治安、汚職等について述べた。 

8月16日 

 16日発行のインディア･トゥデー誌は、調査会社｢C-Voter｣が2日～10日に実施した次期総選挙に関する

世論調査結果を掲載した。右によれば、コングレス党を中心とした統一進歩連合(UPA)は、半減の137

議席(前回259議席)、BJPを中心とした国民民主連合(NDA)は、前回とほぼ同数の155議席(前回159議席)、

その他地域政党の合計獲得議席数は、倍増の251議席(前回125議席)となる見込み。 

メモ: 同誌の論調は次のとおり。 

◇ NDAの予想獲得議席数は、1月の世論調査から約50議席減の155議席となった。モディ･グジャラート州首相は、同

州内では影響力を強めているが、全国区での支持率上昇に結びついていない。開発と経済成長を掲げるのみで

は、支持を伸ばすのは難しい。また、NDAが200議席以上獲得するためには、全印アンナ･ドラビダ進歩連盟

(AIADMK、タミルナド州の政権政党)等と連立する必要があり、モディ州首相が、各党をとりまとめられるか否かが

ＮＤＡ政権樹立の鍵。 

◇ 今次UPA政権は、史上最も汚職疑惑の多い政権となった。政治に対する信頼と透明性が求められる中、シン首相

は、諸々の疑惑に対し、完全に口をつぐんでしまった。一方、ラフル･ガンディー･コングレス党副総裁は、公に大々

的に活動したり、国民に親近感を抱かせることを、必ずしも指導者の条件とは考えておらず、また、アンドラ･プラデ

シュ州、ウッタル･プラデシュ州及びラジャスタン州等、大きく議席を失う可能性が高い州での選挙対策を疎かにし

ており、同氏の指導力を期待する声に十分応えていない。 

8月22日 

 タイムズ･オブ･インディア紙は、22日にカルナタカ州で行われた国会下院の2選挙区の補欠選挙で、コ

ングレス党がジャナタ･ダル(世俗派)(JD(S))を破り、また、同日に行われた同州議会上院の3選挙区の

補欠選挙においても、コングレス党が2選挙区で勝利し、同州のコングレス党が勢いづいていると報じ

た。 
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メモ: 

報道によれば、5月に就任したシッダラマイア同州首相は、今回の選挙結果は、コングレス党州政権100日間の成果

が反映されたものであり、次期総選挙に向けて、同党に勢いを与えるものと発言。なお、今回の選挙前にＪＤ(Ｓ)は、5

月の州下院選で敗れ州政権の座をコングレス党に譲ったＢＪＰとの共闘作戦に出ていたが、功を奏しなかった。 

8月29日 

 29日付現地紙報道によれば、インディアン･ムジャヒディン(IM)の指導者(創設者の一人)であるヤシン･

バトカルが、ビハール州におけるネパール国境付近において、同州警察により逮捕された。IMは、ラシ

ュカル･エ･タイバ(LeT)から支援を受け、事実上その指揮下で活動しているとされ、バトカルは、本年2

月のハイデラバードでの爆破テロ等の多数の爆破テロに関与した疑いがあり、最重要指名手配テロリス

トとされていた。 

 

Ⅱ. 経済  

8月6日 

 6日、インド政府は、スバラオ･インド準備銀行(RBI)総裁の後任として、ラグラム･ラジャン財務省首席

経済顧問を選任した旨発表した。任期は3年。 

メモ:  

ラジャン新総裁は、1963年、マディヤ･プラデシュ州生まれ(50歳)。2003年、歴代最年少の若さで、ＩＭＦ主席エコノミス

トに就任。2006年から、米国シカゴ大学ブース校の上席教授。その後、インド政府名誉首相経済顧問を経て、2012年8

月から、インド財務省主席経済顧問。2008年の世界金融危機を予測する論文を発表したことでも知られる。 

8月12日 

 12日、インド商工省は，2013年7月の貿易額(暫定値)を発表。ビジネス･スタンダード紙は、輸出は、

前年同月比11.6%となり、2011年10月に前年同月比23.7%成長を記録して以来21か月ぶりの高い成長

率であるとし、要因はルピー安、及び米国やアフリカ、東アジアの需要の高まりであると報じた。 

メモ: 商工省のプレス･リリースによれば、2013年7月の輸出入額は以下のとおり。 

◇ 輸出額は 258億ドル。前年同月比11.6%増。 

◇ 輸入額は 381億ドル。前年同月比6.2%減。 

8月14日 

 14日、インド商工省は、卸売物価指数(WPI)に基づく7月のインフレ率を、前年同月比 5.79%(速報値)

と発表した。6月の4.86%より増加した。食料品は、前年同月比11.91%であった。 
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8月30日 

 30日、インド政府中央統計局は、2013年第 1四半期(4～6月)の実質 GDPが、総額 13兆 7,144億ルピ

ーとなり、前年度比4.4%の成長率となったと発表した。 

メモ: 

産業別では、農林水産業が2.7％、鉱業が▲2.8％、製造業が▲1.2％、建設業が2.8％、商業･ホテル･運輸･通信が

3.9％、金融･保険･不動産･ビジネスサービスが8.9％等であった。 

 30 日、シン首相は、インド下院議会において、ルピー安をはじめとしたインド経済情勢に関する演説

を行い、ルピー安とその影響を懸念しつつ、政府の対応策をアピールした。 

メモ: シン首相演説の概要は以下のとおり。 

◇ 最近のルピー安とインド経済に与えるその影響を懸念。5月に米国連邦準備銀行(ＦＲＢ)が金融緩和政策の解除を

示唆したことが、新興国からの資本流出、通貨下落を引き起こした。とりわけルピーは、経常収支赤字やその他の

国内要因による影響を受けている。 

◇ インドは、金、原油、石炭の輸入コストや輸出の伸び悩みから多額の経常収支赤字を抱えているが、我々は、金の

需要を減少させ、石油商品の使用を効率化し、また、輸出を増大させる必要がある。チダンバラム財務大臣は、今

年度の経常収支赤字を、700億ドル以下に抑制する旨示した。6月及び7月の貿易赤字減少など、結果は既に出て

いる。 

◇ インフレ率が先進国よりも高いため、為替レートの調整は自然なことであり、ルピー安は、一定程度、輸出競争力

を向上させ、輸入を抑制し、良いこと。しかし、過剰調整となった歴史もあることから、インド準備銀行と政府は、ル

ピーの安定のために様々な方策を取っている。 

◇ 最終的には、ルピーの価値は、インド経済のファンダメンタルズによって決定される。これまで、ファンダメンタル

ズを強化するための様々な行動を取ってきたが、更に行うつもりである。 

 

Ⅲ. 外交  

8月2日 

 2日付タイムズ･オブ･インディア紙によれば、ブルネイで開催されたASEAN外相会議の際、クルシード

外相が、朴宜春･北朝鮮外相と二国間会談を行い、核拡散についてのインドの深刻な懸念を伝えた。 

メモ:  

報道によれば、二国間外相会談の実施を求めたのは北朝鮮側であった。クルシード外相によれば、北朝鮮は、イン

ドに対して、核拡散の意図は無い旨述べた。インドは、2013年中に、北朝鮮に 3人の国会議員団を派遣する予定とさ

れる。 

8月4日 

 4日付HT紙によれば、アクバル･ウッディーン･インド外務省報道官は、7月 29日に発生したアフガニ

スタンのジャララバードにあるインド領事館への攻撃について、アフガニスタンの安全と安定は、国境

の外からのテロによって脅かされている、と発言、同攻撃の背後にパキスタンの関与があることを示唆

した。情報筋は、パキスタンに拠点を持つハッカーニー･ネットワークの支援によって、テロリスト達

がカブールに送られているとした。2008 年及び 2009 年の在アフガニスタン･インド大使館に対する攻

撃にも同様の手口が使われたという。 

メモ:  

7月29日に、アフガニスタンのジャララバードにあるインド領事館が 3人の自爆テロリストにより攻撃され、領事館の

インド人職員に被害は無かったものの、付近の住民12名が死亡、24名が負傷した。 

8月5日 

 インド外務省は、8月5日にデリーで開催された第5回印中戦略対話の結果概要を発表した。インド側

は、スジャータ･シン外務次官が、中国側は、劉振民外交部副部長が、それぞれの団長を務めた。対話

の中では、国境を越える河川の水利問題に関する理解の強化や、二国間の貿易赤字への対処、実行支配
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沿いの平和と平穏の維持の方策、文化･人的交流の促進の方法、BRICS の枠組みでの将来の協力などの

課題につき議論された他、本年中のシン首相の中国訪問の可能性についても話し合われた。 

8月6日 

 6日付ヒンドゥー紙他は、同日、重武装したテロリストとパキスタン軍(※インド外務省の発表では、｢パ

キスタン軍の制服をきた人物ら｣とされている)が、ジャンム･カシミール州のプーンチ･セクターの管理

ライン付近で、インド軍の偵察隊を襲撃し、5名のインド兵が死亡したと報じている。同事件は、国境

警備兵1名が負傷した今月 5日のサンバ･セクターでの停戦違反の数時間後に発生した。インド軍によ

れば、パキスタン軍によって支援された15名から20名のテロリストが、午前1時頃、管理ラインを越

えてインド領に侵入し、ジャンムから200㎞はなれたチャカン･ダ･バーグ地区のプーンチ旅団のサルラ

駐屯地付近で、インド軍の偵察隊員6名を襲撃した。インド軍関係者によれば、インド領の約450メー

トル内側で、5名の兵士が銃撃戦により死亡し、1名が負傷した。 

メモ: 

インド国防省の発表によれば、アントニー国防相は、インド下院において、同事件を｢理不尽な事件｣と強く非難すると

ともに、インド陸軍参謀長が事件のあった地区を訪問し詳細を調査した結果、パキスタン側カシミールからの集団が

管理ラインを越えてインド兵を殺害ししており、パキスタン軍の特別部隊が関与していたことは明らかであり、本事件

が、インドの管理ラインでの行動及びパキスタンとの関係に影響を及ぼすだろうと述べた。 

 

Ⅳ. 日印関係  

8月6日 

 6日付 HT紙によれば、同日、インド連邦議会下院において、1945年に原爆が投下された広島と長崎の

犠牲者への追悼が行われた。議事の冒頭、クマール下院議長が、追悼の言葉を述べ、大量破壊兵器の無

い社会を構築する誓いを新たにし、インド下院は、核兵器を廃絶し、世界平和を確保する全ての取り組

みに対し支援をさしのべる旨述べた。同議長の発言後、インド下院議員は、黙祷を行った。 

 

今月の注目点: インド･パキスタン関係 

最近、インドとパキスタンが領有権を争っているカシミール地方の管理ライン付近でインド･パキス

タン双方に対する襲撃や銃撃戦が相次ぎ、両国間の緊張が高まっている。 

これまで、インド政府は、シャリフ新政権の対インド関係改善に対する積極的な姿勢を評価し、パ

キスタンとの対話の再開に前向きな考えを示していた。両首相は、９月の国連総会の場で会談を行う

と考えられており、その前に対話が再開されれば、首脳会談の雰囲気をより良いものにすることがで

きたかもしれない。しかし、最近のカシミール地方での事件以降、インド側で、パキスタンとの対話

再開に応じるべきでない、との反応が出てきている。シン首相は、15日の独立記念日の演説で、管理

ライン付近でのインド兵への攻撃についてパキスタンを非難し、パキスタンで活動するイスラム過激

派による越境テロの取締りなどの対応を求めた。アントニー国防相も、今回の事件が、インドとパキ

スタンの関係に影響を及ぼす可能性について言及している。一方のシャリフ首相は、対話によって事

態を沈静化させたい考えを示した。 

事態の打開に向け、パキスタンは、対話による解決をあくまでも呼びかけているが、1947年の分

離独立以降続く、幾度の対話と戦争を経験してきたこの問題は、今さら単に｢対話｣を叫び続けるだけ

では何の変化も起こせないであろう。対話再開に向けて、言葉だけではない実行を伴った双方の歩み

寄りが求められているが、パキスタンが行動を起こすことは，これまでの歴史を振り返ってもそう簡

単ではない。インドとパキスタンの関係が、今後どのような展開を見せるか、再び注目されている。 
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=◇ 最近のイベント ◇= 

◆Independence Day 2013 

  8月15日、在京インド大使館にて、第67回独立記念日の式典が行われました。下記写真は、大使館提供に

よる当日の様子です。 

 

◆もっと知ろう、～日本に初めて来たインド人僧、菩提僊那を継承する～ 

｢東大寺2年目の菩提僊那継承事業｣を行って 

 2012年、東大寺において2回に亘り、菩提僊那継承の音楽、舞踊が奉納された。記録史上初めて訪日したイ

ンド人として知られる菩提僊那の偉業を讃えて、太宰府に着いたその年から 1272年の時を経てインド政府がは

じめて継承事業を行うという歴史的な催事でもあった。 

 2013年8月、菩提僊那の偉業が広く両国民に知られるようにと、東大寺での奉納舞踊とインド大使館での｢菩

提僊那と東大寺、日印の交流の歴史｣の講演、舞踊が開催された。 

 当日は、交流会を本坊で盛大に開き、ヴィカス総領事、東大寺平岡執事長ご夫妻、熊本の蓮華院誕生寺の川

原英照貫首、今回助成を頂いた全日本社会貢献団体機構専務理事ご夫妻等、50名を越える人々が参加された。 

外は炎天地獄で参道も猛暑だったため、急遽会場を中門かあら金鐘会館に移し、パピハ女史のオリッシー舞踊、

名古屋の小久保シュヴァさんのグループによる奉納舞踊を、行なった。 

菩提僊那の催事は、ヴィカス総領事の強い思いを受け、アロック･プラサード前インド大使によって実現した。

総領事は帰国前の超ご多忙の中でのご参加。締めくくりは、関西日印文化協会会長

溝上富夫氏が、関西の日印交流の現状を話された。終了後、平岡氏案内による大仏･

大仏殿見学をし、貴重なお話を伺った。 

 8月13日の在京インド大使館での講演会にも、大勢の人が参加された。前田専學

氏の｢日印の交流の歴史｣、平岡氏の｢菩提僊那と東大寺｣と題した講演は共に、両氏

でなければ語れぬ貴重な内容であり、分かり易くお話して下さった。 

その後のパピハ女史のオリッシー舞踊には、オリッシー舞踊を教えている日本の

踊り手たちも集い、大きな拍手を舞踊に送っていた。 

文･写真提供; NPO日印交流を盛り上げる会理事長 長谷川時夫 

4. イベント紹介 
Japan-India Events 

Ambassador of India and other officials and 

members of Indian community in Japan during 

celebrations of 67th Independence day of India. 

Mrs. Deepa Gopalan Wadhwa, Ambassador of 

India, with students of Indian schools in Japan 

during celebrations of 67th Independence day of 

India. 

<パピハ女史によるオリッシー舞踊> 
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◆ネタジ･スバス･チャンドラ･ボースの69回忌追善法要 

8月18日(日)午後1時から、ネタジ･スバス･チャンドラ･ボースの69回忌追善法要が、杉並区の蓮光寺で、

望月教善住職様の主宰により、しめやかに営まれました。 

  祭壇には、当協会の森 喜朗 会長からの生花が供えられ、法要には原常務理事と青山事務局長が参列しまし

た。インド大使館からはアーナンタ･クリシュナ参事官が参列されました。 

例年のとおり、真夏の太陽が容赦なく照り付ける大変暑い日でしたが、約 120名(日本人80名、インド人40

名)の方がネタジの遺徳を偲んで参列しました。 

ご住職は、ご遺骨は先々代の望月教榮様以来、蓮光寺がお預かりしており、早い機

会にインドに返還されることを望むが、その日が来るまで引続きお預かりする旨ご挨

拶されました。 

今年は、当協会から｢菩提樹の葉と笹の葉｣をあしらった額が蓮光寺様に奉納し、法

要の祭壇にもお供えして頂きました。この菩提樹の葉は、平林博理事長が、在インド

大使としてインドに勤務中の2002年、ブッダガヤを公式訪問した際、同寺のご住職か

らいただいたもので、お釈迦様がその下で瞑想した菩提樹そのものの葉です。お釈迦

さまの時代から数えて既に4代目だそうですが、接木によりDNAは受け継がれている

そうです。笹の葉は、やはり平林理事長が竹林精舎で採取したものです。 

 

◆｢たばこと塩の博物館｣ 休館･リニューアルのお知らせ 

“タバシオ”の愛称で多くの方々に長いあいだ親しまれてきた、｢たばこと塩の博物館｣(東京都渋谷区神南)

は、2013年9月2日(月)から休館し、2015年春、墨田区横川に移転し再開することとなりました。 

“タバシオ”は、2005年以来、毎年9月に代々木公園で開催される日本最大のインド祭｢ナマステ･インディ

ア｣の第2会場として、日印協会とインド事情講演会･映画会を共催し、インドに造詣の深い方を中心に、多く

の方々から好評を博して参りました。講師はそれぞれの分野で、この人の右に出る者はいないと目されるイン

ドに精通した方々で、“タバシオ”は、毎年、満員の盛況でした。 

8年間に亘り共催させていただいた｢たばこと塩の博物館｣様に、この誌面を借りて心より御礼申し上げます。

特に、同博物館学芸部長･主席学芸員であられる半田昌之様には、ナマステ･インディア講演会に関して、毎年

企画から実施に至る一連の過程で、温かいご支援と積極的なご協力をいただきましたことに、深く感謝申し上

げます。半田様に対して改めて深甚なる謝意を表明する次第です。 

2015年春、墨田区横川で再開される｢たばこと塩の博物館｣様の益々のご発展をお祈り申し上げます。 

 

＝◇ 今後のイベント ◇＝ 

◆地球の宝もの インドのトラとゾウを守る2013 

 インドの野生のトラとゾウが絶滅の危機にあることを皆様に知って頂くともに、彼らを守る活動についてご

紹介致します。 

  日 時: 2013年9月23日(月･祝) 14:00～16:00 (受付13:30～) 

  会 場: インド大使館インド文化センター   

東京都千代田区九段南2-2-11    東京メトロ 東西線･半蔵門線 九段下駅 2番出口  徒歩3分 

  入 場: 無料(要予約  〆切 9/19) 

  主 催: 認定NPO法人 トラ･ゾウ保護基金   URL  http://www.jtef.jp/ 

      ☎ 03-3595-8088    FAX 03-3595-8090    E-mail  hogokikin@jtef.jp 

  問合･予約: 主催に同じ (予約が無い方は、入場できませんので、必ずご予約下さい) 

 

<中央にボースの写真 

その左下に菩提樹と笹の葉> 
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◆ナマステ☆インディア 2013 

日本最大級のインドフェスティバル、ナマステ･インディアは、今年で21回目となります。 

今年は、公益財団法人日印協会110周年の祝賀として開催し、当協会の歴史やこれまでの活動、日印の友好

の歩みを、写真の展示により皆様にご紹介します。協会ブース(原宿口ゲートからNHK方向に進む)にも、是非

お立ち寄りください。 

  日 時: 2013年9月28日(土)～9月29日(日)  10:00～20:00(最終日は19:30) 

  会 場: 東京都代々木公園 イベント広場 東京メトロ 千代田線  代々 木公園駅･明治神宮駅  徒歩5分 

  入 場: 無料 

  共 催: ナマステ･インディア実行委員会 / NPO法人日印交流を盛り上げる会  / インド大使館 / インド政府観光協   

  問 合: ナマステ･インディア実行委員会事務局  NPO法人日印交流を盛り上げる会  ☎025-752-2396 

尚、ナマステ･インディアの第 2 会場“たばこと塩の博物館”で開催して参りました講演会は、同博物館が休館･
移転のため、今年は開催を見送ることと致しました。申し訳ございません。 

 

◆東京ガラナ Tokyo Gharana #10 

北インド古典カタック舞踊の女神 Sanjukta Sinha 来日記念公演です。 

日 時: 2013年10月2日(水) 20:00～22:10 

会 場: 表参道 Cay  東京都港区南青山5-6-23  Spiral B1  ☎ 03-3498-1171 

東京メトロ 銀座線･半蔵門線･千代田線 表参道駅 B1出口前 

料 金: 当日 3,500円 / ご予約 3,000円   

(日印協会会員向け特典として、10/6(日)シルクロード舞踏館(横浜)でのショーイングにご招待) 

予  約: ≪電話予約≫ Cay ☎ 03-3498-5790 / ≪メール予約≫ http://www.spiral.co.jp/e_schedule/ 

主催･問合: Kadamb Japan ☎ 080-1330-5859  E-mail kadamb@hotmail.co.jp / Cay ☎ 03-3498-5790 

 

◆インドを語る集い<様々なインド>第33回 

｢3千年以上に亘って、インド人の生き方に根付いているマハーバーラタとラーマーヤナの魅力｣ 

 当協会会員で、サオラ株式会社代表取締役の須田アルナさんを講師にお迎えして、マハーバーラタとラーマ

ーヤナについてお話をして頂きます。 

参加ご希望の方は、同封の申込用紙にてお申込み下さい。皆様のご参加をお待ち申し上げております。 

  日 時: 2013年10月8日(火)  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 

講演終了後、場所を変えて懇親会を予定しております。 

参加費: 協会会員 無料  (非会員 500円) 

 

◆インディア・メーラー2013 

“～関西から発信! インドの魅力を知ろう! 印日交流イベント～”をテーマに、今年も神戸メリケンパーク

にインディア･メーラーがやってきます。皆様のお越しをお待ちしています。 

日 時: 2013年10月12日(土)～14日(月) 

★Pre-Event プレイベント(前夜祭) 10/12（土） 15:00-20:00  

★Event インディア･メーラー2013(本番) 10/13(日)10:00-20:00   10/14(祝月)10:00-19:00 

会 場: 神戸メリケンパーク  兵庫県神戸市中央区波止場町  阪神電車 元町駅 徒歩13分 

入 場: 無料 

主催･問合: インディア･メーラー実行委員会  URL http://www1.odn.ne.jp/indiamela/ 

大阪市北区中津6-1-10 中津芸術文化村ピエロハーバー事務所内  

☎ 06-6451-7994  FAX 06-6451-7731  E-mail india@happy.odn.ne.jp 



 

20 

◆ディワリ･イン･ヨコハマ2013 

｢～地球再生への繋がりを～｣をテーマとして、今年もインドの光の祭りを横浜で開催します。多くの方の来

場をお待ちしています。 

日 時: 2013年10月19日(土)･20日(日)  10:00～19:00 

会 場: 山下公園 おまつり広場    神奈川県横浜市中区山下町  元町中華街駅から徒歩4分  

入 場: 無料 

主催･問合: ディワリ･イン･ヨコハマ2013実行委員会 / 公益社団法人在日印度商工会議所 

神奈川県横浜市中区山下町24-2-306  ☎ 045-662-1905 

 

◆ヨーガde学ぶ わたしのカラダ  平成25年 千代田区生涯学習 区民自主企画運営講座 

人体図を参考に身体のしくみを理解し、動くことで、自分自身の力で健康を維持できるように学びます。健

康になる知恵を、講義と実践で学んでいきましょう。講師の古川貴子さんは、日印協会個人会員です。 

日 時: 2013年  10/24  11/7  11/21  12/5  12/19 木曜日14:00～16:00 (全5回 連続型講座) 

会 場: 千代田区立九段生涯学習館  東京都千代田区九段南1-5-10 

参加費: 2,500円（全5回）   

定員･対象: 20名 (抽選の上、別途ご連絡) / 18歳以上、千代田区在住･在勤･在学の健康な方 

申 込: ☎ 03-3234-2841、又はホームページ(http://www.kudan-ll.info/)よりお申込み下さい。 

〆 切: 10月4日(金) 17時まで 

主催･問合: 千代田区立九段生涯学習館 (会場･申込に同じ) 

企画運営: インドに学ぶウエルネス研究会 

 

◆第五回 日本･インド有識者フォーラム 

｢Fortis Healthcare社に見るインド発ヘルスケア産業におけるイノベーション｣として、インド投資･ビジネ

ス環境に関するセミナーを開催します。 

開 催: 2013年10月24日(木曜日) 15:00～17:30 (受付開始14:30) 

会 場: 株式会社富士通総研 大会議室  ☎ 03-5401-8391 

東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー5階  新交通ゆりかもめ 竹芝駅出口直結 

共 催: 株式会社富士通総研 / 特定非営利活動法人日印パートナーシップフォーラム 

参加費: 無料   

使用言語: 日本語･英語(日英同時通訳付) 

定 員: 150名(お申込みが募集人員を超えた場合、お断りする場合がございます) 

申 込: お申込み専用フォームをご利用下さい。詳細も同URLにてご確認頂けます。 

URL  http://jp.fujitsu.com/group/fri/events/other/japan-india05.html 

 

｢日印協会110周年記念バッチ｣ 頒布致します。 

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･郵送の場合は別途送料がかかります)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、日の丸を向って左に、インド国旗を右に

配置しています。裏面は、｢110周年記念 1903年創立 日印協会｣の文字入りです。取り付けは磁石式です。 

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 

 
30mm 

16mm 

厚み 1.2mm

利 
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§『私の履歴書  森喜朗回顧録』 

   著者: 森 喜朗 

発行: 日本経済新聞出版社 

   定価: 1,600円+税  ISBN 978-4-532-16870-4 

  当協会会長の回顧録が出版されましたので、ご紹介します。 

 日本経済新聞に連載された内容に加筆･再構成されたもので、連載当

時も大変好評でした。政治やその舞台裏の事だけでなく、様々なエピソ

ードも記され、会長の気配り上手なお人柄が垣間見えます。 

 

 

 

§『まるごとインドな男と結婚したら』 

著者: 鈴木 成子 

   発行: 彩流社 

定価: 2,000円+税  ISBN 978-4-7791-1917-0  

著者は秋田出身の好奇心旺盛な旅行好きな普通の女性。それが前世からの廻りあわせ

でしょうか、インドの男性と結婚。インドの日常生活にドップリ浸かり“インドな男”

に苦労しながらも立派に一人で息子を育てた大和撫子のお話しです。 

日本にも多くなった“インドな男”ともいかに向き合うか、自然体で異文化インドに

も溶け込む“女性”の強さを痛感するドキュメンタリーです。産経新聞の「書評倶楽部」でも絶賛。 

 

 

§『カレーの海で泳ぎたい―インド料理の見方･食べ方･楽しみ方』 

   著者: 続木 義也 

   発行: マリア書房 

   定価: 1,500円+税  ISBN 978-4-89511-236-9  

  インドの食事と言えば誰もが｢カレー｣と答えそうですが、｢カレー｣はインドだけの物

ではありません。ネパールにもタイにもカレーはあります。著者は、日本、特に著者の

地元京都で食べることのできえるありとあらゆるカレーを食べ、スパイスに魅せられ、

インドのカレーにどっぷり浸かってしまったようです。まさに、カレーの海で泳ぐかの

ように。カレーを通してインドを極める一冊、読めば、即食べ歩きに行きたくなります。 

 

 

5. 書籍紹介 
Books Review 
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 1957年(昭和32年)5月に、岸信介首相が日本の首相として初めてインドを訪問しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その際、ネルー首相の日本訪問について話があり、同年 10月に、国賓として来日されました。10月 4日か
ら13日まで滞在し、要人と会談し、日本各地を視察しました。その際、8日には上野動物園を訪れ、1949年に
贈った象の｢インディラ｣に会われました。その時の様子は、以前本誌でもご紹介したとおりです。 
今回は、東京都体育館で行われたネルー首相の歓迎会と、広島の平和記念公園･平和記念資料館を訪問した時

の様子をご紹介します。平和記念公園には、ネルー首相を歓迎する3万人もの人々が集まったとも言われてい
ます。 

6. Archives 

The Prime Minister, Shri Jawaharlal 

Nehru, greeting H. E. the Japanese Prime 

Minister, Mr. Nobusuke Kishi,, on his 

arrival in Delhi at Palam airport on May 

23, 1957. 

 

← 10月8日 東京都体育館にて 

  “ネール首相歓迎国民大会” 

 

↓ 10月9日 広島 平和記念公園にて 
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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> 

次回発送は、10月 11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> 

外国人向けに、日本での生活に必要な情報をまとめた、英語のガイドブック、 

“The Expat’s Guide to Japan  Tokyo & Yokohama”の最新版(2013-2014)がでまし

た。初めて日本で生活を始めるインドの方に、お勧めです。協会でご覧頂く事も可

能です。オンライン版もあります。URL  http://expatsguide.jp/ 

問合先: 株式会社マイス  東京都新宿区四谷 4-11  日新ビル 6F  ☎03-5367-2119 

    URL  http://mais.co.jp/ 

<編集後記> 

昨年末の『月刊インド』の表紙は｢Suraj-The Rinsing Star｣(インド版｢巨人の星｣)でした。イン

ターネットで視聴できるインドのサイトもご紹介しましたが、8 月 1日から“niconico動画”(イン

ターネットで見る事が出来る動画サイト)で、第 1話から日本語字幕付きで配信が開始されました。 

“niconico 動画”(ニコ動)は、ご存知の方も多いと思いますが、視聴者が画面上にコメントを付

けることが出来るのが特徴です。コメントは様々で、インドに対して先入観の無い方のコメントに

対する、アンサーコメントが付くこともあります。オープニングソングの“～ है｜”のところでは、

画面が“へっ!”でいっぱいになったり、かなり笑えます。邪魔だなと思うのであれば、コメント非

表示も可能です。視聴サイトは、こちら。    URL  http://ch.nicovideo.jp/suraj  (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。 

 

 

 

 

月刊インド Vol.110  No.7 (2013年9月13日発行)     発行者 平林 博    編集者 青山 鑛一 
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: http://www.japan-india.com/ 
 

 

 

 

 

 

7. 掲示板 
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