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<共和国記念日パレード 主賓席で観閲する安倍晋三総理> 

向って左より、シン首相、アンサリ副大統領、安倍総理、ムカジー大統領、最も右に安倍総理夫人 

 

出所; Prime Minister of India HP より 
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駐インド日本国特命全権大使 

八木 毅 

 安倍総理は、1月 25日から 27日にインドを訪問されました。2007年に次いで、総理としては 2回目のイ

ンド訪問であり、また、シン首相との間では 4回目の年次首脳会談(06年シン首相訪日、07年総理訪印、13

年シン首相訪日、今回の訪印)となります。 

 

1 日程の概要 

 今回の訪問は、ダボスでの世界経済フォーラムへの出席から

帰国された翌々日、また、通常国会冒頭、施政方針演説を行わ

れた翌日に出発するという、全体としてタイトな総理日程の中

で行われました。25日は空港から大統領官邸に直行されてムカ

ジー大統領を表敬訪問され、その後、シン首相との首脳会談、

共同記者発表、シン首相主催晩餐会等が行われました。首脳会

談後には｢日印戦略的グローバル･パートナーシップの強化｣と題

する共同声明が署名･発出されました。翌 26日には、日本の総

理としては初めて、インド共和国記念日行事の主賓として関連

行事に出席されました。まず、午前には記念パレードをムカジ

ー大統領、アンサリ副大統領、シン首相らと共に観閲し、午後

は大統領官邸庭園で行われた大統領主催レセプションに出席さ

れました。さらに、夜にはシン首相主催非公式夕食会に出席さ

れました。 

 今回の訪問には多数の経済界関係者及び科学技術関係者が同

行しました。25 日午前には日印双方の出席を得て、日印ビジネス･リーダ

ーズ･フォーラム(BLF)が開催され、BLFの報告書は、共同議長(日本側: 米

倉経団連会長、インド側: キルロスカル･トヨタ･キルロスカル･モーター社

副社長)から両首脳に提出されました。また、25 日午後には、科学技術セ

ミナーが開催され、高い先端技術を有する日本企業、日印の研究者･科学者

等が参加しました。安倍総理はセミナーでの挨拶で、日本の技術がインド

の経済･社会発展に貢献し、日本企業のビジネスチャンスにつながること、

さらには、インドのグローバルな人材と日本のグローバルな技術によるコ

ラボレーションが世界の成長を牽引することへの高い期待を表明されまし

た。 

  この他、総理は、インドの各界で活躍するインド人女性リーダー達と懇

談し、インドにおける女性の社会進出の現状、管理職として活躍する女性

を増加させる方策等について意見交換を実施しました。さらに、海外産業

人材育成協会(HIDA)セミナーにも参加、産業人材育成を通じた日本流の地

道な支援をアピールされました。 

1. 安倍総理大臣のインド訪問 
Prime Minister Abe’s Visit to India 

New Year’s Greetings 

<日本インド共同記者発表> 

<大統領主催レセプションに出席する安倍総理> 

<科学技術セミナーで 
あいさつする安倍総理> 

<女性リーダーと 
懇談する安倍総理> 
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2 今回の訪問の評価･特徴 

 今回の総理訪問は、形式、内容の両面で大変に充実したものとなりました。

冒頭に記したとおり、安倍総理は共和国記念日というインドにとって最も重

要な祝日の記念行事に主賓として招待され、日本の総理として初めて出席さ

れました。まさに日印関係の強化･深化を象徴する出来事であったと言えます。

また、内容面でも、後述のとおり、政治･安全保障、経済･経済協力、人的交

流を含む様々な分野で、協力強化のための具体的進展が得られ、｢日印戦略的

グローバル･パートナーシップ｣のさらなる強化が図られました。 

  その上で、今回の総理訪問の特徴をいくつか挙げてみます。まず、今回の

訪問は、もともと安倍総理のインドでの知名度が高かったことに加えて、共

和国記念日主賓としての訪問でもあったことから、多くの新聞、TV報道がな

され、その意味で、非常によく｢目に見える｣(visible)訪問となりました。特

に 26日午前の共和国記念日パレードは 2時間近くにわたるものでしたが、そ

の模様は全土に生放送で中継されました。また、午後の大統領主催レセプシ

ョンでは、総理は、与党コングレス党のガンディー総裁、クマール下院議長、

野党ではスワラージ野党下院議員団長、ジャイトリー野党上院議員団長等ら

と挨拶され、さらに、大統領官邸庭園に集まった多数の賓客に歩み寄って言

葉を交わされました。 

  また、単に訪問の事実関係についての報道にとどまらず、主要紙の社説･

論説で、今回訪問、ひいては日印関係の意義を論ずるものが相次ぎました。

いくつかその見出しを拾ってみると、｢日本、インドと力の均衡｣(1月27日｢ザ･

ヒンドゥー｣)、｢立ち止まって日本との関係強化に目を向けよう: インドは、

安倍総理訪印によって創り出された機会を十分に活用すべき｣(1月28日タイ

ムズ･オブ･インディア)、｢加速する日印関係: 政治･経済的に得るものの余地

は大きい｣(同エコノミック･タイムズ)、｢日印関係の強化は中国の脅威のためではない｣(同エイジアン･エイ

ジ)、｢東方からの友人｣(同ザ･ステーツマン)、｢東アジアの正しい見方｣(同メール･トゥデー)、｢サムライに

よる力…日本との協力はインドをグローバルに競争力のある製造業経済に変革する｣(2月3日タイムズ･オブ･

インディア)となります。今回の総理訪問は、それだけ波及効果、インパクトのあるものであったと言えます。 

 第三に、今回訪問中の安倍総理とシン首相の首脳会談は大変、暖かい雰囲気で行われました。シン首相は

年初の 1月 3日の記者会見で、次回総選挙(遅くとも本年 5月までには行われる)をもって引退することを表

明したため、年次首脳会談に臨むのはおそらくは今回が最後になると見られます。総理からは共同記者発表

の機会に、 

① 8年前、安倍総理とシン首相との間で｢日印戦略的グローバル･パートナーシップ｣に合意したこと、 

② 現在、両国の関係はその名にふさわしい緊密な関係に発展していること、 

③ 過去 10年にわたり、首相として日印関係の発展に尽力したシン首相に対し深い敬意を表すること、 

を発言されました。シン首相もすべての日程が終わった1月 26日夜、夫妻で安倍総理夫妻を招いての非公式

の夕食会を主催しました。 

 

3 首脳会談の概要 

 両首脳は｢日印戦略的グローバル･パートナーシップ｣の更なる強化で一致しました。主な内容は以下のとお

りです。 

<シン首相と 
握手する安倍総理> 

<共和国記念行事パレード> 
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政治･安全保障  

 安倍総理から日本の｢積極的平和主義｣を説明し、シン首相は、地域と世界の平和と安定への日本の貢献の

努力を称賛。 

 両首脳は、国家安全保障局長とインド国家安全保障顧問との協議立ち上げ、海上共同訓練の更なる充実(第

3回日印二国間海上共同訓練の実施、日米印三カ国海上共同訓練の実施)、救難飛行艇(US-2)に関する協力(次

回合同作業部会を 3月に開催)、ASEANに関する日印協議立ち上げなどで一致。 

 また、原子力協定については、早期妥結に向けた更なる努力で一致。 

経済･経済協力 

 安倍総理から総額約 2,000億円の新規円借款(デリー･メトロ整備、新･再生エネルギー開発支援、中小企業

省エネ支援の 3件)の供与について伝達し、シン首相より日本の ODAに対する謝意を表明。また、この機会に、

ウッタラカンド州森林資源管理計画のための円借款(約 114億円)とチェンナイ小児病院支援のための無償資

金協力(約 15億円)の交換公文が署名された。 

 高速鉄道に関する日印共同調査の開始を歓迎し、大型インフラ案件である貨物専用鉄道建設計画(DFC)、デ

リー･ムンバイ間産業大動脈構想(DMIC)、チェンナイ･バンガロール間産業回廊構想(CBIC)の進展を確認し、

更に前進をはかることで一致。また、インドと近隣諸国の間の連結性強化のための協力の可能性を議論。 

 また、安倍総理より、金融･税制を含むインドにおけるビジネス環境改善を要請。 

 このほか、エネルギー協力の進展を歓迎し、医療分野での協力関係を構築することで一致。また、日印通

貨スワップ上限額の 150億ドルから 500億ドルへの拡充を歓迎。 

人的交流･学術交流 

 安倍総理から、インド人の一般旅券保持者に対する短期滞在数次査証の導入を決定したこと、インド工科

大学ハイデラバード校等への支援を継続することを表明。また、両首脳は、科学技術分野での協力活性化で

一致。 

地域情勢等 

 両首脳は、国連海洋法条約を含む国際法の原則に基づく航行の自由、妨げられない通商活動及び紛争の平

和的解決の重要性を確認。また、国際法の原則及び ICAOの関連基準･推奨慣行に従った上空飛行の自由及び

民間航空の安全の重要性を確認。 

 北朝鮮の核問題への懸念を表明し、拉致問題への可能な限り早期の対応を要請。 

 また、政治･安全保障問題を含む幅広い対話の場である東アジアサミット(EAS)への支持を再確認。 

以上 

※ 文中の写真は、内閣府の提供によります。 

 

｢日印協会110周年記念バッチ｣ 頒布致します。 

会員の方に優先的に、実費(600円)にて頒布致します。 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30mm 

16mm 
表 裏 

(拡大図) 
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東海大学名誉教授 

臼田 雅之 

本協会顧問、東京外国語大学アジアアフリカ言語文化研究所名誉教授<言語学専攻>、 

国際ベンガル学会会長、奈良毅氏は、去る 1月 20日、肺腺癌のため逝去された。 

享年 81歳。 

 

 奈良先生がこんなに早くお亡くなりになるとは夢にも思わな

かった。節制した生活をなされ、宗教的な行も積まれ、曇りの

ない心をもって日々を過ごされていた先生は、いつお会いして

も若々しく、悠々と白寿を超えられるお一人だろうと信じて疑

わなかった。 

 二カ月余り前の師走の一日、先生が会長を務めておられる国

際ベンガル学会(International Congress of Bengal Studies)

の東京大会(2015年 12月開催予定)の相談をするために、私た

ち何名かはスカイツリーにほど近い先生のマンションをお訪ね

した。少し早く着いた私は、通りから、指定された一階の集会室の椅子に端座されている先生をお見かけし

た。ゆったりと腰かけていらっしゃるのに、なにものも犯し難い粛然とした雰囲気がそのお姿にはあった。

先生の心境の高さは常々感じてはいたが、その日は襟を正させるような、特別な何かがあった。その日は先

生の誕生日であることが分かり、相談が済んだあと、私たちは先生の好きな苺のショートケーキの御相伴に

預かりながら、忘れがたいお祝いの時を過ごした。先生は静かに笑みを湛えて、｢癌が薬も効かない末期を迎

え、私はまもなくお別れします。これが最後の誕生日です｣と仰ったのである。 

 先生は日本人男子の平均寿命を生きられ、今生でなさるべきことはあらかた済まされ、苦しいことで知ら

れる肺癌にも耐えられて逝かれた。その死は、先生が尊敬しその語録『不滅の言葉』の翻訳に協力されたラ

ーマクリシュナが、喉頭癌を患って苦しみながら亡くなったのと通じ合うものがあるように思われる。私た

ち俗人は｢養生と寿命とは別物｣などと言うが、先生の最後にはラーマクリシュナと同じ光背をつけて偲びた

い気持ちに駆られる。 

 先生は常々｢研究は私には遊びです｣と仰っておられた。この遊びを軽く受け取ってはならないと思う。イ

ンドでは、この世のあらゆる行ないは、神の遊び(リーラー)だと観念されている。ご専門の言語学の業績に

ついて私は申し上げることはできない。しかし、ベンガル語に先行する言語を対象とされた先生の研究はイ

ンド史上たいへん興味ある時代を扱っており、その基礎をなす研究だったといえよう。私たちは先生の編纂

された文法書でベンガル語を学んだ。東京外国語大学に2012年、ベンガル語のコースが正式に設けられたの

も、先生や我妻先生という開拓者のお仕事があって、はじめて可能になったものである。コンピューターを

導入された研究にも長いあいだ取り組んでおられたが、その方面は残念ながら全くコメントできない。先生

の英語とベンガル語は格調高く流麗で、文化の媒介者としてのお仕事にも積極的に関与され、活躍された。

留学時代にカルカッタで開かれた産婦人科学会の通訳を務められるなど、頼まれた仕事は逃げることなく引

き受けられ、立派にこなされた。本協会の顧問を務められたのも、そうした実社会への貢献をつねに使命と

して果たそうと心掛けられた先生の生き方を示すものであろう。 

2. 追悼 奈良 毅 先生 
Mourning for Professor Tsuyoshi NARA 

<2008年 シン首相歓迎会での奈良顧問> 
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 私事にわたるが、私は院生の頃、ある講演会でお話を伺ったあと、カルカッタに留学したいという希望を

もっていることを申し上げた。たったそれだけのご縁だったのに、先生はインドのナショナル･プロフェサー、

S. K. チャタジの推薦状まで用意してくださり、そのうえ領事館の日本語教師の職までを斡旋してくださっ

たうえで、カルカッタに送り出してくださった。その準備の期間は、ちょうどバングラデシュ独立戦争の最

中で、バングラデシュ支援活動に取り組んでおられた先生のお部屋に、仲間と寄り合い、広報活動や募金活

動をした。それもいまではもう遠い前世の出来事のようになってしまった。ご自身のなかで宗教と社会活動

が車の両輪のように回っていた先生は、つくづく不思議な魅力をもたれた方だったと思う。 

 来る 3月 29日(土)12時半から学士会館でお別れ会が開かれる。生前の先生とご縁のおありだった方は、

どうぞ本誌掲載の掲示をご覧のうえ、先生とお別れしてくださいますよう、ご案内申し上げます。 

 先生の辞世の一首をお目にかけ、結びとさせていただきます。 

   さよならを言わずば如何
い か

で、あの世にて再び出会う喜びを得ん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇          <奈良毅先生ご略歴>           ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 1932年 秋田県秋田市にて誕生    

 1955年 秋田大学学芸学部卒業 

 1958年 東京大学大学院人文科研究科言語学専攻修士課程修了 

 1963年 インド西ベンガル州立カルカッタ大学大学院人文科学研究科比較言語学専攻博士課程終了 

 1965年 東京外国語大学アジア･アフリカ言語文化研究所に勤務 

     その後、国内外の大学で教鞭をとる 

 1995年 東京外国語大学名誉教授 

 2004年 財団法人日印協会理事、その後(2007年)顧問に就任 

【著作】 

『カルカッタ』 (共著)  平河出版、1991年 

『不滅の言葉』 (共訳)  中央公論社、1992年 

『ベンガル語基礎 1500語』 大学書林、1986年 

『マハーバーラタ 上･中･下』 (共訳)  第三文明社、1983年 

他多数

奈良毅先生お別れ会 

 去る１月20日、肺腺癌のため逝去された奈良毅先生のお別れ会を開きます。 

ご縁のおありだった方々に、お集まりいただきたく、ご案内申し上げます。 

 日時: 3月29日(土) 12時開場  (献花)12時半開始～3時終了  3時半閉場 

 場所: 学士会館  東京都千代田区神田錦町3-28 

       地下鉄都営三田線/都営新宿線/東京メトロ半蔵門線 ｢神保町｣駅下車A9出口徒歩1分 

なお、 

①香典･香華の儀はご無用に願います。 

②平服にてご参集ください。 

③お食事は、ヒンドゥー教徒･イスラーム教徒もお見えになるので、 

牛肉と豚肉は使用致しません。 
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今年ほど大雪に見舞われた年は、近年なかったのではないでしょうか。 

当協会恒例の｢交流会｣の開催日である 2月 14日(金)は、あいにくその 1週間前の 2月 8日(土)に続く、今

年 2度目の大雪の日に当たりました。 

前日までは天気予報を気にし、当日は度々外の様子を気にしておりましたが、予定通り開催と決めて、準

備を致しました。｢交流会｣には、ディーパ･ゴパラン･ワドワ大使、森喜朗会長、平林博理事長、原佑二常務

理事のほか、インド大使館からはサンジャイ･パンダ首席公使、アッバガーニ･ラム参事官が参加されました。 

  残念ながら、森会長は急用が入り、会の冒頭のみのご参加となりましたが、ワドワ大使から、次のような

開会のご挨拶お頂きました。 

｢昨年は天皇皇后両陛下のインドご訪問、本年は 1月に安

倍総理大臣がインド政府の招きにより、ニューデリーで開

催され共和国記念日パレードを、初めて主賓として参観さ

れたことなど、日印関係はこれ以上望めないほど良好でし

た｣ 

また、4 月に予定されているインドの総選挙の結果につ

いて世界中が関心を寄せ、また心配をしている国がある事

にも触れられ、｢たとえ政権が交代したとしても、また誰が

首相になっても現在の良好な日印関係と両国民の友情と信

頼は一毫の揺るぎもありません｣と力強く述べられ、｢午年

である本年は、馬にあやかって日印関係がさらに飛躍的に

発展することを確信している｣と締め括られました。  

  参会者は、美味しいインドのカレー料理、飲み物を楽し

みながら歓談に興じ、時間の経つのも忘れるほどでした。

初対面の方も名刺を交換したり、事務局員の仲介で挨拶を

交わしたりと、新しい関係を築かれる方も多くいらっしゃ

いました。異業種交流の場としてもご活用頂けたと思いま

す。外の寒い雪を忘れる、熱い交流会となりました。 

  また、毎年のことではありますが、学生会員の方も参加

され、インドへの熱い思いを語り、駐印経験のある社会人

と懇談をしたり、若いエネルギーをもって場を盛り上げて

下さいました。遠方から参加して下さる方がいらっしゃる

のも嬉しい限りです。 

 協会としては、会員の皆様から直接声をかけて頂ける貴重な場であり、いろいろなコメントを頂きました。 

   ＊ (会員に同伴の方から)入会しますので、宜しく。 

   ＊ 名札があるので、初対面の方にも声を掛け易いです。 

   ＊ 日印協会 110周年記念バッチ、良いですね。インドでプレゼントすると喜ばれます。 

   ＊ このような交流会に参加できて、とても楽しませて頂きました。来年も出席します。 

   ＊ 安倍首相、訪印の時に協会のバッチを付けていましたね。まだありますか？  

3. 熱かった交流会 
Members Gathering 
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   (記念バッチの在庫はまだございます) 

   ＊ 昨年の 110周年記念の対談、とても良かったです。 

   ＊ 森会長やワドワ大使が参加して下さるような会を催されるということは、協会の活動は本当に日印関

係に貢献しているのですね。 

   ＊ (当たった景品に対して)とても良いものをありがとうございます。 

などなど、一部をご紹介させて頂きました。 

会員同士では、｢数日前にインドから帰ったばかりだけど、日中は

もう暑くなり始めている｣、｢今のインドはちょっと行かないと変化

が速いよ｣、｢昔に比べて、考えられないくらい綺麗になったね｣、｢イ

ンドと旧ソ連の関係は～｣と、硬軟取り混ぜた歓談の輪が、そこここ

で散開を繰り返していました。 

7 時過ぎから、恒例の抽選会を行いました。当たりの番号がアナ

ウンスされる度に、名札の裏の番号を確認しては童心に戻ったかの

ように、｢え～～、違う～｣、｢当たった、当たった!!｣、と歓声が上

がり、毎年のことながら、一番の盛り上がりを見せます。今年も関

係者の方からご提供いただいた景品の前で、｢どれにしよう｣と嬉し

そうな声を聞くことができ、安堵いたしました。一喜一憂する姿と

当選した方々のこぼれるような笑みが印象的でした。 

 上記の景品は、河谷惠美子さん(マハラジャのオーナー、法人会

員)からのフェアトレード商品“Kamal Freda”、太秦株式会社さん(｢神さまがくれた娘｣映画招待券)、個人会

員のチャラッパ･スリラムさん(インド小物)、同じく個人会員のニルマラ純子さん(著書『勇気をくれるイン

ドのことわざ』)等が、提供して下さった品々でした。この場を借りて御礼申し上げます。 

熱気に満ちた交流会が盛会のうちに終った今、振り返ってみますと、当日は朝から参加を申し込んでいる

方々より事務局に、交流会が生憎の大雪の下で、予定通り開催されるか否かの問合せや、参加取り止めの連

絡が少なからずありました。大雪で帰路の交通事情も気がかりとなりましたので、閉会時間がずれ込まない

よう心がけましたが、皆様には差し障りなくご帰宅できたでしょうか。 

悪天候の中にも拘らずご参加いただきましたことに、改めて篤く御礼申し上げます。 

※本ページの写真提供; 櫻井 秀武(日印協会個人会員) 
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Ⅰ. 内政  

1月3日 

首相府発表によれば、3日、シン首相は、記者会見を行い、次期総選挙の後、新しい首相にバトンを引き渡

すと述べた。 

メモ：  

同記者会見において、シン首相は、記者団からラフル･ガンディー･コングレス党副総裁が首相候補として指名される

ことを望むかと問われたのに対し、ラフル･ガンディーは首相候補として指名される優れた資質を有しており、コング

レス党が、適切な時期にその決定を行うことを希望すると述べた。また、次期総選挙の結果、ラフル･ガンディー政権

が誕生するか、或いは野党側に回ると思うかとの問いに対し、シン首相は、次期首相が統一進歩連盟(ＵＰＡ)から出

ると強く信じている、モディ･インド人民党(ＢＪＰ)首相候補が首相になれば、国家にとって悲惨なことになると、心より

信じている旨述べた。 

1月9日～ 

9日付ザ･ヒンドゥ紙によれば、総選挙前の最後の会期として2月に予定される国会第15回会期において、与

党側は、暫定予算と反汚職関連法案を通過させたい考え。与党側は、反汚職運動によってデリー準州で州

政権を獲得した庶民党(AAP)の成功にBJPが動揺していることから、BJPは諸法案の可決に協力するだろうと

の見方。 

20日付国会下院事務局の発表によれば、国会第15回会期は2月5日から21日まで開かれ、17日に暫定予算が

提出される予定。 

1月9日 

9日付タイムズ･オブ･インディア紙は、｢44%が次期総選挙で庶民党(AAP)に投じると回答｣との見出しで、次

期総選挙に関する世論調査結果を掲載した。次期総選挙で選挙区にAAP候補者が立てばAAPに投票するかと

の問いに対し、｢はい｣44%、｢候補者次第｣27%、｢いいえ｣23%との回答であった。なお、調査対象は全国主要

8都市の18～45歳の計2,015名であることから、農村や45歳以上の世代の世論を反映していない可能性があ

る。 

メモ： その他の質問に対する回答は、概要以下のとおり。 

*首相に最もふさわしいのは？ 

｢モディ･グジャラート州首相｣58%、 

｢ケジリワル･デリー準州首相｣25%、 

｢ラフル･ガンディー･コングレス党副総裁｣14% 

*次期総選挙におけるＡＡＰの獲得議席数は？(計550議席) 

｢25議席以下｣25%、 ｢26～50議席｣26%、 ｢50～100議席｣33%、 ｢100議席以上｣11%、 ｢過半数(272議席)以上｣5% 

*ＡＡＰ候補者の次期総選挙出馬により最も票を減らすのはいずれの党か？ 

ＢＪＰ31%、 コングレス党26%、 ＢＪＰ及びコングレス両党26%、 地域諸政党10% 

*ＡＡＰの主な魅力は？ 

｢一般市民の抱える諸問題解決に向けての努力｣40%、｢党員の誠実さと脱汚職へのコミットメント｣35%、｢一般市民の

意見を交えた意志決定｣24% 

4 インドニュース(2014年 1月) 
News from India 
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1月13日 

13日、選挙管理委員会は、4月に任期を迎える55名の上院議員のリスト及びそれに伴う上院議員選挙日程(2

月7日投票、即日開票)を発表した。 

メモ： 

上院議員(250議席)は、人口比に応じて、議席が各州に割り振られ、各州議会(二院制の州においては下院)の議員に

よる間接選挙により選出される。一部、大統領が各界代表者として指名する上院議員(14名)がある。 

任期は6年。2年ごとに、概ね3分の1ずつ改選。 

1月24日 

24日付メール･トゥデー紙は、次期総選挙に関する世論調査結果を掲載し、獲得議席数予想について、コン

グレス党が91議席(前回206議席、以下同じ)であり、統一進歩連盟(UPA)としては103議席(259)とし、また、

BJPが188議席(116)であり、野党連合(NDA)としては212議席(159)とした。なお、調査対象は、全国28州に

居住する21,792名の有権者。 

その他地域諸政党は228議席(125)とし、主な政党の獲得議席数を以下のとおりとした。 

左派諸派                 31議席(24) 

アンナ･ドラビダ進歩連盟(AIADMK)      29議席( 9) 

大衆社会党(BSP)              25議席(21)  

全印草の根会議派(AITC)          23議席(19) 

社会主義党(SP)              20議席(23) 

YSＲコングレス党(YSRCONG)         13議席( 0) 

テランガナ民族会議(TRS)          13議席( 2) 

ビジュ･ジャナタ･ダル(BJD)         13議席(14) 

民族ジャナタ･ダル(RJD)          11議席( 4) 

庶民党(AAP)                10議席( 0)他 

メモ： 

同紙は、本調査機関の所長による分析を掲載したところ、概要以下のとおり。 

*ＢＪＰは、地域政党が弱く、コングレス党とＢＪＰが従来政権を争ってきた各州(グジャラート、ラジャスタン、マディヤ･

プラデシュ、チャッティースガル、ヒマーチャル･プラデシュ、ウッタラカンド、ゴア及びジャールカンド等)で大勝する

見通し。選挙の鍵を握るウッタル･プラデシュ州でも、ＢＪＰが15年ぶりに支持を拡大している。 

*ＡＡＰの得票率は8%に上り、10議席を獲得する見込み。ＡＡＰの支持層は、①デリー準州とその隣接州、②都市の中

流階級、③これまで政治に無関心だった有権者の3つに分かれる。同党が、デリー準州の隣接州以外の州や地方

部で議席を獲得するのは難しいが、立候補者擁立の戦略次第では、同様の得票率で30議席以上を獲得する可能

性もある。ＡＡＰの台頭により、反コングレス党の風潮は更に加速するも、ＢＪＰは都市票を若干失うにとどまる見込

み。 

*コングレス党からの流出票は、ＢＪＰもしくは地域諸政党に流れ、オディシャ、アンドラ･プラデシュ、ケララ、西ベンガ

ル、ジャンム･カシミール、タミル･ナド各州で、コングレス党は議席数を大幅に減らす見通し。左派諸派の他、ＡＩＴ

Ｃ、ＢＪＤ、ＡＩＡＤＭＫ、ＹＳＲコングレス党、ＴＲＳ及びＴＤＰ等の地域政党が飛躍的に議席数を伸ばす見込み。 

*コングレス党は、大幅減の見込みだが、依然20%の得票率を維持しており、支持基盤の強さがうかがえるところ、ラ

フル･ガンディー副総裁の戦術次第では、支持回復も不可能ではない。 

1月28日 

インド大統領府発表によれば、28日、ムカジー大統領は、セルジャ社会正義･能力開発大臣の辞職を受理し、
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また、カルゲ鉄道大臣に対し、右任務を兼ねるよう指示した。 

 

 Ⅱ. 経済  

1月 15日 

インド商工省は、15日、卸売物価指数に基づく12月のインフレ率を6.16%(速報値)と発表した。9月から11

月まで7%台に高止まりしていたインフレ率は、大幅に下落し、5か月ぶりの低水準となった。 

メモ： 

下落の主要因として、高騰の続いていた野菜価格に落ち着きが戻ったことが挙げられる。 

1月21日 

21日、インド準備銀行(RBI)は、パテル副総裁が委員長を務める｢金融政策枠組みの強化･改善専門委員会｣

による報告書を公表した。右報告書には、消費者物価指数を金融政策の目標とする他、多数決に基づく金

融政策決定委員会の開催など、インドの金融政策枠組みの改革案が盛り込まれた。 

1月28日 

28日、インド準備銀行(RBI)は、第3四半期金融政策会合を開催し、政策金利の引き上げ等を公表した。政

策金利であるレポ･レートを現行の7.75%から、0.25%ポイント引き上げ、8.0%とした。 

メモ： 

市場関係者の間では据え置きの予想が大勢を占めていたため、引き上げ決定は驚きを持って受け止められた。 

 

 Ⅲ. 外交  

1月1日～4日 

インド外務省の発表によれば、1日から4日にかけて、モルディブのヤーミン大統領は国賓としてインド訪

問し、ムカジー大統領、シン首相等政府要人と会談、首脳の共同声明を発表した。 

両首脳との間では、インド･モルディブ関係において、安全保障･対テロ協力の他、経済協力、地域連結性

に関する協力につき協議された。 

1月16日 

インド外務省の発表によれば、16日、インドを訪問中の朴韓国大統領とシン首相との間で首脳会談が行わ

れ、共同声明が発表された。共同声明には、共通のビジョンとしての、ハイレベルでのより強固な政治的

協力、開かれた経済貿易環境、より深い文化への理解、の三要素を挙げた。これらの具体的実施のために、
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両首脳は、政治、安全保障分野における二国間の戦略的コミュニケーション･チャンネルの強化、経済協力

の制度的枠組みの構築及び貿易･投資の更なる拡大のためのより望ましい環境の醸成、文化交流及び人的交

流を通じた相互理解の深化、人類の共通課題に対処するための地域及び国際場裏でのパートナーとしての

緊密な協力といった政策の方向性で一致した。 

 

 Ⅳ. 日印関係  

1月25日～29日 

タイムズ･オブ･インディア紙、ヒンドゥー紙他各紙は、安倍総理大臣のインド訪問につき報じている。25

日～27日の訪問中、安倍総理大臣は、インド共和国記念パレードの主賓としてパレードに出席した他、ム

カジー大統領を表敬し、シン首相と会談を行った。29日付ヒンドゥー紙においては、今次の安倍総理大臣

のインド訪問により、日インド関係は一層強固なものとなり、過去4年間で、二国間関係は劇的に深化した

と報じられた。 

 

今月の注目点: 庶民党(ＡＡＰ)のインパクト 

昨年12月のデリー準州議会選挙においてデビュー戦ながら地滑り的に勝利し、州政権の座に着い

た庶民党(ＡＡＰ)。その後も同党の勢力伸張の勢いは衰えを見せない。 

｢44%が次期総選挙で庶民党(ＡＡＰ)に投じると回答｣(タイムズ･オブ･インディア紙)との見出し

での世論調査結果の記事までも掲載された(上記内政の項を参照)。右記事によれば、全国主要8大都

市(デリー、ムンバイ、コルカタ、チェンナイ、バンガロール、ハイデラバード、プネ、アーメダバ

ード)の青年･中年層約2千人に聞いたところ、約半数が選挙区にＡＡＰの候補者が立てばＡＡＰに投

票すると回答した。興味深いのは、調査対象となったデリー以外の7都市はデリー準州の隣接州でも

ない点であり、都市部限定とはいえ、ＡＡＰを支持する声は、インド全土に共鳴しつつあると言え

る。こうした中、ＡＡＰは、次期総選挙において全国に候補者の擁立を検討していると言われてお

り、有権者がこの世論調査結果どおりの投票行動を取るならば、メール･トゥデー紙の世論調査結果

(上記内政の項を参照)で示されたＡＡＰの獲得予想10議席を大幅に上回る結果ともなり得る。 

 一方、インドの地方では、既に地域政党が支持基盤を確立しており、ＡＡＰの勢力伸張も限定的

なものにとどまるかもしれない。例えば、コルカタにおいて、ＡＡＰが、清楚で庶民的とされるマ

マタ･バナジー･西ベンガル州首相率いる全印草の根会議派(ＡＩＴＣ)や左派政党に対して、はっきり

した対立軸を設けて約半数の支持を得て既成政党を一掃することや、南インドにおいて北インドを

中心とするＡＡＰが約半数の支持を得て地域政党を一掃することを想像することは、現時点では困

難と言えよう。今後、ＡＡＰの候補者が決定されていく中で、ＡＡＰの地方における伸張の度合い

も明らかになっていくであろうが、現時点では、地方の大都市であっても、上記世論調査どおり半

数の支持を得ているとは断じ難く、ＡＡＰのインド全土における勢力図を描くのは時期尚早である。 

 ＡＡＰの全国レベルでの伸張の程度は別にしても、汚職･腐敗の一掃を掲げる同党の躍進は、次期

総選挙を前にして、既存政党の方針や政策のあり方に影響を与えるという意味でも、インド政治に

おける地殻変動を引き起こす可能性がある。 
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=◇ 最近のイベント ◇= 

◆盛大に開催されたインド共和国記念日レセプション 

《東京》 

 1月29日(水)、ディーパ･ゴパラン･ワドワ駐日

インド大使主催による第65回インド共和国記念日レ

セプションが、ホテルオークラ東京で盛大に開催さ

れました。 

ワドワ大使に祝意を表するために並んだ方々によ

る長蛇の列は、まさに現在の良好な日印関係を示す

ごとく壮観でした。 

当協会からは、森喜朗代表理事･会長、平林博代表

理事･理事長ほか、理事、評議員多数が招待され参加しました。 

また、小野寺五典防衛相、石原伸晃環境相、町村信孝衆議院議員(日印友好議員連盟会長、元外相)、西村康

稔内閣府副大臣(日印友好議員連盟事務局長)、岸信夫外務副大臣を含む国会議員のほか、官界、財界からも、

約500名もの方々が参列されたことは、日印関係の緊密さを示すものとして特筆に値するものです。 

レセプションは終始賑やかな雰囲気のうちに行われ、会場のあちらこちらで旧交を温めたり、新たな人脈形

成に向けて歓談される姿がみられました。 

このような華やかな雰囲気のもとで盛大にレセプションが開催されたのは、昨年11月末から12月初めにか

けて、天皇皇后両陛下が53年振りにインドをご訪問されたことをはじめとして、本

年1月下旬、安倍総理大臣が第65回インド共和国記念日というインドにとって最も

重要な祝日の記念行事に、インド政府から主賓として招待され、日本の総理として

初めて出席されたことにも与っているものと思われました。 

日印両国の緊密かつ良好な友好親善関係が末永く続くことを願ってやみません。 

 

《神戸･大阪》 

 在大阪･神戸インド総領事館では、1月26日(日)にインド共

和国記念日式典及びレセプションをおこないました。 

午前中に総領事公邸で国旗掲揚式(写真上)を行い、18時から

は兵庫公館にて約250名の方々が参加され、第65回インド共和

国記念日を祝いました。 

 会場には、協会所有の写真約20枚が展示され、来場され方々

が日本とインドの長い親交の歴史を御覧になっていました。 

レセプションには、(写真下 中央)アシーム･マハジャン･イ

ンド総領事をはじめ、(写真左から)清水貴之参議院議員、濱村

進衆議院議員、仁坂吉伸和歌山県知事、井戸敏三兵庫県知事、

浅田均大阪府議会議長、小島誠二外務省関西担当大使、金澤和

夫兵庫県副知事も参加され、盛大な会となりました。 

※写真提供; 在大阪･神戸インド総領事館 

5. イベント紹介 
Japan-India Events 
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◆第8回サラスワティプジャ 弁才天の祭り 

コルカタ カルチュラル ソサイエティー(KCSJ)による、サラスワティ プジャが、2月9日(日)に、サンパー

ル荒川で開催されました。サラスワティは、勉学、弁論、叡智の象徴です。サラスワティ プジャの日は、イン

ドでは子供達は勉強せず、教科書や本など学業に関係するものにお祈りをします。そして、歌、踊り、詩の朗

読などを奉納します。アットホームな雰囲気で、小さな子供でも参加できる、大人と子供両方に向けたこのよ

うなイベントがインドには多く、コルカタに滞在していた 3年半、驚き、学ぶことが沢山ありました。小さい

ときから人前で何かを発表する機会が多いので、自立心や積極性が養われます。子供には子供独自の世界観と

行動があるという理解が一般的で、子供は社会全体で育てるもの、という概念がまだインドには強く残ってい

る印象を受けます。 

KCSJは、一般の日本人の方々の参加を奨励しています。インドやベンガルの文化をステージパフォーマンス

や屋台の料理を通して、一方的に伝えるということではなく、日本の文化を、在日インド人の方々に知っても

らう機会を提供していくことも、役割のひとつであると認識しています。また、子供、大人、プロ、アマに関

わらず、誰もが発表でき、自己実現し、神々や先生、周りの仲間や観てくれる方に感謝し、心を繋げる場作り

をしています。今回、私は生徒さんたちと、般若心経をサンス

クリット語で朗読し、カタック舞踊の振り付けで奉納させてい

ただきました。仏教、日本人の世界観をご紹介することができ

たことを嬉しく思っております。今回の開催にあたり、多くの

方にご協力いただきましたことを、心から感謝いたします。こ

のような非営利目的のイベントを末永く続け、インドと日本の

文化との接点や、新たな境地を切り開いていくためには、多く

の方々にKCSJの存在を知っていただき、活動に興味を持ち、参

加していただくことが不可欠です。どうぞ温かいご協力、ご支

援、ご参加をお願い申し上げます。 

KCSJ Cultural Secretariat 文化担当 廣光 恵(日印協会個人会員) 

 

KCSJ – Glimpse of 8th Year Saraswati Puja 

09/02/2014 - This was the eighth year celebration of Saraswati Puja in Tokyo. Incidentally, the earlier 

day witnessed 3rd highest snowfall in Tokyo after World War II which was historic. That eventually 

made the celebration more historic and meaningful. We at KCSJ are trying to make such type of 

celebrations more gorgeous with more grandeur the way it is being celebrated in our home town 

Kolkata. This time it was being held in Arakawa-Ku, where the mayor himself made it a point to join 

the same & made it graceful.  

About Saraswati Puja: We all being Indian, such type of occasions was not limited to Kolkata people 

only.  Indians residing in Tokyo joined the same. Benzaiten which is also worshipped in Tokyo is 

having the same feature as Saraswati deity. We generally worship this goddess as the goddess of 

education, wisdom. The children do not study this particular day, because the books are being 

worshipped on that day. Food is generally vegetarian with some sort of curry & a mixture of rice & 

pulses. Served hot, it is very tasty. Ending is of course sweets!!! Indians are sweet-loving people.The 

program was associated with various cultural activities: 

a) Tagore poems, (Tagore associated with Okakura Tenshin) 

b) Origami. 

<歌と踊りの様子> 
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c) Indian Traditional dance  

d) Various types of attributes which relates to culture of India.  

We saw nice mixture of Indian & Japanese people where it was not only a mixture of human being & 

knowing each other but it was nice mixture of two countries as well. We shared traditional food, 

culture, feelings & most importantly time. Members from Japan-India Association & Indian 

Embassy also attended the show & it was show casing of various talents where people got out of their 

busy schedule & opened up themselves.           

Amartya Banerjee(Member of KCSJ) 

 

 

 

 

 

 

 

※写真提供; KCSJ 

◆第65回さっぽろ雪まつり 

 今年のさっぽろ雪まつりは、2月5日(水)～11日(火)まで開催さ

れ、延べ240万人の方が来場されました。 

 2012年の雪まつりでは、日印国交樹立60周年を記念して雪の｢タ

ージ･マハル｣が出現し、そこで熱いボリウッドダンスが披露されま

した(Vol. 109, No. 2 『月刊インド』)が、今年はアイスブロック

を使った、アグラにある白大理石の建物｢イティマド･ウッダウラ

(Itmad-Ud-Daulah)｣が現れました。 

開会式当日には、ワドワ大使もご挨拶をされ(写真右上)、バングラダンス(写真

右下)も披露されました。夜になってからのライトアップ(写真下左)や、プロジェ

クションマッピング(RINNE TENSEI)(写真下中･右)では、その美しさに多くの方が

魅了されました。 

プロジェクションマッピングの動画は、HTB公式ホームページや、YouTubeでご

覧頂けます。また、“第65回さっぽろ雪まつり”、“RINNE TENSEI”で動画を検索

して頂くと、たくさん出てきます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

※写真提供; 鎌野代志美さん(日印協会個人会員) 
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＝◇ 今後のイベント ◇＝ 

◆日本企業のビジネスチャンスと市場参入戦略セミナー 

 インド市場に参入し、成功の可能性は何であるか? ジョイントベンチャーの為のビジネスパートナーを見つ

ける方法は? 売上目標を達成する為の最善の戦略は? インドにおけるサプライチェーンのオプションは何? こ

れらの疑問に対する答えを学ぶ為のセミナーです。 

日  時: 2014年2月28日(金) 15:00～17:00 (受付開始 14:30～) 

  会  場: 在日インド大使館オーディトリウム  東京都千代田区九段南2-2-11 

            東京メトロ｢九段下駅｣ 2番出口 徒歩3分  ☎03-3262-2391 

  参加費: 無料 

  言 語: 日英逐次通訳付 

定  員: 100名(先着順) 

締切り: 2014年2月25日(火)  

参加申込が必要です。主催者にお問合せの上、専用の参加申込書をFAX送信して下さい。 

主 催: 特定非営利活動法人 日本インド国際産業振興協会 

    東京都港区東新橋2-9-4 ビアパルコビル1F  ☎ 03-5733-5068  

共 催: インド大使館  インド貿易振興局  経済産業省  日印経済委員会  横浜インドセンター 

 

◆Holi Festival Of Rainbow 2014 

 インドでは、今年は3月17日に行われるホーリー。春の訪れを祝う、様々な色の粉を掛け合う祭りとして有

名ですが、横浜では、2回目となる“ Holi Festival Of Rainbow” が開催されます。 

4月11日から3日間、日印の文化交流の場として、皆様の来場をお待ちしております。 

日 時: 2014年4月11日(金)～13日(日) 10:00～21:00 

    最終日(4月13日) 10:00～19:00 

会 場: 横浜 赤レンガ倉庫 イベント広場B  ☎045-227-2002 

神奈川県横浜市中区新港1-1 みなとみらい線｢馬車道駅｣または｢日本大通り駅｣より徒歩6分 

  入 場: 無料 (会場内で開催されるイベントによっては、参加費が必要な場合もあります) 

  主 催: Holi Festival Of Rainbow 2014 実行委員会 

      神奈川県横浜市港南区日野7-2-7  ☎070-6480-6081 

日日程程変変更更のの為為、、延延期期致致ししまますす。。  
日日程程がが決決ままりりままししたたらら、、協協会会 HHPP 等等ででごご案案内内致致

ししまますす。。  

詳詳細細はは、、直直接接主主催催者者ににおお問問いい合合わわせせ下下ささいい。。  
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前田 專學 顧問 パドマ シュリ賞 受賞 

 

前田顧問が、インド政府の由緒ある“パドマ シュリ”

賞を受賞することが、1月25日インド政府により発表さ

れました。 

 

前田顧問は、1983年に当協会の理事に就任、2010年か

らは当協会の顧問を務められ、現在、東京大学･武蔵野大

学客員教授、中村元東方研究所所長等も、務められていま

す。 

この賞は、長年に亘る日印関係の「文学と教育 

(Literature and Education)」の分野における多大な貢献

に対して授賞されるものです。 

 

｢パドマ シュリ賞｣は、芸術、社会活動、公共問題、科

学･工学、貿易･産業、医学、文学･教育、スポーツ、行政

の各分野において、今後顕著な活動を行うことが期待される方に授与されるものです。 

受賞者は、毎年、共和国記念日に発表され、3月ないし4月にラシュトラパティ･バワン(大統領官邸)

において、インド大統領から授与されます。 

 

---<≪前田專學(まえだせんがく)顧問 ご略歴≫>--- 

生年月日： 1931年4月1日      

出 生 地： 名古屋市 

最終学歴：東京大学大学院修士課程(文学修士)、ペンシルヴァニア大学大学院博士課程(Ph.D.) 

職  歴：ペンシルヴァニア大学大学院講師、同大学院助教授、東京大学助教授(文学博士)、教授、 

武蔵野女子大学教授、副学長、第19期日本学術会議会員、第20期日本学術会議連携会員 

現  職：東京大学名誉教授、武蔵野大学名誉教授、(公財)中村元東方研究所理事長･東方学院長、 

中村元記念館館長、史跡足利学校庠主、日本印度学仏教学会理事(理事長)、(公財)日印協会顧問、 

山陰インド協会名誉顧問など。 

賞  罰：第14回日本印度学仏教学会賞、日本学士院賞、北京社会科学院名誉研究員、勲 三等旭日中綬章、 

韓国東国大学賞牌、スリランカ国ブッダ･シュラーヴァカ大学名誉教授、タイ国衆議院仏教事業委員会功労賞、 

インド国パドマ シュリ－勲章など 

専  門：インド哲学(特にヴェーダーンタ哲学)と仏教学 

著  書：Shankara’s Upadeshasahasri, Critically ed. with  Introduction and Indices;  

A Thousand Teachings:  

The Upadeshasahasri of Shankara, Translated with Introdution and Notes;  

The Way to Liberation: Indological Studies in Japan;  

Spread and Influence of Hinduism and Buddhism in Asia; 

『インド思想史』『ジャータカ全集3』『ウパデーシャ･サーハスリー』『ヴェーダーンタの哲学』 

『ブッダ―その生涯と思想』『インド哲学へのいざない』など 
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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。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> 

今号は 2-3 月合併号ですので、次回発送は 2014 年 4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。 

<事務局からお願い> 

 新年度を向かえるにあたって、お仕事等の関係で転居される方も多い事と存じます。ご住所だけでな

く、電話番号･FAX番号･E-mailアドレス等、変更がございましたら、事務局までご一報下さい。また、

海外へ転居される場合も対応しておりますので、ご連絡下さいますようお願い申し上げます。 

<編集後記> 

年に 1度でも大雪になればニュースになる東京で、まさか 2度目の大雪となるとは予想していません

でした。よりによって交流会の日に(>__<)!! いざ会場のマハラジャに着くと、店舗前の地下通路を往来

する人の数が今までで一番の多さでした。普段地上を歩いている方が、地下に潜って来たのでしょう。 

皆様の到着を待ちつつ準備をしていると、通路を行きかう人達が、“こんな日に何事をやるのだ? ”と

冷たい視線を投げかけて来ます。心の中で、“インドなんだから! これくらいお茶の子さいさい、いやカ

レーさいさい!! ”と言い返しておりました。 

そんな時、森会長に急用の電話が入ったご様子で、会場を出て店舗前の通路で携帯を掛けられていま

した。ところが、通路を歩く方達は、ほとんど会長に気が付きません。気が付いてもチラ見程度です。 

不特定多数の方が行き交う場所で、何の心配もせずに、元総理が SPも秘書も付けずにお一人で電話を

しているなんて、“日本は凄い”、と感心してしまいました。しかし、もとはと言えば、協会主催の交流

会にお一人で参加されるからこその光景。これって、“日印協会は凄い”っていう事になりますよね。 

会員の皆様なら、自画自賛…、我田引水…、牽強付会…、とは言わずに笑って下さるかと…(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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