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1. 年頭のご挨拶
New Year’s Greeting
公益財団法人日印協会 代表理事･会長
森 喜朗
明けましておめでとうございます。
昨年は、日印関係は各分野において進展を見ましたが、特
に 12 月の安倍晋三首相の訪印により日印関係は新たな時代
の幕明けを告げました。
本年は、
日印二国間関係のみならず、
世界が直面する諸課題の解決のために日印が協力を推進する、
真の意味での｢グローバル･パートナーシップ｣を確立する重
要な年になると思います。
振り返ってみますと、2000 年 8 月に私は総理大臣として、当時冷え込んでいた両国関
係を打開すべくインドを訪問し、日印関係を修復するとともに｢21 世紀におけるグローバ
ル･パートナーシップ｣を打ち上げました。以来、両国は政治、経済、文化、人的交流等各
方面の人的往来や対話が活発化し、その後に｢戦略的グローバル･パートナー｣に格上げされ
ています。
その上に立って日印関係は、一昨年の総選挙でインド人民党(BJP)の勝利により親日家で
あり安全保障問題について日本と考えを共有するナレンドラ･モディ首相が就任され、新た
なモメンタムをもたらしました。モディ首相は、新政権の首相として域外では日本を初の
外遊先として選び、8 月から 9 月初めにかけて訪日しました。安倍総理とモディ首相との
首脳会談において、それまでの｢戦略的グローバル･パートナーシップ｣から、外交安全保障
や経済のみならず文化や精神面での絆を強調した｢日印特別戦略的グローバル･パートナー
シップ｣へと一段と格上げされましたことは、私としても大きな喜びとするところでありま
す。
12 月の安倍総理のインド訪問中には、モディ首相との間で｢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；インド太平洋地域と世界の平和と繁栄のための協
働｣と題した共同声明を発しました。ここでは多くの合意が表明されましたが、二つの重要
懸案、すなわち民生用原子力協力協定についての原則合意とインド国鉄によるムンバイ･
アーメダバード間の高速鉄道計画への日本の新幹線の採用という画期的な成果がうたわれ
ました。
インドは、モディ首相の強力なリーダーシップの下で大きく変わろうとしています。イ
ンド経済は、世界経済の変調の波に洗われながらも概して順調に回復し、主要な州におけ
るインフラの整備、全国的な規制緩和、外資導入への積極的姿勢により、諸外国との経済
関係は進展し、新興国の中でも最も安定した経済状況をもたらしています。インフラ整備
とともに、モディ首相の唱える｢メイク･イン･インディア(インド製造業の振興)｣の旗印の
もと、昨年は多くの州首相が競って訪日し、積極的な企業誘致活動が行われました。更な
る経済発展のためには、インド政府は土地収用法の改正や物品サービス税(GST)導入によ
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る税制改革、労働慣行の柔軟化を目指した労働法制の改革等、今後も引き続き改革の道筋
をつけることが必要と考えられますが、インド政府は各方面からの反対を乗り切っていく
ものと期待いたします。
日本への入国ビザの緩和ほか安倍･モディ両首相間でなされた諸合
意に加え、インド内における改革が進展すれば、日本企業のインド進出が一層活発化する
ことが期待されます。他方、アベノミクスによる日本経済の成長は、インド企業の日本で
のビジネス展開にも新たな機会を提供するものと期待されます。
日印協会は、日印両国関係を支える経済、文化･芸術、科学･技術など広い分野の交流や
協力の拡大を支援しています。特に未来を担う若者達の交流を活発化したいと念じており
ます。
日印協会は、本年で設立以来 113 年目を迎えますが、役職員一同、気を引き締めて日印
関係のために微力を尽くしていく所存であります。
年頭にあたり、会員の皆様方のご健勝を祈念申し上げますとともに、引き続きご支援ご
鞭撻をお願い申し上げます。

2. 新旧駐印日本大使歓送迎会ならびに新駐日インド大使歓迎会について
Welcome & Farewell Reception for Ambassadors
12 月初旬に日印両国の大使がほぼ同時期に交代されたのに伴い、日印協会の主催により 12 月 18 日に
新･旧駐印日本大使の歓送迎会に加え、新駐日インド大使の歓迎会を開催いたしました。
安倍総理の訪印(12 月 11 日～13 日)と前後し、またご帰任･ご着任でお忙しい時期にご出席いただいた
八木毅前大使、平松賢司新大使、そしてインドのスジャン･チノイ新大使に感謝申し上げます。
師走の多忙な時期にもかかわらず全体で約 180 名を超える盛会となりました。齋木外務事務次官、堂
道 JICA 副理事長、日印経済委員会飯島会長、同常設委員会倉内委員長、笹川日本財団会長、明石国際文
化会館理事長等のご来賓も多数ご出席いただき、日印協会からも評議員･理事･相談役にも多数出席いた
だきました。また、ご出席いただきました会員の皆様に厚くお礼申し上げます。

<岡副会長による

<平林理事長による
司会>

乾杯のご発声>
<鈴木副会長(右)による開会のご挨拶
左から順に岡副会長、八木大使、チノイ大使、平松大使>
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森会長が直前の重要会議が長引いたために残念ながら急遽欠席となりましたが、平林理事長から 3 大
使を紹介いただいた後、鈴木修日印協会副会長に開会挨拶をいただき、引き続き八木前大使、平松新大
使、そしてインドのチノイ新大使の順にご挨拶いただきました。岡素之副会長に乾杯の発声をいただい
た後、約 2 時間の食事･懇談の間に参加者が長い列を作って各大使と個別のご挨拶や名刺交換をされまし
た。
八木前大使のご挨拶：
3 年 1 ヶ月ほどの駐在期間は、日印関係が全て右肩上がりの時代であり、恵まれた
時期に大使として仕事をさせていただいたことに感謝している。常に前向きの話題
ばかりであった。後任の平松大使にも、またチノイ大使にもこの流れに乗って日印
関係緊密化のチャンスを開いていただきたい。次の駐在国ドイツからも日印の応援
をしたい、と述べられた。
平松大使のご挨拶：
発令早々、安倍総理訪印の直前に赴任した。安倍･モディ首相の歴史的な会談に立ち
会い、｢日印関係が新たな時代を迎えている｣ことを実感した。モディ首相の、｢友情
と信頼に基づく日印関係の将来を固く信じている｣との言葉が印象に残っており、こ
の首脳会談で新幹線協力、原子力協定、安全保障など幅広い分野で成果を見たが、
この総理訪問により駐印大使として今後必要な幅広い人脈形成が一挙に出来た。大
使館だけではなにもできない。皆様とともに、またチノイ新駐日インド大使ととも
に日印関係の発展に尽くしたい、と述べられた。
チノイ大使のご挨拶：
｢私の日本語はバラバラですが｣と言いつつ、｢大学時代に日本留学し、外交官になっ
てから 30 数年後にこうして在日インド大使になりました。ようやくダルマに 2 つめ
の目を入れることが出来ました｣と流暢な日本語で挨拶された。日印首脳会談では、
安倍総理は｢日印関係は世界でも最も大きな可能性がある｣と言われ、
モディ首相は｢日
本は世界の近代化に大きな役割を果たしたが、今後、日印は世界に大きな貢献がで
きる｣と言われた。
それぞれの立場で、
平松大使とともに日印関係の強化に努めたい、
と述べられた。

<写真提供; 八木豪彦氏>
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3. 安倍･モディ首脳会談の成果を祝福する
Blessing the Success of Abe-Modi Summit
公益財団法人日印協会 理事長 平林 博
12 月 11 日から 13 日まで、安倍晋三首相がインドを訪問し、モディ首
相との首脳会談の結果、｢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 インド太平洋地域と世界の平和と繁栄のための協働｣
と題した共同声明を発した。
高く評価する点は次のとおりであるが、筆者としては、長年の大きな
懸案であった民生原子力協力協定の原則合意とインド国鉄による日本の
新幹線の採用の 2 点が特に画期的な合意と考える。
<↑The Prime Minister, Shri Narendra Modi with the Prime Minister of Japan, Mr. Shinzo Abe,
at Hyderabad House, in New Delhi on December 12, 2015.>

<↑The Prime Minister, Shri Narendra Modi and the
Prime Minister of Japan, Mr. Shinzo Abe at the
delegation level talks between India and Japan,
at Hyderabad House, in New Delhi on December 12,
2015.>

<↑The Prime Minister, Shri Narendra Modi and
the Prime Minister of Japan, Mr. Shinzo Abe at
the signing ceremony, in New Delhi on December
12, 2015.>

1. ｢深淵かつ広範な行動志向のパートナーシップのためのヴィジョン｣の中で注目される点は、
次のとおり。
(1)インド太平洋地域及びさらなる広範な地域において、主権及び領土保全の原則、紛争の平和的解決、
民主主義･人権･法の支配、開かれた国際貿易体制、航行及び上空飛行の自由の順守を強調し、日印が
安全保障と発展のために協力することを約束した。これは、国内では民主主義の否定、対外的には東
アジアや南アジアにおいて武力を背景として覇権主義的行動を継続する中国への警戒心から出ている。
(2)より深い戦略的関係を強化するために、防衛装備品･技術の移転に関する覚書、及び秘密軍事情報の
保護のための秘密保持に関する協定を締結した。その中には共同生産や共同開発も含まれる。具体的
には、US-2 飛行艇などの防衛装備･技術協力を進めることにしている。
(3)災害対応･軽減の能力促進を含め、海洋問題に対処する能力強化のために、これまでの日印二国間協
力に加え、米印マラバール訓練への日本の定期的参加、日豪印三か国対話の開始に合意した。
(4)日印民生用原子力協定に原則合意が達成された。必要な技術的詳細(文章確定のための詳細のつめや
我が国の法制局との協議など)が完成したら正式に署名する。これは、安倍政権が我が国の一部にあ
る反対論を押しきったことを示している。この合意により、我が国からの原子力装備資材や技術の供
与への道が開けるのみならず、原子炉容器など日本の技術に依存する欧米諸国など多くの国々のイン
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ドに対する原子力協力を可能にするものである。
時あたかも、気候変動に関するパリでの COP21 会議により、地球温暖化対策のための国際的合意(い
わゆるポスト京都合意)が達成され、温暖化ガスの削減に貢献する原子力発電の必要性が再認識され
た。エネルギー源として、また温暖化ガス削減の有力な手段としての原子力発電の必要性が、日印両
国の合意においても国際場裏においても再認識されたことを示すものである。
2. ｢未来における投資｣の中で注目すべき点は、次の通り。
(1)高速鉄道、駅の再開発、車両製造など鉄道セクターでの日本の対印協力に合意。特に、インド最大の
経済都市ムンバイとモディ首相が州首相として経済発展に貢献したアーメダバードの約500㎞を結ぶ
高速鉄道を日本の新幹線技術で建設することに合意。我が国はそのために、高度に譲許的で巨額の円
借款を供与することを決定した。これにより、インドは、独仏などの欧州諸国や中国による参入意図
を退けることになった。広大なインドにおいては、ほかの地域でも高速鉄道計画が進捗中なので、諸
外国は巻き返しを図るだろうが、親日国インドが今回の合意を受けてほかの路線においても日本から
の協力の機会を増やすことを期待したい。
最近、インドネシアが日本との信頼関係を損なう形で、ジャカルタ･バンドン間の高速鉄道を中国に
発注したことがあったが、我が国は親日国インドにおいて、一矢報いたことになった。
(2)我が国は、モディ首相が掲げる Make in India, Digital India, Skill India, Clean India, Smart
City などのイニシャティブへの協力を表明するとともに、かねてより進捗させてきたデリー･ムンバ
イ貨物新線への協力、デリー･ムンバイ産業大動脈構想(DMIC)の加速、チェンナイ･ベンガルール(旧
バンガロール)間の産業大動脈構想(CBIC)の本格的実施にも合意した。
また、モディ首相がアセアン諸国との連結性のために重視する北東州における道路網改善などへの
ODA 供与、チェンナイおよびアーメダバードにおける地下鉄事業などへの借款供与も決まった。
さらに、民間投資の拡大のための対インド 3.5 兆円の官民協調融資の着実な進展、日本貿易保険及び
国際協力銀行(JBIC)による最大 1.5 兆円の｢日印 Make in India 特別ファシリティー｣の創設などが合
意された。IoT における協力促進のための｢日印 IoT 投資イニシャティブ｣設立も検討される。
(3)科学技術協力の分野では、共同研究機関の設立、若手科学者の交流、ICT 分野での競争研究センター
の設立、脳細胞分野での研究協力、技術者養成のための日本によるインド技術者支援、大学間の各種
協力、5 年間で 1 万人の若手人材の訪日、ビザ取得条件の緩和、災害対策協力、女性の社会進出の協
力、ジェネリック薬分野での協力など、幅広い分野で具体的な協力が合意された。
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3. ｢平和と安定のためのヴィジョン｣については、次の諸点が合意された。
(1)領土保全の順守、海洋･宇宙及びサイバー分野での協力、紛争の平和的解決、航行及び上空飛行の自
由、公海における合法的な商業活動、南シナ海での行動規範の早期締結など、ここでも中国を意識し
た諸点が強調された。
(2)イスラム国(IS)やタリバンによるテロ行為を念頭に、テロとの戦いのための諸協力を確認した。
(3)モディ首相による安倍総理の｢積極的平和主義｣｢平和安全法制｣への理解と支持も表明された。
(4)日印が国連安保理の常任理事国への共通認識と相互支持など安保理改革への協力確認、
インドのAPEC
参加への日本の支持表明、核不拡散や核軍縮への変わらぬ決意なども表明された。
以上につき、詳しくは、外務省ホームページを参照願いたい。
URL http://www.mofa.go.jp/mofaj/s_sa/sw/in/page3_001501.html
※ 表紙写真; 安倍首相は、モディ首相と共にインド側政府専用機でヴァラナシへ向かい、UP 州要人等の歓迎
を受けた後、ガンジス河のダシャーシュワメード･ガートでのアールティに参加。
(The Prime Minister, Shri Narendra Modi and the Prime Minister of Japan, Mr. Shinzo Abe witnessing
the Ganga Aarti at Dashashwamedh Ghat, in Varanasi, Uttar Pradesh on December 12, 2015.
URL http://pmindia.gov.in/en/image-gallery/

)

3. インドニュース(2015 年 12 月)
News from India
Ⅰ. 内政
【グジャラート州内の地方選挙】
12 月 2 日
 各紙によれば、2 日、グジャラート州内で地方選挙の開票が行われ、コングレス党が農村部の 31 県の
うち 23 県で勝利を収めた。一方、インド人民党(BJP)は、6 つの自治都市(Municipal Cooperation)議
会と全 56 中 40 市議会(Municipality)で多数を占め、都市部での地位は引き続き維持した。
【チャンドラ･ボース秘密ファイル】
12 月 4 日
 4 日付インド首相府発表によれば、4 日、ミシュラ首相府首席次官は、チャンドラ･ボースに関する首
相府で保管するファイルをインド公文書館館長に引き渡し、ボースの誕生日の 2016 年 1 月 23 日に公
開する準備を整えた。モディ首相は、右発表の中で、モディ政権が歴史を封印してしまうような行為
をするつもりはなく、インド国民に対してボースに関する情報を公開していく予定であると述べた。
メモ：
17 日付ヒンドゥスタン･タイムズ紙によれば、モディ首相は、チャンドラ･ボースの親族 2 人と面会し、プーチン大統
領との間でボースに関する KGB ファイルの公開について協議していることを伝えた。

【庶民党(AAP)関連】
12 月 12 日～15 日
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 各紙報道によれば、12 日、デリー準州政府(ケジリワル準州首相)は、ジャイトリー財務相が 1999 年
から 2013 年まで会長を務めていたデリー地区クリケット協会の不正を調査するため、3 人のメンバー
からなる調査委員会を設置した。
 各紙報道によれば、15 日、中央捜査局(CBI)は、デリー準州のラジェンドラ･クマール次官が汚職に関
与していたとして、準州政府庁舎を捜索した。ケジリワル準州首相は、CBI による捜索開始後、ツイ
ッターで、｢CBI が自分の事務所を捜索している｣、｢モディ首相は卑怯な手段をとっている｣等と発信
し、連邦政府を批判した。
メモ：
ケジリワル準州首相は、CBI が捜索していたのはクマール次官の汚職関連のファイルではなく、同準州首相が
調査していたジャイトリー財務相の汚職に関するファイルであったと主張した。

Ⅱ. 経済
【インド準備銀行(RBI)】
12 月 1 日
 1 日、インド準備銀行(RBI)は、政策金利(6.75%)の据え置きを決定した。また、2017 年 3 月までにイ
ンフレ率を 5%までに引き下げるインフレ脱却への道筋に乗せていくとした。
【国家投資インフラ･ファンド(NIIF)】
12 月 29 日
 29 日、インド財務省は、国家投資インフラ･ファンド(NIIF)理事会の第 1 回会合を開催した旨発表し
た。
メモ：
国家投資インフラ･ファンド(NIIF)は、2015 年 2 月に構想が発表されたインフラ投資促進のためのファンド。今年度
2,000 億ルピーの予算が計上されている他、海外のファンドからも 2,000 億ルピーを調達予定。

Ⅲ. 外交
【インド･パキスタン関係】
12 月 9 日
 10 日付ヒンドゥー他各紙によれば、スワラージ外相がハート･オブ･アジア安全保障会議に出席するた
めパキスタンを訪問し、アジズ･パキスタン外交担当首相顧問と会談した他、シャリフ･パキスタン首
相に表敬した。アジズ顧問との会談後の共同記者会見において、スワラージ外相は、インドとパキス
タンが二国間の対話を再開することに合意したと発表した。
メモ：
スワラージ外相は対話再開の時期や方法については、今後決定されるとしている。

12 月 6 日
 6 日、インド外務省は、バンコクで開催されたインド･パキスタンの NSA(国家安全保障補佐官)協議に
ついてプレスリリースを発出した。同プレスリリースの概要は以下のとおり。
① パリでの印･パキスタン首脳会談を受け、両国 NSA 及び外務次官がバンコクで協議した。
② 協議は、両国首脳の、平和で安定し繁栄した南アジアに向けたヴィジョンに基づいて行われた。
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③ 平和と安全保障、テロ、ジャンム･カシミール州、管理ラインの平穏を含むその他の問題につい
て協議された。
④ 建設的関与を継続することが合意された。
12 月 25 日
 25 日、モディ首相はパキスタンのラホールを訪問した。26 日付各紙は、モディ首相の電撃的なパキス
タン訪問について、｢大胆かつ称賛に値するイニシャティブ｣(ヒンドゥー紙)、｢スマートな外交ではあ
るが、より大きな戦略によってフォローアップされるべき｣(ヒンドゥスタン･タイムズ紙)など概ね好
意的に評価した。
メモ：
今次モディ首相のパキスタン訪問はメディアに一切公表されておらず、直前のモディ首相のツイートで発表され
た。各紙の報道によれば、今次訪問は、モディ首相がモスクワから帰路、事前発表無しに訪問していたカブール
からシャリフ･パキスタン首相に電話し、同首相の誕生日を祝うとともにその後にパキスタン上空を通過すると伝
えたところ、シャリフ首相からラホールにいる旨の回答があり、これまで三度招待されていたモディ首相は、個人
的に招待に応じると回答し、実現したもの。

【インド･トルクメニスタン関係】
12 月 11 日－13 日
 11 日から 13 日にかけて、アンサリ副大統領がトルクメニスタンを訪問した。アンサリ副大統領は、
メルディムハメドフ･トルクメニスタン大統領を表敬した他、
TAPI(注)パイプライン起工式に出席した。
注：
トルクメニスタン(T)、アフガニスタン(A)、パキスタン(P)、インド(I)を結ぶ、天然ガスの輸出を目的と
したパイプライン

【インド･ネパール関係】
12 月 21 日
 21 日、インド外務省は、｢ネパールに関する声明｣と題するプレスリリースを発出した。同プレスリリ
ースによると、スワラージ外相は、ネパール内閣が、マデシを基盤とする政党からの要求に対処して、
選挙区を人口に基づいたものにするための憲法修正等いくつかの決定を行ったことを、現在の難局を
解決するための基盤を作り出すために貢献する前向きなステップとして歓迎した。
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【インド･ロシア関係】
12 月 23 日－24 日
 インド政府の発表によれば、モディ首相は、年次首脳会談のために、23 日から 24 日にかけてロシア
を訪問した。モディ首相は、クレムリンにおいてプーチン･ロシア大統領と会談した他、両首脳立会い
の下で、様々な分野における協力に関する一連の文書が署名された。また、両首脳は、インドとロシ
アの貿易･投資協力、エネルギー協力、軍事及び軍事技術協力や国際及び地域の問題に関する共同声明
を発表した。
メモ：
両首脳立会いの下で署名された文書は、ヘリコプター製造分野における協力に関する政府間協定、2004 年 12
月 3 日付け外交及び公用旅券所有者の相互訪問に関する政府間協定への修正に関する議定書等の計 10 の文
書。
ロシア大統領府の発表によれば、26 日、インド側のイニシャティブにより、両首脳との間で電話会談が行われ、
モディ首相からプーチン大統領に対し、モスクワ訪問中に受けたロシア側からのもてなしに対し心からの感謝の
意が述べられた。

【インド･アフガニスタン関係】
12 月 25 日
 25 日、年次首脳会談のためにモスクワを訪問していたモディ首相は、デリーに戻る途中、事前の発表
無く、アフガニスタンのカブールを訪問した。カブールにおいて、モディ首相は、ガーニ･アフガニス
タン大統領やカルザイ前同国大統領と会談した他、インド･アフガニスタン共同声明が発表された。ま
た、モディ首相の訪問中、インドの支援により建設されたアフガニスタンの新国会議事堂の完成式が
行われ、モディ首相は議会で演説を行い、インドとアフガニスタンの歴史的な友好関係やインドによ
る対アフガニスタン支援について述べた。
【その他】
12 月 15 日
 V. K. シン外務担当閣外相は、中国の河南省鄭州を訪問し、上海協力機構(SCO)首相会議に出席した。

Ⅳ. 日印関係
12月11日－13日
 11日から13日にかけて、安倍総理はインドを訪問し、モディ首相との間で首脳会談を行うとともに、
日･インド首脳共同声明｢日印ヴィジョン2025｣を発表した。

<共同記者発表>
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今月の注目点： 安倍総理訪印
12月11日から13日にかけて、年次首脳会談のため安倍総理はインドを公式訪問した。安倍
総理は、11日にスワラージ外相による表敬を受けた他、ジャワハルラール･ネルー大学から名
誉博士号を授与され、また、ジェトロ主催で開催された日･インド･イノベーションセミナーに
出席した。12日には、デリーにて、モディ首相との間で日･インド首脳会談及び記者発表を実
施、日･インドのビジネス･リーダーズ･フォーラムから共同報告書を受領した他、ムカジー大
統領への表敬、午餐会が行われた。また、同日、安倍総理はモディ首相とともにヴァラナシを
訪問し、ガンジス河辺で儀式を視察した他、モディ首相主催の社交夕食会に出席した。
12日にデリーで日･インド首脳会談が行われた後、｢日印ヴィジョン2025｣と題する共同声明
が発出された。この共同声明では、強いインドは日本のためとなり、強い日本はインドのため
となること、また、普遍的価値を共有するアジアの二大民主主義国である日本とインドが、戦
略的観点からあらゆる分野で緊密に協力し、地域及び世界の平和と繁栄を牽引していく事が述
べられている。そして、政治、経済、経済協力、科学技術、人的交流や文化等広範な分野での
日･インド間の協力について言及されるとともに、それぞれの分野での具体的協力については、
ファクトシートが同時に発表された。
今次安倍総理のインド訪問での主要な成果としては、まず、安全保障分野での協力について具
体化･制度化がなされたことが挙げられる。具体的には、日印原子力協定の原則合意、防衛装
備品･技術移転協定、秘密軍事情報保護協定の締結、印米海洋合同演習｢マラバール｣への日本
の定期的参加の確認、日印米及び日豪印の三カ国対話を促進すること、積極的平和主義を実践
する平和安全法制へのインドの支持表明である。経済の分野では、ムンバイーアーメダバード
間の高速鉄道への新幹線システムの導入の確認、5年間で3．5兆円規模の官民投融資を内容
とする｢日印投資促進パートナーシップ｣の着実な進展の歓迎、日本貿易保険(NEXI)及びJBIC
による総額1.5兆円の日本企業支援を行う｢日印メイク･イン･インディア特別ファシリティー｣
の創設、地下鉄建設や北東部州等での道路網改善事業への円借款供与、インドの｢アクト･イー
スト｣と日本の｢質の高いインフラ｣のシナジーによる戦略的な地域連結性の推進が挙げられる。
この他、今回は人的交流分野でも、日本が今後5年間で留学生や短期招聘等により1万人のイ
ンド若手人材の訪日受け入れを発表、日･インド両国が相互にビザの緩和を発表するといった
成果があった。
以上の様に、日本とインドの関係は様々な分野で深化し、その協力は拡大し続けている。そ
して今回の安倍総理のインド訪問により、｢世界で最も可能性を秘めた二国間関係｣は可能性の
つぼみから現実に開花し、両国関係は｢日印新時代｣が幕を開けた。

<名誉博士号授与式>

<スワラージ外相による表敬>
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<日･インド･イノベーション･セミナーで

<ビジネス･リーダーズ･フォーラムからの

挨拶を行う安倍総理>

共同報告書を受け取る両首脳>

<ムカジー大統領と会談する安倍総理>

インド･ニュース写真出典: 首相官邸ホームページ
URL http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201512/11india.html
URL http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201512/12india.html

5. イベント紹介
Japan-India Events
=◇ 最近のイベント ◇=
◆ぎふアジア映画祭 インド文化講座｢インド映画の楽しみ方｣ 講師 高倉嘉男氏
2015 年 10 月 31 日(土)～12 月 6 日(日)まで岐阜県で開催された“第 37 回ぎふアジア映画祭”では、
開催中の 11 月 23 日(月)12:15～13:15 岐阜市民会館で、高倉嘉男氏(写真 中央)を講師に迎え、インド
文化講座｢インド映画の楽しみ方｣を行った。
『ムトゥ踊るマハラジャ』が日本中を席巻した第 1 次インド
映画ブームののち、しばらくの休眠期間を経て、
『きっとうまく
いく』
『女神は二度微笑む』など、今、第 2 次インド映画ブーム
がやって来ている。｢なぜ今インド映画なのか｣ ｢インド映画と
は｣ ｢インド映画はひとつではない｣などなど様々な切り口から
インド映画を分析し、そのディープな楽しみ方を教えていただ
いた。
誰もが一度は思ったことがあるであろう｢インド映画ではなぜ
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『突然』踊りだすのか｣という疑問。その答えは、人物設定や状況
設定、登場人物の感情の高まり、婉曲表現が必要な場面、息抜き
など、物語の進行に必要なものであるとのこと。映画の質に貢献
しているものであり、決して｢突然｣ではない。
また、インド映画はエモーションを楽しむべし。恋愛、喜笑、
悲哀、驚嘆など様々な人の心の動きが脳を刺激することで芸術的
エクスタシーを感じる。これこそがインド映画の醍醐味だ。
“イン
ド映画は劇場で!”
、
“ブームで終わらせない!”という思いを強く
した、あっという間の 1 時間であった。
<文; ぎふアジア映画祭実行委員会 市民スタッフ 諸橋幸彦 写真提供; ぎふアジア映画祭実行委員会>

◆国際ベンガル学会第 4 回大会報告
国際ベンガル学会の第 4 回大会が、昨年 12 月 12･13 の両日、東京外国語大学の府中キャンパスで行な
われた。
国際ベンガル学会は、2009 年に第 1 回大会をデリー大学で開いた若い学会で、初代会長は日印協会顧
問の奈良毅東京外国語大学名誉教授であった。大会は隔年に催され、過去三回はそれぞれデリー、ダカ、
コルカタでおこなわれた。第 3 回コルカタ大会のあと、東西ベンガルの学術的交流を推進されてきた奈
良先生は、その準備を後進に託されて亡くなられた。
その後、できるだけ多数のベンガル研究者の共同事業となるよう努力しながら、会場となった東外大
に事務局を置いて、準備に取り掛かった。南アジア以外で大会を開くのを機に、対象範囲を従来の文学･
言語学から人文系の諸学に拡げるとともに、グローバルな視点を強調して、この学会を真に国際ベンガ
ル学会の名に相応しいものに近づけようと努力した。大会を成立させるには、物心両面で多くの団体･
個人の援助を賜ったことはいうまでもない。
さて、大会は報告者数 200 名ほど(インド 130 人、バング
ラデシュ 40 人、日本 30 人)参加者 300 名をこえる、南アジ
アの地域研究の学会としては異例の大規模な大会となった。
開会式にはバングラデシュ、インドと関係二か国の代理大
使が参加されて、東西ベンガルの文化的融和をはかる学会
の目的に相応しいものとなった。また式次第が思いがけず
も時間通りに終了したことは、その後の円滑な運営への弾
みとなった。
研究報告は 51 のパネルを、4 つの時間帯に分け、各時間
帯には 12 の教室が割り振られた。報告には、英語あるいは
ベンガル語が使用された。
グローバル化の時代だからこそ、
ベンガル語を大切にするというのがこの学会の立場なので
ある。応募して欠席した人数は、心配していたほどにはな
らず、さまざまな分野に関する報告と質疑応答が活発に交
わされた。
記念講演は参加者が一堂に会して、奈良先生とチェコの
故ズバヴィテル教授の名を冠して、文学と歴史について、ダカ大学とカルカッタ大学の名誉教授によっ
て行われた。
文化プログラムは 2 日とも夕方に行われ、ベンガルの歌と踊りとともに、日本の芸能もあり、参加者
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の一体感を醸成する心の籠ったものであった。
展示は、奈良毅、我妻和男という日本のベンガル研究の先覚者を紹介するパネル、タゴールの翻訳書
や新資料の陳列などがあり、有益であった。
参加者が笑顔のうちに散会する、学術交流だけではなく、心の交流があったよい大会であった。それ
も事務局スタッフの献身的な仕事ぶりと、学生諸君の働きがあってこそであった。
<文; 臼田雅之 国際ベンガル学会第 4 回大会日本委員会会長 写真提供;丹羽京子氏>

=◇ 今後のイベント ◇=
◆インドを語る集い <様々なインド> 第 39 回
『インドの｢モノづくり人材育成｣への日本の協力について』
今回は、宮原事務局長と海外産業人材育成協会（HIDA）三谷氏（前インド所長）による<様々なインド
>を開催致します。HIDA-AOTS の実施している技術研修事業を解説し、日系企業･インド企業の品質管理･
生産管理･工場管理･経営管理等の分野で果たしてきた人材育成や研修事業を通して形成された親日家･
知日家によるインド各地の同窓会活動について紹介します。
日 時: 2016 年 3 月 4 日(金)

18:00～19:30 (予定)

会 場: 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
定 員: 先着 30 名
入 場: 無料 (非会員 500 円)

◆“H. E. MR. SUJAN R. CHINOY 新駐日インド大使ご夫妻 歓迎夕食会”日程変更のお知らせ
日印協会より一斉メールにてご案内致しました、公益社団法人在日インド商工協会主催の掲題の歓迎
夕食会は、日程が変更になりました。
日 時: 2016 年 2 月 1 日(月) 18:30 より 20:30 (受付 18:15 より)
場 所: ホテルオークラ東京 別館 2 階 メイプルルーム

東京都港区虎ノ門 2-10-4

会 費: お一人様 1 万円(税込) (当日、会場受付にてお支払ください)
ご出欠: 2016 年 1 月 28 日(木)までにご出欠を E-mail; rsvp@icij.jp もしくは FAX; 03-5614-0187
にてお知らせ下さい。
お問い合わせ先： 松尾/山崎 ☎ 03-5623-3067
お申込み･お問い合わせは、直接主催者にご連絡下さいますようお願い申し上げます。
変更日程につきましても、協会から一斉メールを致しましたが、改めてご案内致します。

｢日印友好バッチ｣頒布中
日印の友好を表す両国の国旗が交差するデザインのバッチを、
会員の皆様に実費でお分けしおります。
手渡し(事務局まで取りに来られる方)の場合は、1,000 円とさせて頂きます。
(郵送の場合は、別途送料がかかります)
裏面の文字は、
“1903 年創立 日印協会”です。
詳細は、事務局までお問い合わせ下さい。
E-mail partner@japan-india.com
FAX 03-5640-1576
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6. 新刊書紹介
Books Review
§『現代インド･フォーラム』2016 年冬季号 №28
協会 HP には、1 月 8 日(金)にアップ致しました。
右記 URL にてご覧頂けます。http://www.japan-india.com/forum
今号では、
“グローバル化するインド文化”を特集し、下記 3 論文
を掲載しております。
1.インドの近代化遺産とビジネス･コミュニティ
豊山 亜希 (現代インド地域研究 国立民族学博物館拠点)
2.文化のグローバル化がもたらすこと
三尾 稔 (国立民族学博物館 研究戦略センター)
3.インド音楽のグローバル化と 21 世紀
田森 雅一 (東京大学大学院総合文化研究科)

今号より、｢現代インド研究センター｣が、編集協力に加わっています。

§『開発なき成長の限界―現代インドの貧困･格差･社会的分断』
(原題：An Uncertain Glory; India and its Contradictions)
著者: アマルティア･セン、ジャン･ドレーズ(共著)
訳者: 湊 一樹 (ジェトロ･アジア経済研究所研究員)
発行: 明石書店
価格: 4,600 円＋税
ISBN 978-4750342818
ノーベル経済学賞のセン博士が、経済学者ドレーズ博士(ベルギー生まれ、79
年からインド在住でインド国籍取得)とともに、
インドの抱える経済･政治･社会
の歪みを分析。両者による研究成果は高く評価されているが、これは共著の初
の日本語訳である。
近代的な民主国家であるインドは過去10 年以上にわたって経済面で目覚ましい成果を上げていること
はよく知られているが、｢成長の光と陰｣があり、｢今日のインドの特徴ともいうべき成功と失敗を併せて
評価することが重要であるとともに一刻も早く必要である｣としている。すなわち、｢インドを悩ませ続
けてきた問題がどの程度解決され、残っている問題は何であり、取り組まなければならない新たな問題
は何かについて問われなければならない｣と、経済成長の割には改善しない貧困問題、社会保障、保健･
衛生･栄養、基礎教育･人材育成、ジェンダー間格差など様々な社会問題に焦点を当てて論述している。
｢開発について考える場合、教育が担っている基礎的役割と人間の潜在能力を拡大するためのその他の
手段との間には密接なつながりがあり、この二つの点は本書の中心的なテーマである｣。経済にとって好
ましい制度構築を否定する訳ではないが、｢必要な制度のチェックリストを満たしさえすれば制度改革を
実行したことになるわけではなく、経済成長と教育および人的資本との間にある根本的なつながりを念
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頭に、
それぞれの状況に適した優れた制度が常に必要とされていることに敏感でなければならない｣と述
べている。
原注、参考文献、事項索引はもちろん、統計付録も充実している。インド経済･社会の時系列的指標や
州別の各種指標を比較するだけで様々なことを考えさせられる。
インドのみならず、今後日本を含む世界全体が進むべき道を考える上でも重要な著作であり、この大
作が日本語訳されたことに感謝したい。

§『外国人技能実習生受入れ実践ガイド―入管手続と協同組合作り』
著者: 岸本 和博(行政書士)
発行: 明石書店
価格: 3,600 円＋税
ISBN 978-4750342894
外国人技能実修生を日本に受け入れるための｢入管手続｣、
｢協同組合の設立手
続｣、
｢外国人技能実習生受入れの事業認可申請手続｣等について解説する実践的
なガイド書である。本書は実践書ではあるが、｢日本はいままさに外国人労働者
が大挙して訪れる歴史の節目に立っている。これまで中国やベトナムなどから
多くの外国人技能実習生を受入れてきたが、インド、スリランカ、バングラデシュなど南アジア諸国か
らももっと積極的に受け入れるべき。外国人技能実習制度が日本にとって好ましい国インドに広く普及
することを期待する｣として、
終章において多くのページ数を割いて日本のインドとの歴史的な交流の経
緯について論考している。
外国人技能実習制度･研修制度を監理･支援する公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)は、
インドとは
1996 年労働省雇用訓練局(DGET)と R/D(協定書)を締結、09 年入管法改定を受けて R/D 改定を呼び掛けて
きたが、2015 年 11 月末に新 R/D が締結されたことを発表(＊)。それ以前から著者が主張してきたよう
に、今後は本制度がインドを対象としてもっと広く活用されることが期待される。
なお、日印協会会員には 10%割引。割引購入の申し込みは行政書士岸本法務事務所まで。
電話: 03-5847-5121、FAX: 03-5847-5122
＊参考; 2015 年 11 月 30 日に、インド技能開発･起業促進省(MSDE)訓練局(DGT)との間で、入管法改正の内容を反映した討
議議事録(R/D)に署名しました。インドは、新たな産業政策に｢メイク･イン･インディア｣を掲げ、製造業を軸とした経済
成長を実現しようとしています。本制度を活用した人材育成に高い期待が寄せられています。
出典; 公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)ホームページ https://www.jitco.or.jp/ より

§『インド英語文学研究―｢印パ分離独立文学｣と女性』
著者: 大平 栄子
発行: 彩流社
価格: 4,500 円＋税
ISBN 978-4779121296
インド英語文学(Indian Writing in English)は、創造的目的のために英語を
用いるインド人作家及びインド生まれのインド系作家による著作を指すという。
インド生まれでイギリスに帰化したインド系作家であるサルマン･ラシュディの
81 年に出版された｢真夜中の子供たち｣(ブッカー賞受賞)以降、｢インドもの｣出
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版ブームが訪れて 30 年以上経た現在、世界的に認知されたインド人･インド系作家たちの創作意欲は増
すばかりで、今ではインド英語文学は英米文学とは異なる幅広い魅力を持つものと認識されている。｢征
服者の言語｣の英語は、今ではインドにおいて不可欠の言語として｢インドの言語｣になっているが、イン
ド人やインド系作家によって創作される英語文学は、
インド数千年の文学の伝統と無縁ではなく、
また｢英
語という共通語｣で映し出されるインド社会の現実は全インド人に共有され、英語で書かれているが故に
全世界に向けても強い発信力を有するものと思われる。
この本は 3 部構成になっており、第 1 章ではインド英語文学とは何か、どのように誕生し、発展し、
評価されているかについて論じ、
第 2 章ではインド英語文学の政治的テーマの中でも最も重要な｢印パ分
離独立文学｣を俯瞰し、第 3 章では女性作家の活躍により今まで掘り下げられることのなかったテーマに
視点が当てられている。インド英語文学の代表作が数多く紹介され、論述されており、｢現代インド文学｣
あるいは｢英語文学｣を学ぶ人のために最適な指針ともなる好著である。

§『インド企業法務 実践の手引き―設立から M&A･合弁契約、運営まで』
著者: 小山洋平（弁護士） 森･濱田松本法律事務所所属
発行: 中央経済社
定価: 3,500 円＋税
ISBN 978-4502165214
帯に｢2015 年会社法改正をふまえたインド投資の最前線｣と紹介されているが、
インドの企業･ビジネス法務の分野では最近は数多の法律事務所から日本語の解
説本が出版されており、類書も多く、10 年前と比べると隔世の感がある。それ
だけ日本企業のインド進出が活発になっており、今後ますます増加傾向にある
ことが窺える。
そのような中で、本書の特徴は｢はしがき｣にもあるように、法律論だけを述べるのではなく、実務に
使える解説書を目指していることと、個別案件ごとに英語の条例文を載せて解説、条文を理解し論点を
検討できるように工夫していることだと思う。ざっと目を通すと、インドにおける会社設立、経営、労
務等の法務に関して必要と思われる多くの項目について個別具体的に論じている分かりやすい解説書で
あり、進出企業の実務担当者に直ぐに役立つ実務書である。
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7. 掲示板
Notice
<次回の『月刊インド』の発送日>
次回発送は、2 月 19 日(金)を予定しております。2-3 月合併号ですので、催事チラシ封入をお考えの方
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>
皆様、明けましておめでとうございます。
ご挨拶が少々遅くなりましたが、
どうか本年も、
ご支援･ご協力賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
会員の皆様のご多幸をお祈り申し上げます。
年末年始の休暇が明けて仕事始めに先ずすることと言えば、メールチェックです。当然、メーラーには
迷惑メール除去の機能はついているのですが、
何しろ協会のメールアドレスは公開されていますので、
怪(妖)
しいメールが世界中からやってきます。送信元アドレスが協会の“partner@japan-india.com”となってい
る性質の悪いものが紛れていることもあります。
皆様のところにも、協会を騙る迷惑メールが送信され、肝心の大切なお知らせが排除される羽目になっ
てはいないか、あるいはなりすましメールでウィルスに感染したりはしないかと憂慮しております。どう
か十分にご注意のうえ、協会からのメールが確実に受信できるようお願い申し上げます。
しかし、この迷惑メールもよ～くチェックしてみると、平日には沢山来て、土日には数が減ります。悪
い事をしていても、週末は休みなのか、安息日を大事にしているのか、和文英文共に少なくなります。元
旦にも少なかったので、｢ハレ｣を大事にする文化は、意外にグローバルスタンダードなのですね。(記 渡邊恭子)

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

8,000 円/口

学生

4,000 円/口

一般法人会員

100,000 円/口

特別法人会員

150,000 円/口

☆入会金

個人 2,000 円
学生 1,000 円

法人 5,000 円
(一般法人、特別法人会員共に)

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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