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溝上富夫(日印協会個人会員･大阪外国語大学名誉教授) 

 私は去る 9月 7日から約 2週間、インドの 3都市(デリー、コルカタ、シロン)で 4回にわたる講演の

ほか、日印関係に関するシンポジウムやボーパールでの｢第 10回世界ヒンディー語大会｣に出席するなど

多彩なイベントに参加したが、そのうち、同じテーマで行った 3回の講演会について、その体験を綴っ

てみたい。 

 2014-2015 年の年末年始にかけてムンバイ大学、プネーの TMV 大学、アラーハーバードの女子カレッ

ジ、デリーのパブリック･スクールで、主として学生･生徒たちに対して行った｢第二次世界大戦時に日本

軍が英領インドで撒布した伝単とその言語について｣と題する講演が好評だったので、戦後 70周年記念

にあたる今年は、社会人を対象に講演したいと思ったのがその動機であった。 

 まず、1回目は 9月 7日、デリーのインド国際センタ

ー別館で実施した。このセンターは天皇･皇后両陛下が

1960 年に皇太子殿下･妃殿下であられたときに、礎石式

を行われたところであり、2013年には両陛下はここを再

訪問されインド各界の要人とご歓談されている。また、

日印国交樹立 60周年記念にあたる 2012年には、同セン

ターと公益財団法人日印協会、国際交流基金の主催で｢日

印交流の歴史写真展｣とパネルディスカッションがこの別

館で開かれている。このような由緒あるセンターで(おそ

らく)初めてヒンディー語による講演会を開催していただ

いたことは非常に名誉なことであったと、まずセンター

側に感謝の意を表したい。高名な文学者であり、元高級官僚のアショーク･ヴァージペイ氏が議長をつと

め、主な出席者には、アフターブ･セート元駐日大使、その後任の駐日大使の故マニラール･トリパーテ

ィー氏夫人のシャシ･ウバン･トリパーティー元外務次官、ヒンディー作家のムリドゥラー･ガルグ女史、

NHK 元アナウンサーのアキル･ミッタル氏、元東京外大教授スディール･リトゥパルナ氏、元阪大准教授

ハルジェンドラ･チョウドゥリー氏等の顔ぶれがあり、日本大使館からは佐藤仁美参事官が出席された。 

 戦争時の宣伝ビラだから、当然過激な反英のスローガ

ンが並ぶが、70年以上も前にプロの漫画家によって描か

れたカラーの画像は今でも鮮明である。こういう歴史的

資料の存在自体が、存命のインド人の多分誰にも知られ

ていない(日本のインド研究者でさえ知る人は少ない)こ

とから、聴衆は壁面に映し出される画像を珍しそうに眺

めていた。私の主眼点は画像よりも、それに用いられて

いる当時のヒンディー語ならびにベンガル語の特徴の分

析だったのだが。それでも 47枚の画像を連続して見続け

るのは退屈だろうと、ちょうど真ん中あたりで、インド人

が指を指して(インド人に)｢インドの独立のため起ち上がれ！｣と訴えるその画像のデザイン<伝単 その

2>が、第一次世界大戦時に、アメリカ軍への募兵に用いられたアンクルサムの有名な “I want you to join 

1. インド講演旅行を終えて 

On My Lecture-Tour in India 

<デリーでの公演風景  右; 筆者> 

<伝単 その 1> 
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the USA Army”のデザインからヒントを得たものであろうと両画像を並べて表示した。そして、このデ

ザインが募兵というコンテキストから離れてデザインとして一人歩きしてあまりにも有名になっている

ことをインドのグラフィック･デザイナーも心得ていたと見えて、週刊誌 India Todayのモディ首相訪米

関連記事に載った、モディ首相をアンクルサムにしたてた風刺画を紹介したら笑いが起こった。風刺画

とはいえ、よく見るとアンクルサムの帽子が星条旗をあしらったデザインであるのに対して、モディ首

相のアンクルサムの帽子はインドの国旗をあしらったものである相違点を指摘し、実はこれは、民族主

義者モディ首相が、経済大国として台頭しつつあるインドが超大国アメリカにチャレンジする姿を表し

ているものだとの筆者の個人的解説を加えた。さらに、奇想天外ながら、有名なボリウッド映画“Dhoom 

3”(アーミルカーン主演で、シカゴが舞台のアクションドラマ)の一シーンを見せ、この映画もインド人

のアメリカ社会への挑戦を扱ったものだとその類似性を指摘した。ついでに、“Trust me”という重々

しい英語を軽率に使ってオバマ大統領の顰蹙を買った某元首相がいた一方、モディ首相はオバマ大統領

の前で一貫してヒンディー語で話し続けることで信頼を勝ち取り、2015年の共和国記念日のパレードに

大統領を招待という外交的勝利を獲得したと、筆者流に｢英語絶対信仰｣を批判した。主題からの脱線だ

が、長いスピーチの真ん中ぐらいで聴衆の関心を維持させる点では、効果的だった。冒頭でマドラス(現

チェンナイ)空襲時に、タミル語による伝単も撒かれたことを述べていたことに後で質問がでたが、隣の

セート元駐日大使が大野普氏の｢日本語･タミル語同系説｣を披露しはじめるという、あらぬ方向に話題が

それだしたが、ヴァージペイ議長はヒンディー語の多様性にも言及しつつ、うまくまとめた。 

 私は最後に、｢私が生きてきた 74年間という時間の長さは、明治新政府の樹立(1868年)から太平洋戦

争勃発(1941 年)までの期間とほぼ同じになるが、明治以来日本は内戦を含めてほぼ 10 年おきに戦争を

してきた。しかし、戦後の 70年間日本の自衛隊は一人の命も奪っていない。世界の歴史上、このような

軍隊は稀である。このことを日本人として誇りに思う。ヒンディー語やインド諸語が戦争の具として使

われた時期があったのは遺憾である。インドの諸言語は、これからは平和と友好のために使いたいもの

だ｣と結んだ。 

 2回目は、9月 16日に、コルカタのネタジ･ボボン(別

名 Neta ji Research Bureau)で、伝単の言語のベンガル

語の部分をハイライトしたもの、いわば、Bengali Version

をベンガル語で解説した。陸軍参謀本部第八課で極秘裏

に作られた伝単の言語やデザインには、著名な文化人や

漫画家がアドバイスしたといわれ、チャンドラ･ボースも

その一人であったという(『紙の戦争伝単』エミール社

1990年発行、215頁)。そのボースの本拠地での講演だか

<コルカタでの講演風景> 

<伝単 その 2>               <India Todayに掲載されたデザイン>       <Uncle Sam Wikipediaより> 
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ら、意義深いイベントだ。2007年には安倍首相もここを訪れている。この講演会実現には、館長で高名

なハーヴァード大学歴史学教授のスガタ･ボース氏の協力があった。スバシュチャンドラ･ボースの長兄

のシャラトチャンドラ･ボースの名前をとって、又 9 月が彼の誕生日であることにも因んで｢シャラト･

チャンドラ･ボース講演会 2015｣と銘打って開かれたものである。下院議員としても多忙なスガタ･ボー

ス教授は当日コルカタに不在のため会えなかったが、代わりに母親のクリシュナ･ボース議長と、休暇で

たまたまロンドンからコルカタに帰っていた弟のスマントラ･ボース･ロンドン大学SOAS教授が接待して

くれた。ボース家は学者揃いの家系である。この伝単について、

政治学者の同氏は、その史料の学術的価値を高く評価してくれた。

ヒンディー語と同様、当時のベンガル語の特徴についても分析し

たが、ヴィシュヴァバーラティー大学のベンガル語学科の元教授

の顔もあったが、意外とこれについての質問は出なかった。また、

このネタジ･ボボンの HPを見ると、｢当館は、ボースは事故死せず

失踪したという説に立っている｣とあるので、うっかりしたことは

言えない、たとえば、自分が大学でインドの言語を学ぶ動機のひ

とつが当時のネルー首相に憧れたことだったと、どこでも発言していたが、ここではネルー賞賛は控え

ようと思った。ちょうど、1948 年から 1968 年まで、独立後も会議派政権によって、ボース家の人達が

監視されていたという秘密資料が情報当局から明らかにされたというホットな出来事が話題になってい

る頃だったので、余計慎重になった。しかし、クリシュナ･ボース議長はリベラルな人で｢自分は日本に

行って、旧軍人を含む多くの日本人と会ったので、彼の生存説を信じない｣と明言された。そして、その

ような質問が出ても、｢自分の分野ではない｣と言って答えないようにというアドバイスも得ていた。幸

い、そのような質問は出なかった。熱狂的というほどの反応はなかったが、雨の中を 50名近くのベンガ

ル人が足を運んで、熱心に話を聞いてくれただけでも嬉しかった。日本総領事館からは、田中康彦首席

領事が出席された。なお、この 2日後の 9月 18日に、西ベンガル州政府は、ボース家の家族の動向に関

する、12,744頁からなる秘密文書 64編を公開した。しかし、一人あたり 15分しか閲覧できず、不満の

残る公開であった。誰もが、真の情報は中央政府が握っていると信じている。その中央政府であるが、

その後、モディ首相はボース家の親族約 50名を首相官邸に招いて、秘密文書の公開を約束したという。

秘密文書の公開によって、現代インド史の重要な謎の部分が明るみになるかもしれない。ぜひ、そうな

ることを願いたい。 

 3回目は、9月 19日に、メーガーラヤ州の州都シロ

ンのホテルで、英語で行った。かねてからインド東北

部への旅行を希望していた私は、シロンに住む、在大

阪･神戸元インド総領事のリヴァー･ワーラン氏の招待

に応じ、当地でもこのテーマで講演することにした。

氏はこの州に多く住む、母系社会として有名なカーシ

族出身の人で、在ザンビア共和国大使を最後に外交官

生活を終えて、故郷で悠々自適の生活を送っておられ

た。Asian Confluence という小奇麗なホテルのホール

に、氏の関係する、市内の知識人を招待しての講演会

だった。ここでは、ヒンディー語やベンガル語を解さない人もいたので、英語で講演した。国際学会で

の発表は英語が普通とはいえ、1 時間以上もの講義を英語でやるのは初めてであった。関心のある人々

だけを招待したので、反応はひじょうによかった。講演のあくる日、氏は親切にも自らの車でこの山岳

地方の観光スポットを 10時間もかけて案内して下さった。世界一降雨量の多い地として有名なチェラプ

 

<シロンでの講演風景> 

<クリシュナ議長、筆者、スマントラ教授> 
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ンジも訪れた。頂上から南部の平野部を望むと、そこはバングラデシュであった。 

 こうして、同じテーマを 3都市で 3つの言語で講演という稀有な経験をすることができたのだが、こ

の事自体が、インド文化の多様性を物語っている(前述のプネーの TMV大学の日本語専攻の熱心な学生に

は｢次回は日本語でやってください｣と要望されている。実現すると 4言語でやったことになる)。 

 今回の旅行の最後に、念願のインパールを訪問した。メ

ーガーラヤ州とアッサーム州を経て到着したので、平野部

とは違うモンゴル系民族の住む山岳地方という、デリーや

コルカタから直接着いた場合なら感じたであろう強烈な印

象は、到着時にあまり感じなかったが、それでも空港のあ

ちこちの掲示にマニプリ語の文字が書かれているのを見て、

全く別世界に来たと実感した。その夜はマニプル地方の伝

統的な格闘技の演技と、有名なマニプリ舞踊を鑑賞した。 

山並みと稲畑の風景は、どことなく日本と似ている感じが

した。平野部よりはもちろん気候は涼しかった。翌 9 月 21

日は、マニプル州のゼネストに遭遇した(マニプル王国がイン

ド連邦に併合された｢屈辱の日｣と地元の人は言っていた)ため

に、商店も半分は閉まり、政府の建物も閉まっていた。国道

沿いには武装した兵士がところどころ立って警戒をしていた

が、地下にもぐった反政府活動家がときどき出没することも

あるらしく、前述のワーラン氏は、私がインパールに行くこ

とをことのほか心配しておられたほどであった。しかし、私

はそれほど緊張感を感じなかった。せっかく来たからには、

日本軍の司令部があった｢レッドヒル｣の近くに建てられた｢イ

ンパール作戦々没勇士之碑｣に参らねばという思いで車を走らせた。講演のテーマからして、無残にもこ

の地に散った戦没者の英霊に参拝することは私の義務でもあったが、それが果たせたのは満足であった。

さらに40キロメートルも先にある｢戦争博物館｣を訪れながら閉館のため見学できなかった不運はさし引

いても、インパール訪問は意義があった。 

いろいろ便宜を図って頂いたインドの親切な友人たちに深く感謝したい。 

<戦場跡に立てられた 
｢インパール戦争 71周年記念｣の看板> 

<インパール作戦の背景に関する講演資料> 
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Ⅰ. 内政 

【牛の屠殺問題】 

 9 月 29 日にウッタル･プラデシュ州ノイダ近郊で、牛を屠殺したと噂されたイスラム教徒の一家が襲

撃され、男性が死亡した事件が政治化したことに関し、10 月 6 日、ムカジー大統領は｢多様性や寛容

性といったインドの文明的価値は、国家統一のために維持されねばならず、決して無駄にしてはなら

ない｣と発言した。 

 10 月 8 日、モディ首相は、本件に関連し、｢ヒンドゥー教徒は、イスラム教徒と戦うか、貧困と戦う

か決めなければならない｣、｢社会の団結こそが国家を前進させる｣と発言。他方、個別の事件と中央政

府との関連性を否定した。さらに 25日には、ラジオ番組を通じて国民に対し、開発のための調和･団

結を呼びかけた。 

メモ：  

ＢＪＰのシャルマ文化大臣は、現場を訪問するとともに、本件が計画的犯行ではなく事故であったと発言。他方、

コングレス党は｢本件は憎悪の哲学(philosophy of hatred)を広めた人々に責任がある｣としてＢＪＰやＲＳＳを批判

し、ラフル･ガンディー同党総裁も、宗教間の信頼関係がヘイト･ポリティクスによって崩れるのを見ることは辛い

とコメント。全印ムスリム評議会のオウェイシ党首も、宗教の名の下に｢我々コミュニティ｣に対する攻撃であると

発言。 

【国家判事選出委員会(NJAC)問題】 

 16日、最高裁判所は、2014年 8月に連邦議会で可決され、大統領及び州政府の承認を得た、国家判事

選出委員会(NJAC)法(憲法第 99 次修正)に関して、違憲であるとの判決を下した。NJAC は、年長の判

事が高等裁判所の判事を選ぶ現行のシステムに代わって、最高裁判事や法務大臣、超党派議員から任

命される民間人から成る委員会が、最高裁判事、高等裁判所判事を選出する。 

 18日、ジャイトリー財務相は、最高裁判所の決定が、人民主権である立憲民主主義が、憲法の根本規

範である点を無視したものであり、政治家批判が判決の主要目的になっていると批判した。 

【アンドラ･プラデシュ州新州都】 

10月 22日 

 22 日、アンドラ･プラデシュ(AP)州のヴィジャヤワダで、新州

都となるアマラヴァティの定礎式が開催された。ナイドゥ州首

相の他、モディ首相、テランガナ州ラオ首相、中央政府からナ

イドゥ都市開発大臣、ラジュ民間航空大臣、シタラマン商工大

臣が参加した。海外からは、日本の高木陽介経済産業副大臣が

出席したほか、シンガポールのイスワラン投資担当大臣等が参

加。高木経産副大臣とナイドゥ州首相との間で州都開発に関す

る協力覚書(MOC)が締結された(写真参照)。 

メモ：  

地元紙によれば、アマラヴァティは、マドラス、クルヌール、ハイデラバードに続くアンドラ地域の第4の都。ナイド

ゥ州首相は、州首相就任16ヶ月で新州都建設にこぎ着けたことを強調し、中央政府に対して支援の必要性を呼

びかけたが、同席したモディ首相からは、新州都建設に関わる財政支援のための特別パッケージや特別地位州

の付与等、期待された支援表明は行われなかった。最も注目が集まったのは、ＡＰ州から分割して成立した、テ

2. インドニュース（2015年 10月） 

News from India 

 

出典; 経済産業省ウェブサイト 

http://www.meti.go.jp/press/2015

/10/20151026002/20151026002.html 
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ランガナ州のラオ州首相が定礎式に参加したことで、テランガナ州は、ＡＰ州新州都の建設を全面的に支援する

と述べて、喝采を浴びた。 

【ビハール州議会選挙】 

 10月 12日から始まったビハール州議会選挙は 16日(金)、28日(水)と 3回の投票が予定どおり行われ

た。27日、モディ首相は、ビハール州を訪問し選挙演説を行った。 

 

Ⅱ. 経済 

10月 15日 

 15日各紙報道によれば、14日に発表された会計コンサルティング会社アーネスト･ヤングによる調査結

果において、インドが世界で最も魅力的な投資先とされた。同社が500以上の投資家、多国籍企業の意

思決定者へ実施した調査によると、調査を受けた505の経営者の32%が、インドを最も投資に魅力のあ

る国として挙げた。 

メモ：  

同報道によれば、インドは2015年前半において、世界で最も大きい海外直接投資先となっており金額は308億ド

ル。昨年同時期には5番であったがトップに躍り出た。昨年の同調査結果に比して、マクロ経済が安定していると

する回答は70％から76％に、政治的･社会的に安定しているとの回答は59％から74％に、FDI政策が緩和された

との回答は60％から68％に、ビジネス環境改善へ政府が努力しているとする回答は57％から67％に上昇。 

10月 22日 

 23日付各紙報道等によれば、22日、アマラヴァティで挙行されたアンドラ･プラデシュ(AP)州新州都建

設の定礎式が行われ、モディ首相、閣僚4名、ナイドゥ同州首相、ラオ･テランガナ州首相が出席した

他、高木経産副大臣、シンガポール貿易･工業第二大臣が出席した。 

メモ： 

報道によれば、モディ首相はヤムナー川の水と国会の敷地の土を入れた壺をナイドゥ州首相に手渡し、私は国

の首都から土と水を持ってきた、連邦政府は常にＡＰ州とともにあり、ナイドゥ州首相と私との連携によってＡＰ州

のすべての夢を実現させると述べた。また、ナイドゥ州首相がラオ･テランガナ州首相を定礎式に招待したことを

賞賛し、両州が手をつなぎお互いに発展を競い合うことで間違いなくテルグの地はインドの成長の中心となるで

あろうと述べた。モディ首相はコングレス党前政権が主導した州分割を政治的ご都合主義だとして批判。なお、

期待されていたＡＰ州への財政支援策の具体的金額についての発表はなかった。 

 

Ⅲ. 外交 

【インド･ドイツ関係】 

10月 5日 

 5 日、訪印したメルケル首相とモディ首相との間で印独首脳会談が行われ、インド外務省は、第 3 回

印独政府間協議に関する共同声明、気候変動及びエネルギー技術協力に関する印独共同声明を発表し

た。 

【インド･モルディブ関係】 

10月 10日～11日 

 インド外務省発表によれば、スワラージ外相は、10日～11日、モルディブを訪問し、第 5回インド･

モルディブ共同委員会の共同議長を務めた。同外相は、ヤーミン･モルディブ大統領と表敬し、隣国最

優先というインド政府の政策を強調した。 

 12 日付タイムス･オブ･インディア紙は、モルディブ大統領府の発表によれば、｢モルディブ政府は国
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内問題に外国が干渉することを受け入れず、国の統一性と主権が尊重されるべきである｣とヤーミン大

統領が述べたが、インド外務省が発表した声明にはヤーミン大統領のこうした発言に触れられていな

いと報じた。 

メモ： モルディブの政情悪化 

9月28日、ヤーミン大統領ボートの爆破事件が発生した。10月14日、ジャリール国防相を更迭(ヤーミン大統

領は、演説の中で、同国防相が輸入を許可した花火用の火薬が、今次ボート爆破事件に使われた疑いが

ある旨指摘)。24日、ガフール副大統領がマレ国際空港で逮捕され、警察は大統領ボート爆破事件との関

連で逮捕したとした。右逮捕に関し、インド政府は国内問題であるとして沈黙を保っている。28日、大統領

は、シャリーフ教育担当国務相を国防相に任命。 

【インド･ロシア関係】 

10月 20日 

 20日、モスクワにて、スワラージ外相とラブロフ露外相との間で、外相会談が行われた。 

【インド･アフリカ関係】 

10月 29日 

 インド外務省は、29 日に行われた第 3 回インド･アフリカ･フォーラム･サミットにおいて取りまとめ

られた成果文書｢デリー宣言2015｣及び｢戦略的協力のための印アフリカ･フレームワーク｣を発表した。 

メモ： モディ首相による閉会式の演説概要 

･インド･アフリカ間の貿易･投資の増大は最優先事項。貿易をよりバランスが取れたものとし、インド市場へのア

フリカのアクセスをより容易にする。関税非課税対象を34カ国に拡大するために十分かつ効果的な履行を確約

する。 

･アフリカの多くの国と国防及び安全保障に関する協力を進める。テロ対策協力を強化するとともに世界の共通

目標を構築することに努めていく。 

･インドとアフリカは、サミット宣言及び戦略的協力枠組みを採択したが、最大の成果は友好を新たなパートナー

シップとして強化したこと。 

･本サミットを5年毎に開催することで合意した。 

【インド･ネパール関係】 

10月 29日  

 29日付タイムス･オブ･インディア紙は、28日、中国からネパールへの石油製品輸出に関する中国とネ

パール間の覚書が締結され、インドはネパールへの唯一の燃料供給国という長年のステータスを失っ

たと報じた。 

 

Ⅳ. 日印関係 

9月29日～10月4日 

 各種報道及び発表によれば、チョーハン･マディヤ･

プラデシュ州首相は、9月29日～10月4日の日程で訪

日し、麻生副総理を表敬した(写真参照)ほか、JICA、

JETRO、日本企業等と意見交換した。 

10月14日～19日 

 各種報道や発表によれば、チェンナイ港及びベンガル湾にて日米印の海上共同訓練マラバールが実施

された。海自からは護衛艦｢ふゆづき｣が、米海軍からは、空母｢セオドア･ルーベルト｣等が、印海軍か

らは駆逐艦｢ランヴィール｣等が参加した。 

<出典; インド大使館 Facebook> 
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10月22日 

 各種報道や発表によれば、22日、高木経産副大臣は、アマラヴァティで挙行されたアンドラ･プラデシ

ュ(AP)州新州都建設の定礎式に出席した。 

 

今月の注目点：日米印マラバール訓練 

10月14日～19日、チェンナイ港及びベンガル湾南方にて日米印の海上共同訓練マラバール

が実施された。マラバール訓練とは、1992年から印米間で毎年実施されている海上共同訓練で

あり、海上自衛隊は、昨年7月に日本近海で実施された際にも参加した。今回はインド洋での実

施となったが、インド洋での海自の参加は2007年以来、8年ぶりとなった。一方、インド国防

省によれば、インドは、同時期となる10月12日～22日、第5回印中共同訓練｢Hand in Hand 

2015｣を実施し、印中国境での対テロ作戦を想定した共同野外訓練等も行った。こうした動き

について、インド国内の論調は次のようなものであった。 

13日付ヒンドゥー紙は、｢インドは昆明とベンガル湾の訓練の間でバランスを取っている｣と

題して、日米との防衛関係を強化しつつ中国との軍事関係を維持しようとのインドの試みは印中

共同訓練とマラバール訓練に現れている、中国は今後日本が恒常的に参加する訓練となるかを注

視している、恒常的に日米印三ヶ国間の共同訓練になった場合、インドは米国が掲げる｢アジア･

ピボット｣を積極的に支持する方向に傾くのかという議論が再び持ち上がると論じた。そして、

中国は、米国の｢アジア･ピボット｣あるいは｢リバランス｣を中国封じ込めとであるとして、日韓

豪がその枠組に入っていると見ている、インドは南シナ海に関する懸念を表明しているものの、

同枠組に入ることを慎重に避けてきたと論じた。 

21日付インディアン･エクスプレス紙は、インドの招待によりインド洋で実施されるマラバー

ル訓練に日本が参加するのは2007年以来であり、インド政府とモディ首相が個人的に日本との

戦略的つながりを持ち続けてきたという重要性を示している、米海軍高官はマラバール訓練が中

国を念頭に置いたものではない旨述べたものの、同訓練における中国の影は隠しきれない、同訓

練は、公海における航行の自由の問題に関して中国に対するシグナルを送るとともに、米国がア

ジア太平洋地域へ更なる戦力投射を継続することを示すものであったと論じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senior Naval officers from India, US and Japan at a Joint Press conference 

organized in connection with Exercise Malabar-2015 on board INS Shivalik 

Source; HP of Indian Navy 

http://indiannavy.nic.in/press-release/indo-us-exercise-malabar-15 
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=◇ 最近のイベント ◇= 

◆第 38回 様々なインド『翁久允とタゴール』 

今年第 2 回目の｢様々なインド｣は、10 月 30 日(金)午後 6

時から当協会事務所で行われました。今回は、明治末から大

正期にかけて文学者、ジャーナリストとして活躍していた翁

久允の孫であり、公益財団法人翁久允財団の代表理事の須田

満氏に講師をして頂きました。 

須田氏は、東京で食品会社勤務の傍ら、ご自身の祖父であ

る翁久允の資料研究を進めてこられました。ワドワ駐日イン

ド大使が 2度にわたって富山の立山を訪れる中で、富山出身の翁久允がインドを訪れた際にタゴールの

温かい歓迎を受けたことを知り、それが当協会会員で須田氏と親交のあった青山鑛一氏に伝わったこと

で今回の会が実現した次第です。 

最初にスライドに映し出された翁久允の写真は、タゴールの風貌とかなり似ておりタゴールから影響

を色濃く受けていたことがうかがえました。 

久允とタゴールの出会いは、第一次世界大戦中アメリカにやってきたタゴールの講演を久允が聞きに

行ったところから始まります。握手を求めた久允に対し、タゴールは｢日本が大好きだ｣と答え、五位鷺

のいる風景を描いたカードを渡したそうです。久允はその後も数回タゴールと会うことになりますが、

インドへ行った際には、タゴールを中心とした晩餐会に招待されたり、寝室で話をすることもあったそ

うです。インド滞在中、タゴールより色紙にペン書きした”To Japan”と題した 3行詩を贈られました。

その詩の実物を須田氏が持参しており、聴講者の目を惹いていました。久允の作品の中ではタゴールに

思いを馳せる部分がいくつか見られ、彼らの仲が親密であったことがうかがえました。 

その他には、久允の著作と人生についてお話をして頂きました。 

紹介された数多くの著作の中でも 20年にもわたって書かれた『わが一生』は、久允の海を飛び回る波

乱の人生を描いていることもあり興味をひかれるものでした。また、それぞれまとめられた副題も｢海の

かなた｣や｢金色の園｣など自然描写を感じさせるのもまた魅力的でした。 

久允の生前のエピソードで興味を引かれたのは｢糞まき事件｣です。旧制富山中学校在籍時寄宿舎で生

活していた時代、舎監に反感を覚えた久允は、友人と悪戯心から舎監の布団を糞まみれにし、放校処分

を受けたという話です。多くの作品を世に出した久允からは想像できませんでしたが、こんな茶目っ気

のある所もあったそうです。 

翁久允研究の流れについてもお話され、翁久允について研究している人、内容というものは昔から数

多くあるということを示されました。その多くが移民地文芸に関することですが、中には翁久允の描く

女性像というものもありました。 

 

インドや、インド人と関わる日本人にスポットを当てていくのは、｢様々なインド｣でも珍しいことで

したが、途中、須田氏が持参した資料を聴講者の方々は興味津々でご覧になり、最後の質疑応答でも質

問が途切れることもなく聴講者の皆様の関心の高さがうかがえました。 

(記 湊和貴) 

3. イベント紹介 

Japan-India Events 
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◆歌の力で日本とインドを結ぶ 

10月 22日(金)の午後、｢歌の力で日本とインドを結ぶ｣コンサートが、インド大使館と DIC(ディスカ

バー･インディア･クラブ)の共催で開催されました。 

日本とインドで活躍している歌手･音楽セラピストの荒井敦子さんは、日本の童謡にヒンディーの歌詞

を付けて歌われ、またインドの童謡も紹介されました。明るく元気な歌、心に沁みる歌など多くの歌曲

を、軽妙な話術とともに公演されました。 

演歌歌手の称号もある DICマリク会長の披露された日本の民謡はもの悲しいものでしたが、インドの

民謡にも共通したものがあると紹介、日本とインドの民謡を聞き比べることとなりました。立川ダンデ

リーことマルカス氏のよもやまばなしは荒井さんとの掛け合い漫才となり、参加者は時の経つのも忘れ

ました。荒井さんの地元の奈良から駆けつけたコーラス･グループもこの日のために続けた特訓の成果を

存分に発揮されました。インド大使館のオーディトリアムに集まった満場の参加者は｢歌の力｣で大いに

盛り上がりました。                                                             (記 宮原豊) 

 

◆Happy Diwali in Yokohama 2015 

 今年のディワリ･イン･ヨコハマ 2015は、横浜ムンバイ姉妹都市提携 50周年記念『日印のつながりで

始まる 未来への可能性』として 2015年 10月 17日(土)･18日(日)の 2日間、10時～19時迄、横浜 山

下公園 お祭り広場にて開催いたしました。 

今年は、13年目となります。初日はお天気も心配されましたが、奇跡的に途中から青空となり、2日

間、お蔭様で感動的なディワリ･イン･ヨコハマ 2015の開催となりました。 

17日のオープニング式典は、駐日インド大使 Deepa Gopalan Wadhwa

閣下、横浜副市長柏崎様、公益社団法人在日インド商工協会理事長比

良竜虎様にご出席いただき開催致しました(表紙写真参照)。 

そして昨年は雨でできなかった双葉町埼玉自治会の皆様との交流(写

真上)も実現いたしました。 

最後のディワリを祈る光りのパレード(写真下)は、両日ともに 18

時からはじまり、たくさんの皆様と共に祈り『Happy Diwali 2015 そ

して又来年もお会いしましょう』を約束して閉会となりました。 

ディワリ･イン･ヨコハマは、インドの魅力を体感していただきなが

ら、すべての人が光りの祝福を得て至福と幸福を得られますことを願

い、日印のメンバーが力をあわせて開催をしております。13年を経て

素晴らしい光りのイベントとなりました。 

ご協力いただきました全ての皆様に心より感謝いたします。 

 ディワリ･イン･ヨコハマは、毎年10月第3週の土日に開催致します。来年(2016年15日(土)～16日(日)

開催予定)も、皆様とお会いできますことを心より楽しみにしております。 

 Happy Diwali in Yokohama 2015 

<文･写真; ディワリ･イン･ヨコハマ 2015実行委員会一同> 

 

◆東京ディワリフェスタ西葛西 2015 

東京、江戸川区には多くのインド人の方々が居住していますことは、

マスコミでもしばしば取り上げられています。本年も江戸川インド人

会、会長のジャグモハン S･ チャンドラニ氏(写真右端)を筆頭に東京デ

ィワリフェスタ西葛西を、10月 24日に開催いたしました(表紙写真参

照)。 
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 今年で 16回を迎え、屋外の公園での開催はお陰様で 8回目となりました。お天気にも恵まれ多数のイ

ンド人の方々、日本人の方々がご参加下さいまして心から感謝申し上げております。述べ 7,000人程の

ご来場の地元密着型のインドのお祭りですが、広報のご協力で遠くは栃木からお出かけ下さった方もい

らっしゃいました。 

ブースにはインド料理店によるインド屋台を始め、江戸川区と友好都市である山形県鶴岡市の物産展、

区内のクリニックによる健康チェック、葛西消防署による広報活動、また、今回初めて NHKラジオ国際

放送もブースを構えてのご参加で各国にヒンディー語で放送されることになりました。 

 ステージではインド古典舞踊、インドダンス、歌、日本の空手、和

太鼓等のパフォーマンスでプログラムはびっしりと埋め尽くされてお

りました。お子様方の出演も大変多く、みなさんそれぞれ大変みごと

にご披露していただき、感動もひとしおでした(写真参照)。 

 ディワリ祭は『光のフェスティバル』とも呼ばれ夜に輝く光が重要

となるところですが、近隣の居住者への配慮もあり、4 時半で終了い

たしました。 

 本来の光の祭りをどのように開催するか、模索しております。 

 西葛西でのささやかな日印交流が、これからも続けられることを祈っております。 

<文･写真; 東京ディワリフェスタ西葛西実行委員会> 

 

=◇ 今後のイベント ◇= 

◆国際ベンガル学会第四回大会 

 ベンガルをフィールドとする世界中の研究者を対象とした、国際学会です。 

日 時: 2015年 12月 12日(土)～13日(日) 

    12月 12日(土) 

基調講演 国際ベンガル学会会長 Dong Youchen北京外国語大学教授(タゴール研究) 

第四回大会委員長 Pabitra Sarkarジャドブプル大学元教授(言語学) 

12月 13日(日) 

記念講演 Binay Chaudhuriカルカッタ大学元教授(歴史学) 

Anisuzzamanダッカ大学名誉教授(ベンガル文学) 

その他、語学･文学･経済学･開発学･人類学･宗教学等多彩な分野のセッション(英語もしく

はベンガル語)、ベンガルの歌や踊り･北インド古典音楽等の文化プログラムがあります。 

会 場: 東京外国語大学 府中キャンパス  東京都府中市朝日町 3-11-1 

    西武多摩川線 多磨駅 徒歩 5分 

入 場: 発表者 9,000円(一般) / 4,000円(学生) 

参加者 5,000円(一般) / 2,500円(大学院生)  

大学生 無料 (登録必須) 

主催･問合先: 国際ベンガル語学会第四回大会日本委員会  

    事務局 東京外国語大学 谷口研究室  E-mail  icbs2015japan[at]gmail.com 

詳細は、国際ベンガル学会第 4回大会 日本委員会ホームページをご参照下さい。 

URL http://www.tufs.ac.jp/ts2/society/Bengal/ 

共 催: 東京外国語大学 
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§『インド映画完全ガイド―マサラムービーから新感覚インド映画へ』 

監修･編: 松岡環 

編集: 夏目深雪＋佐野亨 

発行: 世界文化社 

価格: 2,000円+税  ISBN 978-4-418-15247-6 C0074 

“監修･編 松岡環”、更に、編集に名を連ねる二氏の以外にも豪華な執筆陣

のお名前を見れば、“完全ガイド”の意味が分ります。インド映画未経験者も、

前半の映画や俳優についての個別の解説を読めば、見てみようと思う映画が

きっとあるはずです。また、既にインド映画の魅力にはまっている方でも、

もう一度見たいと思われるのではないでしょうか。後半のインド映画の全貌･

多様な要素･データと資料は、何気ないシーンのバックグラウンドに気づかせてくれます。上級者にとっ

ても、得難い情報です。新感覚は、インドそのものの変化であることが、映画を通して見えてきます。 

 

 

4. 新刊書紹介 

Books Review 

 

♪ 交流会開催のお知らせ ♪ 

 11月20日(金)に、交流会を開催致します。今年2回目の交流会は、ラス･ビハリ･ボースで有名

な新宿中村屋で行います。 

まだ、席に余裕がございますので、11月17日(火)まで延長して受け付けます。 

 日 時: 2015年11月20日(金)  18:00～20:00 

  会 場: 新宿中村屋 レストラングランナ  東京都新宿区新宿3-26-13新宿中村屋ビル8F 

☎ 03-3352-6167  東京メトロ丸ノ内線 新宿駅A6出入口直結 

会 費: 一般 4,500円 / 学生2,500円 

詳細は、事務局までお問い合わせください。 
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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 ☆入会金 個人 2,000円 

学生             4,000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、2015年12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。 

<編集後記> 

フランシス･ホジソン･バーネットと聞いて、ピンとくる方は、児童文学好きですよね。バーネット夫人

と聞いても、まだ“?”な方でも、『小公子』『少公女』『秘密の花園』とくれば、お分かりと思います。子

供の頃に、どれか一つはきっと読んでいることでしょう。 

『小公子』はともかく、『少公女』『秘密の花園』ともに、インドに関わりのある作品です。覚えていら

っしゃいますか？ 編集子は、先日実家の本棚を整理していた時に手に取り、初めてインドに関する記述の

ある本に接したのが、バーネット夫人の本だったのではと思いだしました。とりわけ『秘密の花園』の主

人公メアリーのインドに関する言動には驚きますが、改めて書かれた時代を意識しました。｢清く美しくけ

なげに生きていればいつか幸運が訪れる｣、｢どんなに不幸でも生きていれば夢のような未来が待っている｣、

と幼い頃に夢や想像力をかきたててくれた児童文学には、時代の空気を吸った作者による大英帝国とイン

ドの姿が描かれています。作者の意図にはなかったとしても、読み方を変えれば、時代を知る手掛かりが

散りばめられているのです。 

ものを書くのは怖い事だな、としみじみ思いました。そんなつもりはなくても、読み方を変えれば…。

無意識に現れる自意識、時代の雰囲気、文の中にはどこにでも簡単に入り込んでしまいます。こんなに短

い<編集後記>にも、何かが入ってしまっているかもしれません。えぇ、お笑い以外の何かが。(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。 

5. 掲示板 

Notice 

月刊インド Vol.112  No.9 (2015年11月13日発行)      発行者 平林 博    編集者 宮原 豊 
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/ 
 

 

 

 

 



 

 

 


