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千鳥ヶ淵の桜をインド大使館から望む 

View of Chidorigafuchi from the Embassy of India 

<2013年 3月 29日> 
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4月からの新年度の事業計画と予算案などを審議する理事会と評議員会が、下記の通り開催されました。

今年は、日印協会創立110周年の節目となります。 

Ⅰ. 理事会 

 去る3月13日(水)、理事会が港区六本木の国際文化会館で開催されました。 

 当日は、19名の理事のうち、森会長を始め12名の理事と、監事1名が出席しました。 

  平林博理事長より、議案に沿って第1号から第6号までの議案について説明を行い、決議が必要な議案に

ついては全会一致で承認を得ました。議案については下記の通りです。 

【決議事項】 

第1号議案『2013年度(平成25年度)事業計画(案)』の承認に関する件 

第2号議案『2013年度(平成25年度)予算(案)』の承認に関する件 

第3号議案  評議員会の招集 

【報告事項】 

第4号議案  当協会創立110周年記念事業 

第5号議案  会員の現状 

第6号議案  その他 

 

Ⅱ. 評議員会 

  3月22日(金)、2013年度予算評議員会を、港区六本木の国際文化会館で開催しました。評議員8名のうち

7名が出席しました。 

  出席評議員の互選により佐川雄一評議員が議長に選出されました。 

平林博理事長より、3月13日に開催された理事会で承認された第1号、第2号、第3号各議案並びに同理

事会で報告された第4号、第5号及び第6号議案の各議案について報告を行いました。議長より、全ての議

案が適切に審議され承認された旨発言があり、全議事を終了しました。 

【報告事項】 

第1号議案『2013年度(平成25年)事業計画』に関する件 

第2号議案『2013年度(平成25年)予算』に関する件 

第3号議案  当協会創立110周年記念事業 

第4号議案 その他 

 

2013年度(平成25年)事業計画 

今年は、協会の前身である｢日印協會｣が1903年(明治36年)に創立されてから110年という節目の年とな

ります。 

創立以来の目的である｢日印両国の友好親善と相互理解の増進｣、｢インドの諸事情の調査と紹介｣の活動を

充実させ、日本にとっては益々重要となる両国関係の発展に資するべく内外の関係各位の協力を得て活動を

行います。 

 

Ⅰ. 今年度の事業の基本事業としては、 

(1)インドの政治、経済、社会、文化に関する情報収集、調査、研究を自らも行い、それらを講演会や機関誌

『月刊インド』やweb季刊誌『現代インド･フォーラム』を通じて紹介する。(公①)。 

1. 2013年度予算理事会･評議員会 報告 
Report from the Board of Directors & Council of Trustees 

 
 

Reception for New & Former Japanese Ambassadors to India 
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協会のホームページを更に充実させ、今年2月に開始したフェイスブックやツイッターを利用して、イン

ド関連情報のタイムリーな発信を図る。(公③) 

(2)日本企業のインド進出に対するアドバイスや企業の幹部の方々を対象とする講演会の開催、さらに大学や

大学院の｢インド紹介講座｣の支援や学生団体の交流事業への支援を行う(公⑤) 

(3)多様な国インドの社会や歴史、更に舞踊や音楽などの文化行事の後援やナマステ･インディアのような各

地のインド祭への参加、支援を行う。(公④) 

(4)在日インド人コミュニティーとの連携を深め、さらにインドの印日協会との交流促進を図る。(公②) 

 

Ⅱ. 今年が｢日印協会創立110周年｣という事もあり下記を重点事業として行う。 

(1)昨年12月突然の訪日延期となったマンモハン･シン首相による｢講演会｣を早期に実現し、できれば日印交

流における協会の活動にも言及頂く。 

(2)9 月に開催するインド祭｢ナマステ･インディア｣に特別協賛という形で｢日印協会創立 110周年｣を明示し

た広報を検討する。またオープニングには協会幹部の方々のご列席をお願いする他、恒例の｢講演会｣も両

国交流の発展に貢献された方々に講師をお願いして｢110周年記念講演会｣とする。 

(3)学生交流－政治面、経済面での両国関係の発展とは対照的に従来から問題提起されてきた、両国の青少年

や学生の交流促進のため、関係機関及び法人会員の協力や支援を得るための働きかけを強める。今年度に

関しては国際的なインターンシップ事業を行っているアイセック等の学生団体の支援を行う。 

 

Ⅲ. 収支状況 

今年度の収入は2,690万円と前年比90万円の減を見込む。会員数が伸び悩むなかで、今年度は昨年のデリ

ーでの｢写真展･シンポジューム｣のような大口寄附金が見込めないが、｢創立110周年｣ということで、法人会

員と個人会員、さらに一般にも広く募金を呼びかけます。 

事業活動支出は昨年比83万円減の2,432万円、事業収支差額は約138万円のマイナスの予算となるが、新

規会員の獲得を軸に経営努力を積みかさねることで収支の均衡を保つことを目指します。 

活動の基盤である法人会員は現在110社である。将来のインドで事業展開を目指し多くの日本企業が現地

事務所や現法を立ち上げ、合計は既に900社を超えました。 

一方、既に進出した会社も事業環境の変化もあり、長年会員として支援を頂いてきた企業の退会がある。 

今期は差引き5社増の115社を目標とするが予断は許さない状況である。人件費の増加は事務所経費の合

理化で出来るだけ吸収します。 

約2千万円の繰越金があることから当面の収支に不安はないが、協会が主体の行事や活動を行なうには十

分とはいえません。新規法人会員や寄付の獲得に向け、各役員の皆様におかれても情報の提供並びにお口添

えをお願いします。 

 

(注)定款に定める公益目的事業 

事業番号 

公①  インドの政治、経済、文化などに関する情報収集、調査、研究 

公②  日本人とインド人との交流促進の場の提供 

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

公④  文化行事等の開催及び後援などによる文化交流の促進 

公⑤  日印双方の政府、関係団体に対する提言。さらにこの法人の目的を達するために必要な事業 
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<2013 年度予算> 

 公益財団法人 日印協会 

           2013年度（平成25年）予算 （損益計算書ベース）    (単位：円）

科　　　　目 2013年度予算 2012年度予算 差異 注 記

Ⅰ 経常増減の部
(1)事業活動収入
① 基本財産運用収入 5,000 5,000 0
② 受取会費（含　入会金） 23,200,000 22,600,000 600,000

  特別法人会員 11,300,000 11,300,000 0
  一般法人会員 9,200,000 8,700,000 500,000 差引き5社の増加を目標

  個人会員 2,700,000 2,600,000 100,000 個人会員は差引き20名増加

③ 事業収益 1,700,000 1,700,000 0
 １情報収集・調査研究 0 0 0
 ２交流促進 1,200,000 1,200,000 0
 ３講演会・月刊インド 500,000 500,000 0
 ４文化行事の開催 0 0 0
 ５提言事業 0 0 0

④ 受取寄付金 2,000,000 3,500,000 -1,500,000
  一般寄付金 500,000 500,000 0
 記念事業関係 1,500,000 3,000,000 -1,500,000 １10周年関連事業

⑤ 雑収益 0 5,000 -5,000

事業活動収入計(①～⑤) 26,905,000 27,810,000 -905,000

(2)事業活動支出
① 直接事業費 9,700,000 11,300,000 -1,600,000

 １情報収集・調査研究 1,300,000 1,300,000 0
 ２交流促進 2,700,000 2,700,000 0
 ３講演会・機関誌・HP 3,000,000 3,600,000 -600,000
 ４文化行事の開催 2,500,000 3,500,000 -1,000,000
   一般文化行事 500,000 1,000,000 -500,000
   記念事業 2,000,000 2,500,000 -500,000
 ５提言事業 200,000 200,000 0

② 間接事業費 14,622,000 13,852,000 770,000
 役員報酬 3,360,000 3,360,000 0
 事務人件費 6,320,000 5,600,000 720,000
 物件費 4,942,000 4,892,000 50,000
  旅費交通費 800,000 880,000 -80,000
  賃貸料 2,500,000 2,500,000 0
  通信費他 1,600,000 1,440,000 160,000
  減価償却費 42,000 72,000 -30,000

事業費 計 (①+②） 24,322,000 25,152,000 -830,000

③ 管理費支出
役員報酬 840,000 840,000 0
事務人件費 1,580,000 1,320,000 260,000
物件費計 1,541,000 1,528,000 13,000
　会議費 300,000 300,000 0
  旅費交通費 200,000 220,000 -20,000
  賃貸料 630,000 630,000 0
  通信費他 400,000 360,000 40,000
  減価償却費 11,000 18,000 -7,000

管理費支出 計 3,961,000 3,688,000 273,000

事業活動支出計(①+②+③） 28,283,000 28,840,000 -557,000

(3)事業活動経常収支差額 -1,378,000 -1,030,000 -348,000

Ⅱ 経常外増減の部
 投資・財務活動収支 0 0 0

Ⅲ 指定正味財産増減額 0 0 0

当期正味財産増減額 -1,378,000 -1,030,000 -348,000
0

正味財産期首残高 23,578,342 24,608,342 -1,030,000
    〃  期末残高 22,200,342 23,578,342 -1,378,000
（指定正味財産） (5,000,000) (5,000,000) 0 基本財産



 

6 

2月 26 日(火)、大手町の経団連ホールにおいて、日印協会、経済団体連合会、商工会議所の三者共催で、

八木駐印大使を講師にお迎えし｢インドに赴任して ―最近のインド情勢と日印関係― ｣と題する講演会を開

催し、約180名の方々が参加されました。以下に、講演の内容を簡単にご紹介致します。 

なお、講演で使用した資料は、協会事務所で閲覧して頂けます。会員の方には貸出致します。 

講演要旨 

 着任して4ヶ月。｢日印国交樹立60周年｣を記念する170の行事を無事終えることができた。フｨナーレ行

事であるインド門での花火大会も大成功で、支援いただいた多くの企業の皆様に感謝申し上げる。 

 最近、インドに関するネガティブなニュースが内外メディアを通じて多く報道されている。今年は現政権

にとっては次回総選挙(遅くとも2014年4月)に向け、直面する下記の政治課題に対し成果を求められる現

政権にとっては正念場の年。 

 課題 

 経 済－10年ぶりに5%台成長に落ち込む国内経済の立て直し 

 貧困対策－人口の1/3、4億人の貧困層、とくに大票田である農村地帯の貧困対策 

 汚 職－中央政府、地方政府幹部による汚職の数々、 

さらに軍(空軍)も関わる汚職事件に国民の厳しい批判 

 治安対策－国内外のイスラム過激派による爆弾テロ、 

さらにデリーでのレイプ事件に代表される社会問題 

 内政 

来年の総選挙を前に、今年は重要州で州議会選挙がありその結果が注目される。総選挙では全国政党であ

るコングレス党とBJPの第一党争いに注目。一部にBJP有利の見方もあるがそれぞれの党と親和性のある

中小政党の数は圧倒的にコングレス党。いずれにせよ連立政権となる見込み。 

 経済 

経済の減速ほぼ底を打ったとの見方が多く、自分もそう見ている。シン政権の経済改革は様々な抵抗のな

かで粘り強く進めていることは評価できる。 

 日印関係 

政治･安全保障面で目に見える成果がある。貿易や投資の伸びも拡大、大型経済協力案件はゆっくりだが着

実に進展。人･文化の交流面では、とくに留学生数など青少年交流をいかに伸ばすかが課題。 

 

 

 

2. 八木 毅 駐インド特命全権大使 講演会抄録 
Lecture by Ambassador Takeshi YAGI 

Lecture report 

<↑ 講演される八木大使 

  講演会終了後に八木大使と名刺交換をされる方々→> 
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日印協会代表理事･理事長 

平林 博 

 さる、3月 23日(土)神戸市の由緒ある相楽園会館において、在日本印度商業会議所の創立 75周年を祝う

レセプションが開催された。(公財)日印協会を代表して私が家内同伴で出席した。この商業会議所は、大阪

及び神戸を中心に活躍する在日インド人ビジネスマンの組織であり、極めて古い歴史を持つが、その活動も

関西を中心に大きく発展している。在日インド人社会は、東京や横浜でも発展しているが、在日本印度商業

会議所は、1937年の創設以来間断なく継続し、ダヤル氏で実に第28代目の会頭となっている。 

レセプションは、両国国歌の斉唱で開始された。J. S. ダヤル会頭のあいさつの後、ディーパ･ゴパラン･

ワドワ駐日インド大使、井戸俊三 兵庫県知事、多少遅れたが矢田立郎 神戸市長が駆け付けて祝辞を述べた。

松井一郎 大阪府知事からのメッセージの代読もあった。歴代の会頭経験者、会員諸氏夫妻、ヴィカス･スワ

ループ在大阪神戸インド総領事が、来賓のあいさつに温かい拍手を送った。 

私からは、日印協会も本年が110周年目であることを紹介しつつ、これまでほとんど関係のなかった在印

度商業会議所との関係を強化拡大し、日印関係の増進のために協力して行きたいと述べた。 

強く印象づけられたのは、この商業会議所の会員諸氏はいずれもビジネスで成功するとともに、地元政界

や経済界との関係を大切にしてきたことである。些細なことかもしれないが、駐車していた会員諸氏の車が

日本の高級車であったり、ベンツであったり、スポーツカーであったりしたこともあり、会員諸氏のステー

タスを象徴するものと受け止めた。 

あらためて在日本印度商業会議所の益々の発展を祈念するとともに、当協会との協力関係を構築して行き

たいと考える。 

2013年4月吉日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 在日本印度商業会議所創立 75周年レセプションに出席して 
Reception of the 75th Anniversary of ICCJ  

<ダヤル会頭による挨拶> <祝辞を述べるワドワ大使> 

<井戸俊三知事(右から2番目)を囲んで、ダヤル会頭夫人(向かって左端)、平林夫妻> 
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日印協会 個人会員  長浜 浩子 

2月22日金曜日の夜、日印協会主催の日本とインドの交流の輪を広げる集いが開催され、私も参加させて

いただきました。 

 

会場となったのは、インド料理レストラン『ボンベイクラブ汐留店』で、予定されていた定員を上回る参

加希望者により、お店を借り切る運びとなったとのことでした。 

 この日、会長の森 喜朗元首相は安倍晋三首相の特使としてモスクワを訪問中のためご出席は叶いませんで

したが、在日本インド大使館よりディーパ･ゴパラン･ワドワ大使閣下をはじめ8名もの皆様が会場においで

下さっていました。 

 会場には日印協会の役職に就かれておいでの皆様、インドとのご縁による個人会員の皆様、企業などの法

人会員の皆様に加え会員以外の方も含め80名を超えるお客様が参加とうかがっています。 

ワドワ大使閣下よりいただいたご挨拶は、日印協会とインド大使館とのよ

い関係が維持できていること、インドの国の理解が若い世代に薄いので理解

を広げるためにインドを伝えていく必要があること、日本とインドが家族の

ような関係に発展し続けることを願っていることなどで、お言葉の一つひと

つに温かなお人柄を感じることができました。また、今年 110周年を迎えた

日印協会についての歴史をひもとかれておいでのようで、見事に日印協会の

歩みを詳細にご挨拶の中に織り込まれていたことには驚かされました。 

ワドワ大使閣下は乾杯の後、参加者のお一人おひとりと笑顔で接され、そ

の時間は1時間を大きく上回り、お立ちになったまま時にはワインを楽しみ

ながら、次のご予定時刻までを多くの方々と言葉を交わし過ごされておいででした。会場各所でワドワ大使

閣下の良きお人柄が評判となっていたことは申すまでもありません。インド大使館と日印協会の良い協力関

係が維持されていることの表われと評価する声も聞こえてまいりました。 

 楽しかったのは、会話だけではありません。レストランが用意して下さったお料理は、数種類のカレーと

ライス･ナン･チャパティ･チーズナン、タンドリーチキンそしてヨーグルトなどが並んだブッフェ。ワインや

ビールなどのお酒類とソフトドリンク、併せてインド料理レストランならではのチャイやラッシーも自由に

楽しめるというスタイルでした。その中で、ダルマッカーニは特筆すべき絶品で記憶に残る味でした。それ

は、私の舌だけが感じたことではなかったようで、大好評の一品となっていました。 

 会場ではたくさんの方とお話しましたが、中でも驚いたのは｢バンガロールでお見かけしたことがあるので

すが･･･｣と、私に声をかけて下さった方がいらしたことです。昨年の8月、日印国交樹立60周年事業として

バンガロールで｢観世流能｣の公演が催され、その会場でパンフレットを配布していた私を記憶していて下さ

った方が交流会に参加されていたのです。共通の知人が存在していることもわかり、楽しい時間となりまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

4. 交流会に参加して 
Members’ Gathering 

<挨拶されるワドワ大使> 
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交流会の最後は案内状にもありました抽選会。素晴らしいサリーをはじめインドのグッズが当るというも

のでした。当選した方の中に大阪からの学生さが複数いらしたのは、遠方からおいでくださったことへのイ

ンドの神様からのご褒美でしょうか。 

 この交流会は、それぞれにインドとのご縁をもたれ交流を実現されておいでの方々が会し、更に横のつな

がりを広くつなげるきっかけとなったり、この集いを機にインドへの興味を深くされたり、人と人、インド

と日本の心の距離を近くする大切な集いとなっていたようです。この日、ワドワ大使閣下より賜ったお言葉

を心に置き、日本とインドの友好関係をより深く温かめ続けるお手伝いできる一人であり続けたいと思った

のは、私だけではないはずです。 

 

筆者略歴    長浜 浩子(ながはま･ひろこ) 

東京家政大学付属女子中学高等学校書道講師。 

同大学オープンカレッジ講師。 

初の渡印は1991年のヨーガ研修のためリシケシへ。 

1992年、日印国交樹立40周年の記念事業の一つ｢石黒節子舞踊公演 インド･

ボンベイ公演(モダンダンス｢つぼ坂物語｣)｣の制作スタッフとして参加。 

1993年、書道でインドとの交流を開始。 

1996年には日本インド学生会議を友人と創設し現在17年目を数える。 

 
 
 

日印協会 個人会員  藤崎 正 

毎月送られてくる『月刊インド』の昨年の12月号に1枚の折り込みチラシが入っていました。それは、レ

インボー国際協会というNPO法人が主催するスタディーツアー(観光ツアーではなく)｢インド･コルカタふれ

あいの旅｣の案内でした。 

レインボーホームの子ども達があなたをお待ちしています、という内容と同時に、私が尊敬するマザーテ

レサの｢死を待つ人の家｣でのボランティアもあるとのことでした。強く心を動かされるものがあり、レイン

ボー国際協会に問い合わせ、副理事長にもお会いして、説明を受けた結果、妻と二人で参加することにしま

した。 

2月14日(木)の夕刻、成田を出発し、バンコクで乗り継ぎ(ツアーとはいっても、私たち二人だけだった

ので、かなり緊張感がありました)、深夜2時過ぎ(現地時間)にコルカタ空港に到着し、現地で長くボランテ

ィアを続けている日本人女性とホームステイ先の奥様が出迎えて下さいました。 

翌日、オリエンテーションでいろいろ説明を聞いた後、マザーハウスというマザーテレサが設立した団体

の中心施設に、ボランテイアの登録に行きました。ボランティアは世界各地から来ており、全体で 60～70

人はいました。出身の地域別に3グループに分かれて注意事項や説明を聞いた後、登録をしました。 

その後、バスに40分ぐらい乗り、レインボーホームを訪問しました。 

レインボーホームは、日本からの支援により設立した児童養護施設

で、現在16人の子ども達がそこで生活をしています。 

その日は金曜日でしたが、ちょうど｢サラスワティープジャ｣という

インドの祝日(サラスワティーはヒンズー教の学問の神様)で、子ども

達はみんなホームにいる日でした。 

初めて会う子ども達でしたが、子ども達は、歌や踊りを披露してく

れました。また、絵や飾り物など、日本での販売に向けた取り組みも

見せてもらいました。そして、思いがけなく、ビクラム君という男子

<交流会にてワドワ大使と共に> 

5. インド･コルカタ 訪問記 
My Visit to Kolkata 

<対局する筆者(中央)> 
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と囲碁の対局もしました。対局前の挨拶も、とてもきちんとできていました。現地役員のサンディープさん

がインドでの囲碁の普及に尽力されているとのことで、レインボーの子ども達も何人かが囲碁に取り組んで

いるそうです。女子のマラさんは、もしかしたら、今年、日本での大会に来るかもしれないとのことでした。 

17日(日)はマザーハウスでの早朝ミサに出席した後、｢死を待

つ人の家｣に移動して、7時45分頃から、食器類の洗い物、衣服･

シーツ類の洗濯、そしてベッドが並んでいる部屋に入って必要な

介助、お昼の食事の介助、食器の片づけなどを12時までしました。 

｢死を待つ人の家｣の正式名称は、現地のベンガル語では｢ニルマ

ル･ヒルダイ｣と言い、その意味するところは｢清い心｣であり、通

称は所在地の名前を取って｢カリガート｣とも呼ばれています。 

もともとは、すぐ隣にあるカーリー寺院の休憩所で、1952年か

ら(いろいろな経過を経て、地元からの提供を受け)マザーテレサ

やシスター達によって運営されてきました。施設の中には、男性

用、女性用のそれぞれ50床(合計100床)の大部屋があり、そこには駅やその周辺の路上やスラムで行き倒れ

ている人たちが運び込まれてきます。 

18日、19日も、ホームステイしている家を朝7時少し過ぎに出て、朝のコルカタの街の様子を見ながら歩

いて約20分、ニルマル･ヒルダイに着いて、同様のボランティアを続けました。ボランティアは若い人たち

が多く、韓国、中国、フランス、メキシコ、カナダ、アメリカなどなど実に様々でした。19日には、そこで

息を引き取っていかれる男性の方を看取りました。 

私とインドとの出会いは、22年前(1991年)に鉄道関係の技術協力でボンベイに行ったのが初めてでした。

初めて行った外国がインドで、日本とはずいぶん違うものを感じ、もっといろいろな事を知りたいと思い、

日印協会に入会しました。 

今回のふれあいの旅では、実に多くのことを体験し、いろいろなことを考えさせられました。また、現地

の方々が献身的に取り組んでおられる様子に、強く感動を受けました。 

インドでのホームステイも初めての体験でしたが、アットホームな心地で、インドの暮らしぶりを直に見

させて頂くことが出来た貴重なホームステイでした。 

 

筆者略歴    藤崎 正(ふじさき･ただし) 

1950年      神奈川県茅ケ崎市に生まれる 

1972年      九州大学工学部機械工学科 卒業 

同年4月    当時の国鉄に入社 

1991年      コンカン鉄道(ボンベイ～マンガロール約800㎞)建設工事の技術協力のため、JICA専門家とし

て渡印、その後、日印協会に入会 

1999年3月  コンカン鉄道が完成し、インドへ(日印協会が企画の旅行) 

現在は、三建設備工業㈱顧問、鉄道友の会 理事、神奈川県茅ケ崎市在住 

趣味は、囲碁、謡曲(宝生流)、ウォーキング 

<ニルマル･ヒルダイ> 
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◇◇◇◇ インド･ニュース(2013年2月) ◇◇◇◇ 

 Ⅰ. 内政  

1月31日 

 1日付ヒンドゥスタン･タイムス(HT)紙は、31日、民族主義会議派(NCP)のシャラド･パワル党首が政界引退

を明らかにした旨報じている。同党首は、引退後も引き続き党首の座に就く予定であること、及び、同党

とコングレス党との合併を否定したとのことである。 

2月1日 

 2日付HT紙他は、閣議において、女性に対する性犯罪の厳罰化のための刑法改正が承認されたことを報じ

ている。同法令は、大統領の署名後に効力を有し(3日、大統領が本件改正に合意し署名)、その後 6ヶ月

以内の国会承認が必要となる。4日付の同紙によれば、ビハール州において、同改正に基づき、4歳の姪を

暴行の上殺害したとして死刑判決の決定がなされた。 

2月4日 

 5日付のヒンドゥー紙は、西ベンガル州ダージリンのビマル･グルン･ゴルカ人民解放戦線(GJM)党首が、ゴ

ルカランド地域行政府(GTA)の長を辞任する意向を明らかにしたことを報じている。同報道によれば、ダー

ジリンの集会において、グルン党首は、ゴルカランド設立要求実現のため同党党首に就任したが、GTA の

長に就いていること自体が同要求との関係で不適切である旨述べたとされる。 

2月6日 

 7日付のヒンドゥー紙によれば、ヒンドゥー祭(マハー･クンブメーラー)に参加するためにアラハバードを

訪問中のラージナート･シン･インド人民党(BJP)党首は、アヨーディヤのラーマ神寺院建設について、本件

は選挙公約といった問題ではなく、インド人の誇りに関する問題であり、宗教や国家の問題である旨語っ

たとのことである。また、世界ヒンドゥー協会(VHP)関係者は、モディ州首相は、故ネルー首相に与えられ

ていたものと同様の支持を国民から集めているとメディアに語り、モディ首相を支持する姿勢を明らかに

したとのことである。 

メモ: 

アラハバードには、ヤムナー川、ガンジス川及びサラスワティ川(ヒンドゥー教徒の間で実在すると信じられている河

川)の合流点(サンガム)があり、霊水のはいった壺を奉ずる祭り(クンブ･メーラー)が行われ、聖者や苦行者がインド

中から集まる。マハー･クンブメーラーは 12年に 1回行われる祭り。ＨＴ紙は、インド政府の汚染対策局が、1 月 14

日に祭りが始まって以降、河川の汚染レベルが急上昇しており、皮膚への影響が懸念される旨発表したことを報じ

ている。 

 7日付の HT紙は、モディ･グジャラート州首相が、学生達が抗議を行う中、デリー大学シュリラーム商業

校において演説を行い、成長、資本主義に基づく野心、また、若者の力について語ったことを報じている。 

2月10日 

 10日付 HT紙他は、10日午前 10時、2001年 12月 13日に発生したインド国会襲撃事件に関与したとされ

るアフザル･グル死刑囚の死刑執行について旨報じている。同事件では、警備にあたっていた8名の警備担

当含む10名が死亡し、実行犯のテロリスト5名はその場で射殺された。カシミール州での反発を懸念し、

刑の執行は秘密裏に行われた。 

メモ: 

6 年前にグル死刑囚から大統領に対し恩赦の訴えが提出されていたが、コングレス党はこれまで態度を明確にして

いなかったが、今回ムカジー大統領が恩赦の訴えを棄却してから 1 週間もたたないうちに死刑が執行された。同報

道によれば、今回の死刑執行は、1 月のコングレス党大会以降のコングレス党による中間層の支持取り込みが背景

にあるとのことである。 

2月15日 

 16日付のHT紙他は、インド政府が、イタリアのフィンメッカニカ社の系列会社の英アグスタ･ウェストラ

ンド社との間での12機のヘリコプターの購入に係る367億ルピーの契約を白紙に戻す決定を行ったことを

報じている。同報道によれば、イタリアは、今後5年間はインド政府の防衛に関する一切の取引に参加出

6. インドニュース(2013年 2～3月) 
News from India 
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来なくなる可能性があるとのこと。また、今回の契約破棄により、ロシアが漁夫の利を得ることになりそ

うであると報じられている。 

メモ： 

伊当局は、フィンメッカニカ社が、ヘリコプター売買契約に際して、ティヤーギ元空軍参謀長に対して、入札条件の変

更を求め(アグスト･ウェストランド社が応札できるよう、ヘリの高度制限を下げるという変更を行ったとされている)、

仲介を行った者に対して 37億ルピーを支払ったと指摘しており、インドＣＢＩ(中央捜査局)も調査を行っている。 

2月21日 

 インド議会省発表によれば、インドの予算国会が開幕。本年の予算国会は、2月21日から 5月 10日を予

定している。うち、3月23日から4月21日まで休会となる。 

メモ: 

今国会で審議を予定している主な法案は以下のとおり。 

*鉄道予算及び通常予算 

*土地収用法案、年金基金規制法改正法案、保険法改正法案、企業法案 

*刑法改正法案、オンブズマン制度導入法案、土地収用法案、食糧安全保障法案 

2月21日 

 22日付ヒンドゥー紙他は、21日午後7時ごろ、アンドラ･プラデーシュ州ハイデラバード市近郊の複数の

場所において同時爆発事件が発生したことを報じている。報道によれば、同爆発により少なくとも 13名が

死亡、80名以上が負傷したとのことである。 

メモ: 

インド各紙報道をとりまとめると、ポイントは以下のとおり。 

*犯行声明等は確認されておらず、治安当局は犯人グループについて公式な見解を発表していないものの、インデ

ィアン･ムジャヒディン(ＩＭ)の関与が疑われている。 

*同州警察は、国家捜査庁の指導の下で、現場周辺に設置されていたＣＣＴＶ監視カメラの画像解析を行い、また、関

連が疑われるグループと接触を行うなど、犯人の特定を急いでいる。報道等では、ＩＭのヤシン･バトカールの関与

が浮上していることを報じている。 

*シンデ内務大臣は、インド政府として、2008年のムンバイ同時多発テロの実行犯及び 2001年国会襲撃事件に関与

していたとされるアフザル･グル死刑囚の死刑が執行されたことから、何らかの報復がなされることは予想していた

ものの、場所やグループについて事前に特定はできていなかったことを明らかにした。 

*当初のターゲットはサイババ寺院であったとの報道もあり。 

2月28日 

 インド予算案およびが国会に提出された。鉄道予算案は、2月26日に一般予算案に先立って提出されてい

る。 

メモ:  

1. 本年度予算案の主なポイントは以下のとおり。 

(1)歳出総額は16.6兆ルピーで、12年度比16%増。インフラ整備などの公共投資は 29%増の 5兆5,532億ルピーで大

幅に増加。補助金は 1.3兆ルピーで、前年度比10%減。国防費は 2.0兆ルピーで前年度比14%増。 

(2)歳入については、税収全体で 19%の大幅増税となり、富裕個人･大企業への課税が強化されている。また、1 年間

の時限措置として、課税所得が年 1,000万ルピー超の個人に 10%の課徴金。物品サービス税(ＧＳＴ)の導入につい

ては、チダンバラン財務大臣は、今後数ヶ月以内にＧＳＴ法案を議会に提出する旨発言するも、過去にも法案提出

が言及されながら見送られた経緯がある。 

(3)財政赤字削減という公約は堅持。 

2. 鉄道予算案の主なポイントは以下のとおり。 

(1)鉄道輸送収入は、1兆4,374億ルピー、総支出は 1兆2,621億ルピーで、いずれも過去最大の規模。 

(2)旅客の基本運賃のさらなる値上げは行わないが、貨物は燃料費高騰により平均5.8%値上げされる(4月1日)。 

一等車等の予約料･キャンセル料等は値上げ。 

(3)インターネットを通じて購入する時間の拡大、携帯電話によるＥ-チケット制の導入。 

 

 Ⅱ. 経済  

2月1日 

 1日付のヒンドゥー紙は、デリー市内の電気料金が 1.5%～3%値上げされる予定であることを報じている。 
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2月3日 

 4日付のヒンドゥー紙他は、3日、オディシャ州において、地元住民の反対する中で、韓国製鉄企業ポスコ

が工場建設のため土地収用を実行した旨報じている。ポスコは、既に 2,000エーカーの土地を収用してお

り、今回は残りの 700エーカーを収容するための措置であるが、400のビンロウ園が取り壊されたとのこ

とである。 

メモ:  

ポスコは、2005年7月、年間生産量1,200万トン規模の工場を建設するためオディシャ政府との間で覚書を取り交わ

しているが、2,200人が居住する合計8つの村落が工場建設に反対しているとのことである。 

2月7日 

 7日、インド政府中央統計局は、2012年度の実質GDP成長率予測を発表。前年度比5.0%と大幅の下方修正

となった。8日付のHT紙他は、本年度のGDP成長率は、干ばつの影響を受けた2002年度以来10年ぶりの

最低値となっており、成長率において、インドは中国に次いで世界第 2位の地位をインドネシアに譲るこ

とになると報じている。チダンバラン財務大臣は、今回の数値が予期していた数値より低かったことを認

め、状況をよく観察しながら、成長回復のために適切な措置を講じたい旨述べたとのことである。 

メモ:  

同発表によると、2012年度実質ＧＤＰは総額 55兆 348億ルピーとなり、前年度非 5.0%の成長率となる見込み。製造

業については、前年度の 2.7%から低下し、1.9%に留まる見通り。サービス部門においても、前年度より低下すること

が見込まれている。 

2月13日 

 インド商工省は、2013年 1月の貿易額(暫定値)を発表。同プレス･リリースによると、輸出は 8ヶ月振り

に前年同期比で増加に転じるも、貿易赤字は引き続き拡大傾向にある。フィナンシャル･エクスプレス紙等

は、輸出は僅かに 0.82%増となるも、石油輸入のため、輸入は過去最高の 455億ドルに到達し、貿易赤字

も1月は200億ドルに拡大。ラオ次官は、貿易赤字の拡大は最大の懸念である旨発言。 

メモ:  

商工省のプレス･リリース概要は以下のとおり。 

*2013年1月の輸出額は、255.87億ドル。前年同月は 253.79億ドルであり、0.82%増。 

*2013年1月の輸入額は 455.83億ドル。前年同月は 429.52億ドルであり 6.12%増。 

*2012年4月～2013年1月の貿易赤字は、1,671.68億ドルと、前年同期の1,548.90億ドルから増加。 

2月12日 

 13日付ヒンドゥー紙は、アマゾン社グローバル副社長がシャルマ商工相と面会し、電子商取引における小

売分野の海外直接投資(FDI)解禁を求めたことを報じている。現行法においては、企業間の電子商取引にお

けるFDIは認められているも、小売分野へのFDIは認められていない。同紙によれば、アマゾンは、昨年、

ジャングリー･ドットコムを開設。同サイトは、基本的にはアマゾンと同じく、購入者がウェブサイト上で、

インド国内外の商品を選択することが可能であるが、購入に際して第三者である供給者が設置するサイト

または直接の訪問により購入する必要がある。 
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2月20日 

 21日付HT紙によると、タタ･グループがマレーシアに本拠を置くエア･アジアと共同で、低コスト(LOC)の

航空会社を立ち上げることを検討していることを報じている。同報道によれば、20 日エア･アジア社とタ

タ･サンズ社は、格安航空会社インドに立ち上げる内容の合意を行ったとのことである。 

2月28日 

 インド政府中央統計局は、2012年度第3四半期(9～12月)の成長率4.5%となったことを発表。 

メモ:  

同発表のポイントは以下のとおり。 

*2012年度第3四半期(9～12月)の成長率は、対前年度同期比4.5%の成長率。 

*特に、前期比較的好調であったサービス部門が7.2%から6.1%へと減速。農林水産業も、モンスーン期の降雨不足に

伴う発育不全から減速。製造業も依然として低成長。 

*民間消費及び政府支出は、それぞれ 61.4%、12.3%とほぼ横ばい。 

*輸出は、欧米向けの部品や繊維の輸出が落ち込み 2.1%減。 

 

 Ⅲ. 外交  

2月7日 

 8日、インディアン･エクスプレス紙は、全EU加盟国の大使がドイツ大使公邸に集まり、2時間に亘りモデ

ィ･グジャラート州首相と昼食を共にしたことを報じている。モディ州首相がヨーロッパの外交官と会合を

持つのは2002年のグジャラート州での暴動以降初めてのこととなる。 

メモ: 

2002年 3月、ＥＵ諸国の大使らは、大使、次席公使、総領事レベルでのモディ政府との外交的接触を禁止している。

同措置は、2008年に延長されていたが、2011年に駐インド･デンマーク大使がモディ州首相と面会したことをもって、

同コンセンサスが崩壊。2012年10月にはキャメロン英首相もモディ州首相と面会した。 

同報道によれば、ＥＵとしてもモディ州首相を無視できないと感じていることの現れであるとのことであるが、 

ＥＵ側での人権に関するモディ州首相への懸念は依然として解消されていないとのことである。 

2月8日 

 8日付及び9日付のヒンドゥー紙は、ティンレイ･ブータン首相のインド訪問について報じている。同紙に

よれば、本年総選挙を控えたブータンは、チダンバラン財相が財政赤字削減のためブータンへの支援を含

めた各省の予算を圧縮する意図を表明したことに懸念を有しており、インドの援助に基づく水力発電等ブ

ータンの開発への引き続きの支援について関心を表明したとのことである。同首相は、7 日にマタイ外務

次官、8日にムカジー大統領と面会した。 

2月14日 

 インド外務省は、インドを訪問しているオランド仏大統領とシン首相との間の首脳会談後に発表された共

同声明を発表。同大統領は、14～15日にインドを訪問、相互に関心を有する両国間、地域的、国際的な問

題について協議した。15日付タイムス･オブ･インディア紙によるオランド仏大統領の独占インタビューに

おいて、同大統領は、インドをアジアで最初の訪問先として選んだことは、フランスにとって対インド関

係の優先度が高いことの現れであること、防衛、対テロ、宇宙、民生用原子力、サイバー･セキュリティ、

麻薬取引についても緊密に協力していくこと、Ragale戦闘機の購入に関する契約締結の期待等について明

らかにした。 

メモ: 

インドとフランスの首脳間の共同声明の主な内容は以下のとおり。 

*国連安保理改革の必要性について再確認し、仏は、インドが常任理事国となることを改めて支持した他、輸出管理

レジームへのインドの参加に対する支持を再確認。 

*安全保障･対テロ分野での協力を再確認。 

*インド･ＥＵ間自由貿易協定交渉の促進、財務大臣による 2 国間対話の立ち上げ、迅速な都市開発協力の促進、鉄

道分野での協力の促進。 

2月14日 

 15 日付 HT紙によれば、ナシード前モルディブ大統領によるマレのインド大使館への亡命について、クル

シード外相が、アブドゥッラー･モルディブ外相との電話会談を通じて、関係者全員が納得するような解決
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に向け有意義な意見交換が行われたことを明らかにした。ナシード大統領側によれば、同大統領の逮捕が

回避されるだけでは十分ではなく、同大統領を庇護する国が決められない限りインド大使館を離れるつも

りがないとのことである。ナシード大統領は、逮捕命令が発出された13日、インド大使館に避難している。 

 15日付タイムス･オブ･インディア紙は、3月にシン首相がアラブ首長国連邦(UAE)を訪問する旨報じている。

訪問が実現すれば、インドの首相が湾岸諸国を訪問するのは 32年ぶりとなる(1981 年のインディラ･ガン

ディー元首相の訪問)。 

2月19日 

 インド外務省及び20日付のヒンドゥー紙他は、インドを訪問中のキャメロン英首相が、シン首相と首脳会

談を行ったことを報じている。 

メモ: 

(1)首脳会談での主な合意事項は以下のとおり。 

*インフラ分野について、ムンバイ～バンガロール経済回廊(ＢＭＥＣ)発展のため、英国が協力を表明し、Ｆ/Ｓ及び

モダリティの内容を検討した上で、あり得べきパートナーシップについてのロードマップ策定に合意。 

*国家製造業投資地域の設置にかかる協力に合意。ＢＭＥＣ沿いに 2カ所の同地域を設置することを検討することに

合意。 

*民生原子力協力協定の交渉開始に合意。 

*テロとの闘い、サイバー･セキュリティ、軍縮･不拡散、輸出管理、防衛技術、国連安保理改革等における協力を確

認。 

*地域情勢として、シリア、イラン及びアフガニスタンについて協議を実施。アフガニスタンについては、アフガニスタ

ンの平和、安全保障及び開発に関する定期的な対話メカニズムとして、共同作業部会の設立に合意。 

(2)英ガーディアン紙によると、キャメロン首相は、英国はインドとの『特別な関係』を作り上げるために一生懸命努力

しなければならいこと、英国がインドの選ばれたパートナーとなることを望む旨述べたとのことであり、イギリスが対

インド関係を重視していることが伺われる。 

2月20日 

 21日付HT紙等は、パンジャーブ州アムリットサルを訪問したキャメロン英首相が、ジャリアンワーラー･

バーグ(広場)を訪問し献花を行ったことを報じている。同広場を訪問した英首相は初めてとなる。 

メモ: 

ジャリアンワーラー･バーグ(広場)事件とは、1919年 4月、ダイヤー将軍率いる英軍が、広場に集まった市民に機関

銃などで無差別に発砲し、死者 1,200名、負傷者 3,600名を出した惨事のこと。本件への抗議の声はインド全土に広

がり、タゴールも、本事件を契機に子爵を返上するなど、インド独立運動に大きな影響を与えた。 

2月20日～22日 

 インド外務省は、2月 20～22日に行われたマタイ外務次官の訪米に関するプレス･リリースを発表した。

訪米中、同次官は、ケリー国務長官と会談した他、カーネギー国際平和財団において｢平和･繁栄･前進のた

めの21世紀の印米パートナーシップ｣と題する講演を行ったとのことである。 

 

今月の注目点 ：  

 インドの予算国会が開幕し、本年度予算案が提出された。来年5月の任期満了に伴う総選挙(総選

挙の実施時期は政治状況等に鑑みながら決定されることになると思われる)を控え、また、経済成長

率が10年来の低成長に落ち込む中、インド政府として、財政赤字を抑制しながら、経済成長率をど

う回復させるかというバランスを取ることが求められる中で、歳出の急激な抑制を回避し、全体の歳

出総額は前年度比 16%増としながら、富裕層･大企業の課税強化や補助金の削減など財政規律にも

対応した内容となっている。一方で、経済成長回復のための鍵となる投資回復のための措置はやや不

十分との見方もある。 

シン首相は、財政赤字を抑制しながら、同時に成長への要請に応える内容となっているとして本予

算案を評価。経済界も補助金の削減等についてはおおむね評価しているようである。一方で、社会主

義(ＳＰ)党のヤダブ党首は、同予算案は農民のニーズを考慮していないとして、予算案への対応を留

保しており、大衆社会党(ＢＳＰ)のマヤワティ党首は、農家や、被雇用者等のニーズを満たしていな

いとして批判的であるということが報じられている。 
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◇◇◇◇ インド･ニュース(2013年3月) ◇◇◇◇ 

 Ⅰ. 内政  

3月3日 

 5日付ヒンドゥスタン･タイムズ(HT)紙は、インド人民党(BJP)が、2014年の総選挙の首相候補について、決

断できずにいる状況だと報じている。3日、モディ･グジャラート州首相とラージナート･シンBJP党総裁が、

総選挙に向けた党のあり方ついて会談。一方で、モディ氏の首相候補擁立については、アドバニ元副首相を

含むその他の党指導者の反対が予想され、これら党幹部達の考えが党首の影響力を超える可能性もある、と

BJP関係者は語る。 

メモ: 

3月1日から3日まで開催されたBJPの会議において、BJP重鎮のアドバニ元副首相が、演説の中でモディ氏を重

要視しなかった、という背景がありながら、直後に、両氏が会談したという事実は注目すべき。 

3月5日 

 3月 6日付 HT紙は、ラフル･ガンディー氏が首相になることは、優先事項ではないと述べていると報じてい

る。ガンディー氏は、自身の1月のコングレス党副党首への就任が次期首相候補との噂を引き起こしている

が、長期的な政治を信じ、更に、しっかりとした組織を構築することが優先であると述べた。 

メモ: 

この発言は、ガンディー氏が、下院が一時延会となった際に議員仲間に語ったものであるが、複数のメディアが目

撃しており、同氏が、メディアの前で自らの見解を表したのは、これが初めてである。 

3月12日 

 13日付ヒンドゥー紙他は、12日、国防省国防研究開発機構(DRDO)が、オディシャ州チャンディプルの試験場

において、初の国産巡航ミサイルであるニルバイ(恐れを知らない)の発射実験を行った旨報じている。 

メモ: 

ニルバイは、発射から20分以内に、予定航路から逸脱したため、自爆装置を作動させ、初の発射実験は失敗に

終わった。 

3月19日 

 20日付HT紙他は、ドラビダ進歩連盟(DMK)が、統一進歩連合(UPA)政権からの離脱を発表した旨報じている。

DMKは、19日、国連人権理事会のスリランカ人権状況決議案に関し、インド政府が同決議案の内容を強める

ための修文を行うことに難色を示していることから、UPAとの 9年間の連携を反故にして UPA政権から離脱

することを発表し、閣外協力も否定した。DMKは、下院18議席、上院6議席を有している。20日、DMKの友

党、解放の豹党(VCK、下院1議席)も連立を離脱した。 

 21日付大統領府発表によれば、大統領は、DMKの閣僚5名(アラギリ化学･肥料相、パラニマニカム財務担当

閣外相他)の辞表を受理した。 

メモ：  

チダンバラム財務相は、20日午前、DMKの連立離脱に至る流れについて概要以下の声明を発表した。 

18日、チェンナイにて、自分(チダンバラム財務相)他は、カルナニディDMK党首と協議した。DMKは、スリランカ人権

状況決議の修正案の提出及び関連の国会決議の採択を求めた。 

19 日午前、政府中枢は、DMK の要望を前向きに協議していたが、カルナニディ党首は連立離脱を表明した。政府

は、それでも、19 日中に人権決議の修正案を作成し、また、国会決議の採択に向けて協議を継続したが、19 日深

夜、DMK幹部は、連立離脱を表明する書簡を大統領に提出した。DMKが急に態度を変えた理由がわからない。 

3月20日 

 20日、カルナータカ州選挙管理委員会は、5年の任期満了に伴う州下院選挙を5月5日(日)に実施し、開票

は5月8日(水)に行う旨公式発表を行った。 

メモ: 

2008年の前回州下院選挙における主要政党の獲得議席数はＢＪＰ117、コングレス党71、JD(S)党26議席であった。

野党コングレス党がどこまで議席を伸ばすかが注目される。また、2012年12月、イェドュラッパ元首相がBJPと

袂を分かち立ち上げた新党KJP(Karnataka Janata Party)が、どこまで議席数を伸ばすかも注目される。 

3月21日 

 22日付HT紙他は、21日、中央捜査局(CBI)が、輸入車の脱税疑惑により、カルナニディDMK党首の息子であ

り後継者とされるスターリンの自宅を捜査した旨報じている。スターリンが連立離脱を画策したとの憶測も
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流れている中、彼は、今回の手入れについて、政治的復讐であると主張。シン首相は、今回の捜査について

政府の関与を否定。 

3月26日 

 26 日付当地タイムズ･オブ･インディア紙は、アンドラ･プラデーシュ州沿岸のラムビリに原子力潜水艦も防

護可能な戦略的な海軍基地の建設を検討している旨報じている。 

3月29日 

 30日付HT紙他によれば、29日、ムラヤム･シン･ヤダブ社会主義党(SP)党首は、コングレス党は汚職に満ち

ていると批判しつつも、連立離脱は否定した。ヤダブ党首は、時期総選挙が本年中に、恐らく11月に行われ、

第3の勢力が政権を奪取すると述べ、また、残り僅かである今、何故、政権を崩壊させる必要があろうかと

述べ連立離脱を否定した。シン首相は、28日、連立の不安定化の可能性を否定しないが、下院総選挙は任期

満了(2014年5月)に伴い行われることに自信を持っていると述べており、ヤダブ党首の上記発言は右を意識

したもの。 

メモ: 

30日付 HT紙によれば、UP州における SPのライバル政党、大衆社会党(BSP)は、コミューナルな勢力を権力か

ら遠ざけておくためにUPA政権を支持するとの立場をとっている。SPは、連立離脱をすれば、BSPとの関係で、

世俗主義対コミュナリズムの構図に陥りかねない。29日、アキレシュ･ヤダブ UP州首相は、コミューナルな勢

力を権力に寄せ付けないためにUPA政権を支持していると述べ、連立離脱を否定した。 

3月31日 

 4月1日付HT紙やザ･ヒンドゥー紙は、ナレンドラ･モディ･グジャラート州首相が、6年ぶりにBJPの最高意

思決定機関である議院委員会(Parliamentary Board)に復帰したことを報じている。この任命には、モディ氏

に対しより大きな役割を模索する党幹部の声とモディ氏に対して懸念を示す人民党(統一派)(JD(U))とのバラ

ンスをとるためというシン党総裁の狙いがある。 

 

 Ⅱ. 経済  

3月5日 

 5日付ザ･ヒンドゥー紙は、エンノール港株式会社が、タミル･ナードゥ州のエンノール港のコンテナ･ターミ

ナル建設に係る入札に関し、近く入札参加企業の資格審査を行う予定と報じている。同社は、エンノール港

でのコンテナ･ターミナル建設につき、ドバイ･ポート･ワールド(アラブ首長国連邦)、シンガポール港湾庁(シ

ンガポール)、APMターミナルズ(オランダ)、L&T(インド)等の11社の民間企業から入札の関心表明を得てい

るとのこと。 

メモ: 

エンノール港は、タミル･ナードゥ州の東、チェンナイ港の北に所在する港。同港のコンテナ･ターミナル建設

は、3つのフェーズに分けられ、フェーズ毎に入札が行われる。今回の入札は、第1フェーズのもので、各フェ

ーズの埠頭は、700メートル、全長2,100メートルを想定しているが、右は状況により変更する可能性がある。 

3月11日 

 インド商工省は、2013年2月の貿易額(暫定値)を発表。12日付インディアン･エクスプレス紙は、主要先進

国市場の需要が回復したことを受け、インドの輸出は、前年同月比で 2か月連続の増加となった。輸出増加

の結果、2月の貿易赤字は、1月より縮小し、149億ドルとなった。ラオ商務次官は、欧州の状況が改善して

いるとし、輸出額の大きいエンジニアリングや製油の分野が改善し始め、米、油かす、医薬品、化学品も良

好であった旨述べた。  

メモ: 

商工省のプレス･リリース概要は以下のとおり。 

*2013年2月の輸出額は、262.59億ドル。前年同月比、4.23%増。 

*2013年2月の輸入額は、411.82億ドル。前年同月比、2.65%増。 

*2012年4月～2013年2月の貿易赤字は、1,820.90億ドル。前年同期の1,698.14億ドルより増加した。 

 12日付コルカタ各紙は、11日、2013年度西ベンガル州予算案が州議会に提出された旨報じている。予算案は、

累積債務を抱える、厳しい財政状況の改善を目標としつつも、ママタ･バナジー州首相の貧困者層支持の姿勢

が反映されたものとなった。 
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メモ: 

パンチャーヤット･農村開発担当省等に高額の予算が計上されたが、近く実施されるパンチャーヤット選挙を考

慮してのことと見られる。なお、事前に報道された越境税(Entry Tax)引き上げは、同予算案には含まれていな

い。 

3月19日 

 19日、インド準備銀行(RBI)は、金融政策会合を開催し、声明文にて、政策金利であるレポ･レートを現在の

7.75%から0.25%引き下げ、7.5%とすることを決定した、と発表。 

メモ: 

リバース･レポ･レートは、レポ･レートから1.0%低い値に自動調整されるので、現行の6.75%から6.5%。なお、

預金準備率(CRR)は4.0%のまま据え置き。 

 

 Ⅲ.外交  

3月6日 

 6 日、インド外務省は、シャアバーン･シリア大統領特使の訪印について、プレス･リリースを発出した。プ

レス･リリースによれば、シャアバーン特使が、シリアの現状について説明するために公式に訪印しており、

クルシード外相ら閣僚と会談。インド側は、シリアにおける治安情勢及び継続する暴力の拡大について深い

懸念を改めて表明するとともに、激しい戦闘･紛争によるシリア人民の苦境についても懸念を表明した。 

3月9日 

 10日HT紙は、9日、アシュラフ･パキスタン首相が家族と共にジャイプルのアジメール･シャリフを訪問した

際に、クルシード外相と非公式に昼食を共にした旨報じた。 

3月13日 

 13日、マタイ外務次官は、インドを訪問した天野IAEA事務局長と会談し、共同記者会見を行った。 

3月13日～ 

 エンリカ･レクシー号事件に関し、12日、インド外務省は、総選挙の投票権行使のためイタリアへ一時帰国中

の、インド人漁師を射殺したイタリア海兵隊員2人に関し、イタリア政府がインドへの送還拒否を決定したこ

とに対する抗議の声明を発出した。HT紙他によれば、13日、シン首相は、イタリアに約束を守るよう警告し

た。14日、最高裁判所は、駐インド･イタリア大使の出国を制限した。 

 HT紙他によれば、21日、イタリア政府は、一転して2人をインドに戻すことを決定し、22日に送還した。イタ

リアの外務次官は、23日、インドから死刑判決を下さないとの保証を得た後に難局が打開された旨述べた。

26日、イタリアのテルツィ外相は、イタリア政府による送還の決定に抗議し、辞任した。 

メモ： 

エンリカ･レクシー号事件とは 

2012年2月15日、イタリア船籍の石油タンカー｢エンリカ･レクシー｣号に乗船していたイタリア海兵隊2名は、

インド･ケララ州沖の排他的経済水域(EEZ)を航行中、インドの漁船を海賊と誤って発砲し、インド漁民 2 名が

死亡した。発砲した2名はインド当局によって逮捕。イタリアは引渡しを要求したが、インドは拒否し、2名は

インド国内の施設で軟禁。管轄権の所在を巡り、インド最高裁判所で審理が行われた結果、本年1月18日、イ

タリアの管轄権もケララ州裁判所の管轄権も否定され、特別法廷に付託する旨の決定が下された。 

3月19日 

 19日付ザ･ヒンドゥー紙は、シン首相が、18日から20日まで訪印中のモルシ･エジプト大統領と会談し、イ

ンド･エジプト間の防衛協力を強化することに合意したと報じている。首脳会談後の記者発表で、シン首相は、

エジプトとその他の社会経済開発計画や高等教育等の分野でも関係を強化することを模索することを表明。

両首脳は、サイバー･セキュリティを含む合意書や覚書及びITに関する協定に署名した。 

3月21日 

 22日付HT紙によれば、21日、ジュネーブにおいて、インドは、国連人権理事会に米国が提出したスリラン

カ人権状況決議案に賛成票を投じた。しかし、インドは、決議案の内容を強めるための修正は実行しなかっ

た。賛成した25ヵ国中、アジアの国はインドと韓国のみであった。13ヵ国が反対し、8ヵ国が棄権した。 
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3月28日 

 29日付HT紙他によれば、28日、シン首相は、BRICSサミットの際に、習近平中国国家主席と個別に会談し、

中国がブラフマプトラ川上流に3つのダムを建設する計画につき、懸念を表明した。 

 

 Ⅳ. 日印関係  

3月26日 

 来日したクルシード･インド外相は、岸田外務大臣と、第7回日インド外相間戦略対話を実施した。二国間関

係や地域情勢に関し意見交換を行った他、対インド円借款交換公文の署名を行った。岸田大臣から、シン･

インド首相訪日に向け準備を進めたい旨、政治･安全保障分野での政治対話を充実させたい旨述べたのに対し、

クルシード外相から、インド側も日本との政治対話を一層深化させていきたい旨述べた。 

 

今月の注目点 ： ドラビダ進歩連盟(DMK)の連立離脱 

下院18議席、上院6議席を有しているドラビダ進歩連盟(DMK)が、統一進歩連合(ＵＰＡ)政権

から離脱した。下院1議席に過ぎないがDMKの友党である解放の豹党(ＶＣＫ)も連立離脱した。下

院において、現有議席は541議席であり、過半数は271議席である。今回の連立離脱を受け、227

議席となったＵＰＡ(コングレス党203議席、民族主義会議派(ＮＣＰ)9議席等)は、閣外協力(社会

主義党(SP)22議席、大衆社会党(ＢSP)21議席等)による55議席を加え、合計282議席であり、

かろうじて過半数を維持している。上院では、ＵＰＡ政権は、閣外協力を含めても計119議席とな

り、初めて過半数123議席を下った。 

 コングレス党による SP、ＢSP、及びＮＣＰへの依存度が高まる中、次期総選挙へ向けた各党の

政治的駆け引きが過熱していくことが予想される。与党は、重要法案を抱える中、厳しい国会運営を

迫られそうだ。 

 

<インドニュース執筆者交代のお知らせ> 

インドニュース欄は、3月以降外務省南西アジア課の小峯氏、椿本氏に執筆して頂くことになりました。 

両名の略歴は下記の通りです。

 小峯 顕(こみね･けん) 

 2005年4月 外務省入省(南西アジア課配属) 

 インド西ベンガル州のタゴール国際大学で研修 

 2012年6月 外務省南西アジア課勤務 

 

 椿本 真弓(つばきもと･まゆみ) 

 2007年4月 外務省入省(南西アジア課配属) 

 インドのジャワハルラール･ネルー大学にて研修 

 2012年6月 外務省南西アジア課勤務

 

 

＝◇ 最近のイベント ◇＝ 

◆『第3回丸の内インドビジネス講座』 

公益財団法人日印協会のご後援を頂き、サンアンドサンズ･グループが主催した標記の講座が終了したので、

その概要と成果をこの紙面をお借りしてご報告いたします。 

一私企業のイベントではあったが、多くの法人のみならず、個人でのご参加を賜った。また、公益社団法人

日本経済研究センター殿、及び丸の内インドエコノミックゾーン殿からも共催の賛同を頂いての開催であった。 

2013年1月23日(水)から3月6日(水)の毎週水曜日、早朝の8時半(8：30～10：00)からセミナー開催した。

開催日に大雪が降ったこともあったが、参加された皆様には熱心に聴講して頂いた。 

セミナープログラムは下記の通り。 

7. イベント紹介 
Japan-India Events 
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<↑ 講座風景> 

 

<↓ 意見交換会> 

第1講座『インド経済』/第2講座『インド政治』/第3講座『日印関係』/第4講座『インド人を理解するため

に』/第5講座『インドビジネスの実践課題』/第6講座『訴訟社会インドに備える』/第7講座『意見交換会』

(参加者と講師を囲んでの自由懇談) 

各講座については、最新のインド事情、情報(インドは時々刻々に情

勢が変わっていく)をベースにセミナー企画目的に合致した内容で語ら

れた。さらに、長年インドで暮らし、インド人社会を酸いも甘いも経

験した日本人経営者と、一方日本在住の長いインド人の目から見た日

本人のインド観を話していただいたが、参加者にはそれぞれの民族の

違いを比較しながらの理解をしてもらったと自負している。 

複雑怪奇なインド法務と税制には、頭を悩まされる日本企業であ

るが、最新の情報に基づく解決方法の手解きがなされた。企業の実

態に合わせ、セミナー終了後にインドと日本の法律事務所が、イン

ド事情を踏まえてのより具体的な法律相談を承った。 

最終回では、参加者と講座講師による意見交換会を開催し、各参

加者の疑念を講師や招待客と戦わせて貰った。しかしながら、非常

に和やかに進行し、お互いの意見が相当に交換されたと深く印象付

けられた。 

右の写真の通り、講座風景と意見交換会の場をご披露します。 

また、弊社においては、今後機会あれば、このようなセミナーの開催やインド事情に精通した有力な方を招

聘して講演会を開催する予定ですので、ご参加賜れば幸甚に存じます。 

日印協会理事 サンアンドサンズ顧問 笹田勝義 

 

＝◇ 今後のイベント ◇＝ 

◆早稲田奉仕園アジア語学講座 開設40周年記念プログラム インド映画 無料特別試写会 

公益財団法人早稲田奉仕園がアジア語学講座開設 40周年を迎え、2013 年度内に様々な記念プログラムを開

催いたします。その一環として、インド映画無料試写会『きっと、うまくいく (原題 “3idiots”)』を開催す

る運びとなりました。皆様、お申込みのうえご参加下さい。 

日  時: 2013年4月26日(金) 開場 17:30 / 開演 18:00 (上映時間170分) 

会  場: 早稲田奉仕園 スコットホール 講堂 

    東京都新宿区西早稲田2-3-1    最寄駅  東西線 早稲田駅  徒歩5分 

参加費: 無料 

定  員: 150名(要事前申込･先着順) 

申  込: アジア語学講座40周年記念特設サイト内ページ↓にて詳細を確認し、お申し込み下さい。 

URL    htp://www.hoshien.or.jp/asian_40th/index.HTml 

問合先: 公益財団法人早稲田奉仕園 アジア語学講座 

☎ 03-3205-5403    FAX 03-3205-5413    E-mail: program@hoshien.or.jp 

 

◆インド舞踊『偉大な師からの賜物 - インド舞踊創作の世界』 

かけがえのない師PROF. C. V. CHANDRASEKHARの喜寿を記念して、感謝をこめて舞台にお迎えします。 

日  時: 2013年5月6日(月)  15:00開演(14:30開場) 

会  場: クレオ大阪東  大阪府大阪市城東区加茂野西2-1-21  ☎06-6965-1200 

最寄駅 JR京橋駅南口から南へ約600ｍ 

主  催: ギータンジャリ友の会 

        大阪府交野市妙見東3-4-7(櫻井方)    ☎/FAX 072-891-8874 

参加費: 一般 3,500円(前売)、会員･学生･70才以上 3,000円、小中学生 1,500円、同伴幼児無料 

      ※当日は各500円増 / ※会員扱いは、ギータンジャリ友の会、日印協会、並びに協力団体の会員 

予約･問合先: 主催に同じ 
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§『現代インド･フォーラム』 2013年 春季号 №17 

4月8日(月)に、協会HPにアップ致しました。下記三氏による論文を掲載しております。 

＊本格化した日印ビッグ･プロジェクト―日印協力の最前線に立った経験から 

堂道 秀明 (独立行政法人 国際協力機構 副理事長) 

＊インド民主主義と電力問題 

広瀬 崇子 (専修大学 法学部教授) 

＊インドにおける女性に対する犯罪をめぐる一考察 

田北 真樹子 (産経新聞 前ニューデリー支局長) 

こちら(URL  http://www.japan-india.com/pdf/forum/53-1.pdf)からご覧頂けます。

是非お読み下さい。 

 

§“JAISALMER; Life and Culture of the Indian Desert” 

Photo, Oki Morihiro ; Text, M.A. Konishi, Kodai Konishi.  

Printed and published by: D.K. Printworld, New Delhi  ISBN 978-81-246-0659-9  

 学者でも無い私がインドに魅せられ、独学で取組、足繁くインド取材を重ね、四半

世紀に100回以上にも及びました。インドで魅力のあるところは、西インドのラジャ

スターン州、その中でもタール砂漠のど真中にある、ジャイサルメールです。郊外に

あるサム砂丘は毎年砂嵐で形状が変わり、村々はとてもユニークで、見どころは沢山

あります。是非訪れて下さい。本書はインドの出版社から出版していますので、解説

は英文ですが、好評です。購入ご希望の方は、インドから取り寄せていますので、4

千円(送料込)、郵便振替№00190-9-765812 沖守弘  まで、お申込み下さい。 (沖守弘) 

§“India – Japan Relations in Emerging Asia” 

Edited by Takenori Horimoto / Lalima Varma 

Published by: Manohar Publishers and Distributors, New Delhi 

Rs.795    ISBN  978-93-5098-001-9 

本書は、日本とインドの地域研究者が冷戦後の日印関係を検討した両国関係論であり、恐

らく初めての試みである。本書の原形は2011年9月にネルー大学で開催された国際シンポ｢日

印関係―最近の動向｣であり、シンポは2012年に日印国交樹立60周年を迎えることも念頭に

おいて開催された。その後、執筆者がそれぞれの報告をバージョン･アップして本書に収載さ

れた。日本の執筆者はいずれも科研費｢現代インド外交の解明―実態・戦略的方向性・外交モデルの総合的研究｣

(2010-12年度)の研究メンバーである。(堀本武功)。 

 

--*--◇--*--◇--*--◇--*--*--◇--*--◇--*--◇--*--*--◇--*--◇--*--◇--*--*--◇--*--◇--*--◇--*-- 

新年度より、持田多聞さんが当協会参与として事務局のメンバーに加わりました。 

持田さんは外務省入省後、海外においてはネパール、ケニア、ニュージーランド、インドの

各大使館等に勤務しました。2009年 5月から 2012年 3月まではムンバイ総領事として勤務

し、帰国後退官しました。今後の活躍にご期待下さい。

8. 新刊書紹介 
Books Review 

2007年より、当協会顧問であられた山田中正氏(元駐インド大使)は、かねてより療養中のところ、

去る3月21日逝去されました。(享年81歳) 

同氏は、駐インド大使、外務省国連局長、軍縮大使、駐エジプト大使、国連国際法委員会議長、国連

海洋法条約に基づく調停人、アジア･アフリカ法律諮問機構議長等、数々の要職を歴任されました。 

森 喜朗会長より、ご遺族に対して弔電をお送りしました。 

  心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

【 訃  報 】 
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9. 日印貿易概況(2012年第4四半期-前年との比較) 
Trade statistics between Japan & India (October-December) 

輸  出  総  額
2011年10～12月

第4･四半期

2012年10～12月

第4･四半期 輸  入  総  額
2011年10～12月

第4･四半期

2012年10～12月

第4･四半期

(日本 → インド) 226,825 210,271 (インド → 日本) 130,409 135,506
食 料 品 79 81 食 料 品　 28,374 19,786
原 料 品 3,239 3,167 　魚介類 12,778 8,822
鉱 物 性 燃 料 3,186 8,056 　(えび) 9,953 6,959
化 学 製 品 19,073 17,295 　肉類 0 -
　有機化合物 4,903 5,707   穀物類 65 65
　医薬品 483 775 　野菜 70 50
　プラスチック 6,072 6,076 　果実 1,172 1,172
原 料 別 製 品 51,577 51,482 原 料 品 9,222 11,998
　鉄鋼 31,557 35,239 　木材 14 23
　非鉄金属 3,886 1,948 　非鉄金属鉱 1,768 3,233
　金属製品 7,863 5,986 　鉄鉱石 2,532 3,823
　織物用糸・繊維製品 1,772 2,169 　大豆 0 -
  非金属鉱物製品 1,887 2,107 鉱 物 性 燃 料 49,317 54,329
  ゴム製品 3,597 3,513   原油及び粗油 317 -
  紙類・紙製品 1,004 515 　石油製品 48,998 54,329
一 般 機 械 79,195 73,612 　(ナフサ等) 48,989 54,319
  原動機 20,813 10,779 　石炭 1 -
  電算機類(含周辺機器) 491 469 化 学 製 品 12,330 14,860
  電算機類の部分品 673 838 　有機化合物 6,867 8,792
  金属加工機械 13,130 20,930 　医薬品 1,393 2,188
　ポンプ・遠心分離器 11,191 9,723 原 料 別 製 品 17,990 18,137
  建設用・鉱山用機械 3,063 887 　鉄鋼原料製品 4,588 4,758
  荷役機械 4,268 3,086 　非鉄金属 546 109
  加熱用・冷却用機器 2,990 3,756   金属製品 479 575
  繊維機械 4,493 3,389   織物用糸・繊維製品 3,817 3,052
  ベアリング 2,003 1,760   ダイヤモンド加工品 7,622 8,600
電 気 機 器 37,570 31,971   貴石及び半貴石加工品 209 245
  半導体等電子部品 4,754 4,184   その他非金属鉱物製品 253 9,163
  (ＩＣ) 1,281 1,690   木製品等(除家具) 16 36
  映像機器 1,272 1,302 一 般 機 械 2,419 3,543
  (映像記録・再生機器) 1,200 1,245 　原動機 431 1,049
  (テレビ受像機) 72 57   電算機類(含周辺機器) 34 72
  音響機器 68 31   電算機類の部分品 222 107
  音響・映像機器の部分品 333 159 電 気 機 器 2,651 3,399
  重電機器 6,829 4,466   半導体等電子部品 195 425
  通信機 782 556   (ＩＣ) 28 42
  電気計測機器 6,929 6,728   音響映像機器(含部品) 15 12
  電気回路等の機器 9,166 7,840   (映像記録・再生機器) 0 2
  電池 149 264   重電機器 265 204
輸 送 用 機 器 16,460 11,749   通信機 228 297
  自動車 563 100   電気計測機器 231 492
  (乗用車) 546 80   輸送用機器 1,339 2,053
  (バス・トラック) 13 19 　自動車 208 279
  自動車の部分品 14,901 10,095   自動車の部分品 897 1,488
  二輪自動車 91 84   航空機類 2 -
  船舶 0 - そ の 他 7,128 7,400
そ の 他 16,443 12,850   科学光学機器 333 160
  科学光学機器 4,113 3,185   衣類・同付属品 2,654 2,829
  写真用・映画用材料 948 1,199   家具 98 251
  記録媒体(含記録済) 659 419   バッグ類 562 954

資料：公益財団法人日本関税協会『外国貿易概況』『日本貿易月表』

(単位：100万円)

“０”は表示単位に満たないもの、“－”はデータの無いもの       
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<次回の『月刊インド』の発送日> 

次回発送は 5 月 17 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。 

<訂正とお詫び> 

『月刊インド』1月号(①、②)、2-3月合併号(③)につきまして、下記のとおり訂正してお詫び申

し上げます。 

①P.5 10 行目  1955年、第 6代会長として～(誤)→1977年、第 6代会長として～(正) 

②P.5 14 行目  ～、2003年に森喜朗～(誤)→～、2002 年に森喜朗～(正) 

③表紙キャプション  

“Republic Day of India 28 January 2013”(誤)→“Reception on the occasion of the 64th Republic 

Day of India 28 January 2013”(正) 

 誤記、申し訳ございませんでした。 

<編集後記> 

3月 16 日、当協会も後援する『恋する輪廻 オーム･シャンティ･オーム』が公開初日を迎え、渋谷

シネマライズでは、ワドワ大使と共に初来日のファラー･カーン監督が舞台挨拶をされました。同じ

頃、ムンバイでは、Cool Japan Festival(3/15～17)が開催され、イベント期間中には“FAVOURITE 

COSPLAYER OF DAY!”としてコスプレ大会が行われました。まさかインドにガンダムのレイヤーがい

るとは!! 日印文化交流はここまで来ていたかと驚くばかりです。 

いやいやそれより、コスプレ(イヤー)が英語“cosplay(er)”になっているじゃありませんか。

“Bollywood”もそうですが、言葉が受容されると言う事は、言葉が表す事象も受容されると言う事

ですよね。Cool Japan と Bollywood が世界を席捲する日が来る!? まさに、Incredible♪  (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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10. 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) 

 



 

 

 


