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新旧駐インド日本大使歓送迎レセプション 
（10月 29 日 衆議院憲政記念館） 

 

写真上：右から、挨拶をする鈴木修日印協会副会長、 

鈴木新駐インド日本大使、平松前駐インド日本大使、 

ヴァルマ駐日インド大使、土屋通訳、平林理事長、 

スリバスタバ首席公使 

 

写真右：新旧駐インド大使を囲んで。 

比良日印協会理事（左）と平林理事長（右） 

新旧駐インド日本大使歓送迎会 
（10月 29 日 憲政記念館に於て） 
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日印協会事務局長 西本達生 

 

日印協会は、10月 29日（火）12時より永田町の衆議院憲政記念館に於いて、このたび外務省総合外交政策局

長からインドに赴任する鈴木 哲（さとし）新駐印大使と、4年近くの勤務を終えてインドを離任し駐スペイン大

使に赴任する平松賢司前駐印大使の歓送迎レセプションを主催

しました。 

当日は朝から雨模様にもかかわらず、法人会員企業、遠方よ

り新幹線でのご来場も含め個人会員の方々、インド人も参加い

ただきました。 来賓として、在京の歴代駐インド日本大使の

うち、谷野作太郎元大使・現日印協会評議員、榎 泰邦元大使・

現日印協会顧問、堂道秀明元大使・現日印協会顧問、齋木昭隆

元次官で元大使・現日印協会顧問が、また在日インド大使館か

らは、Sanjay Kumar Verma大使、Raj Kumar Srivastava首

席公使ら5名、外務省から石川浩司南部アジア部長、菅原清行

南西アジア課長ほかを迎え、当協会役員各位合わせ総勢140名

強の方が集いました。 

日印間の議員外交を推進する日印友好議員連盟

（議連）からは20名の国会議員が駆けつけて下さ

いました。 

細田博之議連会長、竹本直一情報通信技術（ＩＴ）

政策担当兼内閣府特命担当大臣（クールジャパン戦

略、知的財産戦略、科学技術政策等）、北村誠吾内閣

府特命担当大臣（地方創生、規制改革）兼まち・ひ

と・しごと創生担当大臣、宮本周司経済産業大臣政務官のほか、元大臣の

下村博文衆議院議員、塩崎恭久衆議院議員、石井啓一衆議院議員、松原 仁

衆議院議員、松島みどり衆議院議員、山本順三参議院議員、猪口邦子参議

院議員、増子輝彦参議院議員が、元副大臣の奥野信亮衆議院議員、さらに

左藤章衆議院議員、伊藤忠彦衆議院議員、谷合正明参議院議員、白 眞勲参

議院議員、穴見陽一衆議院議員、和田義明衆議院議員、そして特に議連副

会長兼事務局長の西村康稔経済再生担当大臣兼全世代型社会保障改革担当

大臣におかれては、会場の憲政記念館予約および議連出欠とりまとめでも

大変お世話になりました。厚く御礼申し上げます。 

 

レセプションは、平林 博日印協会理事長による開会の挨拶と両大使の紹介の後、出席の意向であったにも拘ら

ず直前に五輪マラソンの開催場所をめぐる対応に忙殺され、出席がかなわなくなった森 喜朗会長からの伝言を紹

介いたしました。次いで、主賓の鈴木大使からご着任挨拶と平松大使のご帰任挨拶となりました。その後、Verma

駐日インド大使からの祝辞と期待が述べられ、日印協会理事・副会長の鈴木 修スズキ会長による乾杯の発声へと

続き、食事とともに歓談及び名刺交換が始まるという流れでした。 

  

1. 協会主催 新旧駐インド日本大使の歓送迎レセプション 

The Reception hosted by JIA for 

New and Former Japanese Ambassadors of Japan to India 

 

左から比良理事、鈴木大使、 
平松前大使、平林理事長 

↑細田博之 議連会長 

日印議連の皆様 
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平林理事長は開会の挨拶で、新旧大使の略歴披露のあと、「お二人とも、外務省の各局の中でも筆頭で最重要な

総合外交政策局長のキャリアを経た将来を買われたエリートで、続けてインドに送り

込んでくれたことは政府・外務省のインド重視姿勢を表す」との賛辞を贈りました。

鈴木大使は答礼で、「インドではスズキの名はよく知られているので、インドに着任す

ればすぐ名前を覚えてもらえそうだ。平松大使のあとを受け頑張って来る」とユーモ

アを交えての決意を表明されました。平松前大使は、「振り返れば、日印関係が一層深

化発展した時期に在任したことは幸いであった。インドの要人たちには、いい話ばか

りでなく時には厳しい要求もしたものだが、日印関係に貢献し得たと考える。あとの

鈴木大使に引き継ぎたい」と、達成感が醸し出されたご挨拶でした。 

 

議連の細田博之会長からは、冒頭新旧大使への労いと激励のお言葉の

あと、「安倍総理とモディ首相のおかげでますます発展する日印関係を支

えている日印協会と我々議連は、相互理解促進、特に人的交流をさらに

推し進めたい。インドの新幹線や地下鉄網、スズキに代表される交通イ

ンフラ、原子力発電などの電力インフラの発展などに協力したい」と、

多方面にわたる日印協力推進に言及されました。 

そのあと鈴木 修副会長からは、スズキ姓の由来に触れ、ユーモアたっ

ぷりの祝辞と激励の言葉がありました。 

 

引き続き食事とともに歓談に入りましたが、主賓の両大使には長い列

の名刺交換希望者が続きました。お二人には、食事を摂る時間もなかったことについては、主催者として申し訳

ない気がいたしました。 

盛り上がった宴もたけなわのタイミングで、比良竜虎日印協会理事から中締めのユーモアたっぷりの挨拶があ

り、盛況のうちに幕を閉じました。 

この誌面をお借りし、ご多忙のなか出席くださいました皆様には、心からお礼を申し上げる次第です。 

 

  

談笑するヴァルマ駐日インド大使（右）と 
鈴木修日印協会副会長（左） 

レセプションの全景 

平林日印協会理事長 
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日印協会常務理事 笹田勝義 

 

日印協会の法人会員である日本の四法律事務所の強力なご支援を頂き、標記の日印協会主催シンポジュームを、

2019年 11月 15日（金）13:30から、東京六本木の国際文化会館にて開催した。 

 

従前では、個々の法律事務所がそれぞれにインドの特有で難解な法務、労務、税務問題を分析、解説、アドバ

イスを行うセミナーを実施し、大いに効果を上げられ

ていたが、個々の法律事務所の専門的、かつ得意分野

に偏りがちの傾向があったように感じていた。云わば、

縦割り的なシンポジュームが多かったのではないかと

思い、今回は、複数の法律事務所のご協力得て、一堂

に会しての、それぞれの法律事務所の特徴を生かした、

横串を刺したような企画で、今までとは類を見ないユ

ニークなインド・ビジネス法務に関わるシンポジュー

ムを開催した。参加頂いた方には、熱心で活発な質疑

応答をして頂いた。 

 

ご協力頂いた日本を代表する大手の法律事務所と登壇された弁護士、及び、講演内容は下記の通り。 

（敬称略にて登壇順） 

 

1. 松田綜合法律事務所 久保 達弘弁護士 （写真 左端） 

『インド企業との合弁事業に関する交渉と運営の心得』 

2. 小島国際法律事務所 雨宮 弘和弁護士 （左から二人目） 

『インド企業との合弁事業の撤退と合弁解消の心得』 

3. TMI総合法律事務所 小川 聡弁護士 （右から二人目） 

『インドにおける労務管理、その実務の課題と対策』 

4. 西村あさひ法律事務所 鈴木 多恵子弁護士 （右端） 

『インドにおける税務訴訟の特長と対処の心得』 

 

講演内容については、弁護士によるプレゼンテーションと配布資料に詳細が記載してあるが、趣旨はこの様な

点であった。 

 インドに進出して、ビジネス展開をするに当たって、現地企業との折衝は極めて重要で、日本企業の意向が

十分に反映され、かつ論争を回避するための自衛手段を、双方の契約書に最大限に盛り込まなければならな

い。また進出はしたが、諸般の事情によって、方向転換をせざるを得ない場合に備え、相当な覚悟をしてい

なければならない。 

 日本側にて企業内の法務部門を総動員しての対応はされるであろうが、日本では予想もつかない事態が現地

にて発生する恐れがある。その意味で、現地側にて把握、発生している問題を熟視し、即刻に対応しなけれ

ばならない。 

 ご承知のようにインド政府は頻繁に税務システムを変更し、日本企業への課税をしてくるが、経営上このよ

うな事態に十分に対応をしなければない。時間と費用が異常に発生する恐れある。 

2. 『インド・ビジネス法務に関わるシンポジューム』を 

開催して 

Symposium on Indian Business and Legal & Tax Problem 

講演する4人の弁護士 
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このように、インド進出に当たって、或は、既に進出済みの日本企業にとっては、インド法制度、労務問題や

税務対策について、軽々に考えて、対処しては、後々大きな禍根を残すので、出来るだけ早い段階で、これらの

分野の専門家である法律事務所へ相談することが肝要であると痛感した。それぞれの法律事務所からは、沢山の

事例をもって紹介され、非常にわかり易い講演であった。勿論、成功裡にインドでのビジネスを展開している日

本企業も沢山あるが、不幸にして、不調な所もあり、今後には大いに参考になったであろうと深く印象を持った。 

 

 

各弁護士の講演後に、参加者から質問書を頂いたが、沢山の疑問点が提示され、弊協会の平林理事長がモデレ

ータを務めたパネルディスカッションには、主にこれらの質問内容を中心に、各弁護士からの解説を頂いた。個々

の質問内容は割愛するが、このようなシンポジュームではなかなか質問がなされないことが多い中、熱心に弁護

士からの解説を求め、如何に各企業ともいろいろな問題に直面されているかを実感した次第である。 

 

時間の関係で、弁護士も十分に話しきれなかったこともあり、参加者の方にも聞き足りなかったと懸念はある

が、これを機会に日本企業が法律事務所と更に実際的、具体的に、直接お話を進めて頂けるようであれば、日印

協会の役目と目的が幾らかでも達成できたと自負している。参加者からは、このシンポジュームに対して高い評

価と次回開催を望む声も頂いた。 

  

講演の様子 
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山陰インド協会理事事務局長 岡並 弘 

 

島根、鳥取県境をまたぐ「中海（なかうみ）・宍道湖・大

山圏域」を中心にインドとの交流を探る動きが活発化して

います。山陰インド協会の設立（2013年）から6年。交

流は、JICA中小企業海外展開支援事業、インド IT人材確

保・企業連携事業、国立島根大学とインド国内大学間の学

術交流事業などのほか、島根県内2市町がインド出身の国

際交流員を相次いで採用するなど多面的な進展が続いてい

ます。自治体の枠を超え、産官学が連携する地方創生の取

り組みの一端をレポートします。 

圏域で対インド交流が生まれたのは、松江市出身でイン

ド哲学の世界的権威・中村元博士（1912年～99年）の記念館が2012年10月、同市八束町に開館したことがき

っかけです。来館した当時のディーパ・ゴパラン・ワドワ駐日インド大使が「中村博士の足跡は日本のここしか

ない。ここはインドに最も近い」と感動。島根県商工会議所連合会の古瀬誠会頭が牽引役となって「人口減の山

陰にインドの成長を取り込みたい」と産官学が集結し、開館から8か月後の13年 6月、ワドワ大使や平林博日

印協会理事長をゲストに山陰インド協会（会長：山根常正山陰中央新報社会長＝当時）が設立されました。 

具体的な交流は、協会設立年に続いて2回目のインド経済視察団を派遣した14年 11月から。当時の八木毅駐

印日本大使やワドワ大使とも相談の上、インド国内の交流先を南部ケララ州に選定した私たちは、島根県の松江、

出雲、安来の3市と鳥取県の米子、境港の2市の計5市で構成する中海・宍道湖・大山圏域市長会（会長：松浦

正敬松江市長＝当時）、圏域20商工団体で結成する

同ブロック経済協議会（会長：古瀬誠会頭＝当時）、

山陰インド協会の3団体合同で視察団（38人）を結

成。初めてケララ州を訪れ、州首相やコチ市長らと

懇談するなど交流の第1歩を印しました。 

そして翌15年 12月、ニューデリーで、市長会と

ケララ州政府の行政同士と、ブロック経済協議会と

同州コチ市を拠点とする商工団体・印日商工会議所

ケララ（INJACK＝INDO-JAPAN CHAMBER OF 

COMMERCE KERALA）の民間団体同士がそれぞ

れ、経済交流拡大を目指す覚書に調印しました。調

印翌日には、首脳会談を前にした安倍晋三首相、モ

ディ首相とも面会。日印両政府が両国地方間同士の

覚書を歓迎する中、産官学が一体となって進めるイ

ンドとの本格的な交流が始まりました。 

 

現在、対インド交流を主に牽引しているのは▽山陰インド協会（現会長：松尾倫男山陰中央新報社社長）▽中

海・宍道湖・大山圏域市長会（会長：中村勝治境港市長）▽国立島根大学（服部泰直学長）▽松江市（松浦市長）

まつえ産業支援センター▽奥出雲町（勝田康則町長）▽松江商工会議所（古瀬会頭）▽民間（インドの財閥系企

業と資本提携した農機メーカー、JICA事業に取り組む各社）－など。 

3.産官学連携で取り組む山陰のインド交流 
― 山陰インド協会 ― 

Sanin's Exchanges with India through 
Industry-Government-Academia Collaboration 

 

（中海・宍道湖・大山圏域市長会ホームページより） 

MOU調印後、安倍首相、モディ首相に報告する 
中海宍道湖大山圏域市長会会長の松浦正敬松江市長、同ブロック経済

協議会長の古瀬誠松江商工会議所会頭ら 
（2015年12月、ニューデリーで） 
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現在進行している各団体や企業の主な取り組みは、別表の通りです。山陰地方における対インド交流の窓口の

役割を持つ山陰インド協会は昨年6月、日本貿易振興機構松江貿易情報センター（ジェトロ松江）との間で、山

陰－インド間のビジネス環境の強化支援を目的にした覚書を締結。情報発信やセミナー開催など多方面で相互支

援協力を行っているほか、7年連続でインドへの視察団派遣を行っています。 

また、中海・宍道湖・大山圏域市長会が主催する「圏域インド人材受入・企業連携推進事業」は、圏域とケラ

ラ州をつなぐ IT技術者や日印間のビジネスを担う高度人材を、留学やインターンシップ、ケララ州での日本語

教育を通じて養成し、圏域 IT企業への就職や業務提携につなげようと 4年前からスタート。松江市、島根大学

を事務局に、これまで、ケララ州出身の学生5人が圏域 IT企業に就職したほか、日印間の企業連携も成立して

います。また、就職した IT技術者やケララ州出身の国際交流員、島根大学に在籍するインド人助教が核となっ

て、インド人コミュニティーが誕生するなど副産物も生まれています。 

そのほか、JICAの中小企業海外展開支援事業では３件が進行中。①無電源、無放流のうえ維持管理が容易な

環境配慮型トイレ（ウッタルブラデッシュ州、大成工業など）②貧酸素状態にある湖沼の低層水域に向けて、高

濃度酸素水を供給しながら効率よく水質を改善する装置（ウッタラカンド州、松江土建など）③生ごみや汚泥を

短期間で堆肥化できるコンポスト製造高速化技術（ケララ州、三光、大成工業など）の3件で、①はガンジス河

近くのバラナシなどでトイレ処理設備を設置した普及実証事業が始まったほか、②③とも、同じように実機を設

置して運用する普及実証事業が近くスタートする見通しです。 
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中海・宍道湖・大山圏域は人口 65万 4千人。日本海側では新潟市や金沢市の両圏域に次ぐ経済圏となります

が、こうした県境を越えた連携が、国境を越え、山陰の将来に活路をもたらすのか。各団体、企業の地道な取り

組みが続いています。 

 

 

 

公益財団日印協会理事長  平林 博 

 

11月初旬、民間外交推進協会（FEC）の年次インド訪問団（団長は渡部賢一野村HD名誉顧問）の顧問とし

てデリーとバンガロールを訪れた。 

バンガロールには、駐インド日本大使時代

（1998~2002年）に数回訪れた。大使としての最

初の公式訪問から始まって、森喜朗総理（当時、

現日印協会会長）に同行しての公式訪問、豊田章

一郎トヨタ会長（当時）のお招きで出席したトヨ

タ工場の発足式、旧マハラジャの本拠地マイソー

ルにおける日本式養蚕のための JICAプロジェク

トへの支援などの公務のほか、インドの世界遺産

の中でも最も行きたかった中世ビジャヤナガル王

国の首都の遺跡ハンピへの私的旅行などだ。 

 

久々に見たバンガロールの印象 

バンガロールに着くと近代的で大きな第二空港に圧倒される。市内は日本の政府開発援助ODAで支援した日

本式メトロが東西に走るなど目新しいところはあるが、自動車が激増し交通渋滞がいたるところで発生していた

以外、中心部の風景はあまり変わってはいない。グリーン・シティーのニックネーム通り、市内でも緑が多いと

ころも同じだ。ただ、郊外は大きく発展している。以前から知られていたインドでの宇宙・軍事などの科学技術

や ITソフトウエア―産業も、さらなる発展を遂げているようだった。メトロは近く第二空港にも延伸する由で

あった。 

ケララ州は、モンスーン豪雨災害で数百人の死者が出るなど
深刻な被害に見舞われた。ケララ州と交流関係にある商工団体
代表者に見舞金を寄託する山陰インド協会の古瀬誠名誉会長

（2018年11月、ケララ州トリヴァンドラムで） 

日本製品を展示する「JAPAN MELA」会場内に特設された山陰ブー
ス。来場者に、インバウンド対策に向けた観光調査を実施した 

（2017年12月、ケララ州コチ市で） 
 

4. バンガロール見聞記 

A Glimpse at “Bangalore” 

カルナタカ州庁舎前で 
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今回は、北川隆行総領事ほか総領事館のご協力により、ITジャイアントのインフォシス（INFOSYS）社や

NASSCOM（National Association of Software and Services Companies，全インドソフトウエア―・サービス

企業連盟）を視察したほか、日本商工会や日本人会の幹部皆様と懇談した。 

 

以下は、在バンガロール総領事館の資料による現地の最新情勢である。 

バンガロールを州都とするカルナタカ州は、南インドのアラビア海（西）側にあり、マハラシュトラ州（州都

はムンバイ）とケララ州（州都はトリバンドラム）に挟まれている。東はテランガナ、アンドラ・プラデシュ、

タミルナド州と境を共有する。人口は約6,113万人（2011年国勢調査）でインド国内第8位、面積は約19万㎡

でインド第7位、日本の約半分である。 

バンガロールの特徴は、インドのシリコンバレーともいわれる通り、インフォシスやウイプロWIPRO社とい

ったインドを代表する ITソフトウエア―産業の一大集積地であるのみならず、バイオテクノロジー、航空・宇

宙・軍事産業のハブなど先端産業が集まることだ。この分野での外国からの投資も多い。 

研究・開発センターは全インドの60%、航空・宇宙産業ハブは65%、スタートアップ企業は30%を超える。

一人当たりの国民所得は約3000ドルだそうだが、インド平均の1.5倍以上である。 

バンガロールは、英国植民地時代は海抜800メートルとインドにしては比較的住みやすい気候を利用した避暑

地的なところから発展した。そのためもありここに集う産業も重厚長大ではなく、頭脳産業から発足した。わが

トヨタがわざわざこの地に進出したのは、技術の集積、よい勤務・教育環境に引かれたことにもよる。トヨタは

工場の他、関係会社や系列企業を伴って進出し、研修施設、病院さらにはゴルフ場まで備えた総合的な進出企業

となった。 

 

インフォシス社を訪問 

インフォシス社は、タタ・コンサルタンシー社（本社ムンバイ）に次ぎ、同じバンガロールに本社を置くウイ

プロ社と並ぶ世界に誇る ITソフトウエア―企業だ。2000年 8月に森総理大臣と訪問した際も、その広大でイン

ドらしくない（？）きれいなキャンパスに驚いたが、今回

訪れてみると、その規模もここで働く人々の数も飛躍的に

大きくなっていた。広大で整備されたキャンパスには各種

の執務室・作業室や研究所の他、研修・宿泊施設、いくつ

かの社員食堂、娯楽施設、医療施設や託児所など社員の公

営福利のための設備一式、社員用社宅などが完備している。

丁度昼食時だったため、カラフルな男女社員たちが食堂や

カフェに集い、緑豊かなキャンパスを散策していた。社員

は 22万 8千人（女性は37%）、売り上げ121億米ドル、

そのサービスは45か国100都市に展開、ITやフィンテッ

クが中心だが全業種にまたがり、業務の7割が海外で行われている由。わが国には、東京、名古屋、大阪に支店

がある。面白いことに、いかなるところからの注文も部局横断で対応できるように、原則として海外には現地法

人を置かず、本社直轄の支店を置く。我がラグビー日本代表がOne Teamを名乗って

いるが、インフォシスではOne INFOがキャッチフレーズである。 

2000年 8月に森総理と訪問したのは、1998年 5月のインド核実験で冷却化した日

印関係を立て直し、21世紀にふさわしい新たな日印グローバル・パートナーシップを

樹立するためであった。ITに大きな関心を持った森総理はデリーに公式訪問する前に

バンガロールを訪れた。カルナタカ州政府とバンガロール市民からは文字通り熱烈な

歓迎を受けたが、ここインフォシス社でも大歓迎された。ナラヤン・ムルティCEO

（当時）の案内で一通りの視察の後、植樹をしたが、今回見るとその樹は大きく育っ

ていた。傍らには、ブレア英国首相やマイクロソフトのビル・ゲイツCEOが植えた

木も大きくなっていた。 

森総理が辞去しようとした際、芝生のわきにゴルフのアイアンが数本置いてあった。

森総理がムルティCEOに理由を尋ねたところ、「森総理はゴルフ好きと聞いていたの

インフォシス玄関でのFEC一行 

森総理が2002年に植
えた木 
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で記念に振ってもらえないかと思った次第」とのこと。喜んだ森総理は短いアイアンを手にして一振りすると、

予想以上に（？）ナイスショットで、ボールは会社の冊を超えて隣の敷地に飛んだ。翌日の新聞は、現地紙も全

国紙も一面で森総理のショット写真を掲載し、日印関係についても「森総理からのナイスショットを期待」とい

った見出しが躍った。 

 

NASSCOMを訪問 

 NASSCOMでは、特にスタートアップ企業(新たなビジネスモ

デルの構築、新たな市場開拓を目指す小組織)がたくさん集まって

いるところを視察した。素人の筆者にとっては、NASSCOMが 1

万社のスタートアップを支援し、その多くがバンガロールの

NASSCOM本部に集まっている様を見て、驚き感動した。各階

のスペースをシェア・オフィスのように分けて小人数のスタート

アップ企業が作業をしていた。中には、任天堂の依頼でポケモン・

ゴーのソフトを改良している半ダースほどの ITエンジニア、イ

ンドの国技（？）クリケットのバットの先に小さな2枚のチップ

を張りスイングを分析し最良の改善策を提示しようとする2人の

エンジニア（コンピューターによるゴルフスイング分析に似てい

る）、3次元ロボット装置で個々人の最適な靴の型を作成する技術

を見せてくれた女性エンジニア、赤ん坊の動きによって外出先の

スマホからでも最適に揺らすことのできるデジタルゆりかごなど、

印象的であった。 

 

カルナタカ州首相との面会 

イエドゥラッパ州首相にも面会することができた。北川総領事のおかげである。インドの中でも有力な州首相

となると総領事ですら面会をとるのが難しい。筆者によれば、州首相は世襲ではなく選挙で選ばれる現代版マハ

ラジャ（藩王）であり、エライのである。もっとも総領事によると、イエドゥラッパ州首相を支えるインド人民

党（BJP）は州議会の全議席208名中105名を数えるギリギリの多数を占めるだけであるので、12月の補欠選

挙の結果次第では政権交代の可能性も排除できない由。 

州首相は、公邸で我々の訪問を受けてくれたが、事務所でなく公邸なのは、筆者の経験ではFEC代表団をよ

り親しく受け入れたいと思った結果であろう。 

次いで、場所を州政府庁舎に移し、FEC代表団は、州首相ほか副首相、首席次官（我が国の官房長官に当たる）、

商工省次官など、我が国の当地進出にかかわる深くかかわる州政府幹部と会談した。渡部団長からFECの説明

と訪問の趣旨を紹介した。州首相は記念写真にも応じてくれた。 

  

NASSCOM本部棟 

NASSCOMでのスタートアップの集まり 

カルナタカ州首相との会談 カルナタカ州首相と 
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バンガロール在留邦人代表との面会 

在留邦人代表の方々10人ほどに、総領事公邸でお目にかかった。カルナタカ州の在留邦人は1,306人（2017

年 10月現在）、進出日本企業は 224社が529拠点（2018年 10月現在）で活躍。トヨタおよびその関係会社、IT

関係企業が多いが、メーカーもある。それ

をサポートする銀行や商社も多い。日本食

レストランも増えている。 

何よりも日印双方にとっての朗報は、来

年 3月末から、日本航空の成田―バンガロ

ール直行便（毎日往復）が就航することで

ある。すでに10月から、全日空が成田―

チャンナイ便（とりあえず週3往復）を開

設したが、双方を合わせると日本と南イン

ドがデリーを経由しないで結びつく。さら

に、南インドから成田経由で北米大陸西海

岸へのアクセスが容易になるので、インドと米国やカナダの西海岸との人的結びつきが拡大する。インドにとっ

てもまことに幸便なことである。現在、日航がデリー便、全日空がデリーとムンバイ便を運航しており、日印関

係の進展を反映していずれも好調であるが、これからは筆者が重視し、日本企業にも進出を勧めている南インド

が、がぜん近くなる。特に在留邦人や企業にとっては、まことに力強いことである。 

日本政府も、かつての養蚕業支援や水供給プロジェクトに続き、バンガロール・メトロ、上下水道プロジェク

ト、チェンナイ・バンガロール産業大動脈関係の道路整備などの案件、郊外での日本企業向けの工業団地の建設、

など多くのプロジェクトを実施中ないし計画中である。 

北川総領事は州首相との面会を利用して、日本企業の現状説明や要請事項を要領よくプレゼンしたが、州首相

はうなづきながらこれを歓迎し、傍らにいる首席次官（筆頭補佐官）らにきちんと対応するように指示していた

のが印象的であった。 

 

日印双方の政府のますます緊密化する関係、発展を続けるバンガロールの将来性、日航の直行便の就航などを

考えると、日本とバンガロールの素晴らしい将来が目に見えるようである。南インドを代表するチェンナイ及び

その近郊の発展も著しいので、バンガロールとチェンナイは良いライバルとしてこれまで以上に日本企業の進出

や学術・文化関係者・観光客などを歓迎してくれるものと確信する。 

 

 

  

北川総領事公邸で在留企業代表たちと 
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1 内政 

【連邦政府/連邦議会】 

10月 9日：下院議会事務局は、11の議会委員会のメンバーを新たに発表した。そのうち5つの議会委員会の委

員長に、ＢＪＰ議員5名がそれぞれ任命された。 

10月 16日：財務省監査局（ＥＤ）は、中央捜査局（ＣＢＩ）によって逮捕され刑務所に収監中のチダンバラム

元財務大臣を資金洗浄の容疑で再逮捕した。 

8月から継続的にバブリ・マスジッド跡地の所有権に係る最終審理を行っていた最高裁は審理を終了した。 

10月 18日：中央捜査局（ＣＢＩ）は、海外直接投資にかかるチダンバラム元財務大臣等による汚職容疑の起訴

状を裁判所に提出した。 

10月 23日：政府は、農民が生産コストの50％の利益を得られるよう、2020年度の乾期穀物（主に小麦。4－5

月頃収穫される）の最低支持価格の引き上げを閣議決定した。 

ＣＢＩは、ハリシュ・ラーワト前ヒマーチャル・プラデシュ州首相、ハラク・シン・ラーワト前州大臣（現ＢＪ

Ｐ州政権の州大臣）等を贈収賄の容疑でＦＩＲ登録した。 

 

【デリー準州】 

10月 13日：ティワリＢＪＰ準州支部長は、デリーにおいてメディアに対し、準州内の犯罪の80％が不法移民に

よるものであると述べた。また、国民登録簿（ＮＲＣ）の実施に反対するケジリワル準州首相を批判した。 

10月 19日：ケジリワル準州首相は、市内の無料診療所100カ所の開所式を行った。また、11月に更に100カ

所が開所される予定である旨述べた。 

 

【ハリヤナ州】 

10月 11日：コングレスは、農民の債務の即時免除などを掲げたマニフェストを発表した。 

10月 13日：ＢＪＰは、農民支援や若者への技術支援などに焦点を当てたマニフェストを発表した。 

10月 17日：民主人民党（ＪＪＰ）は、民間企業における地元民のための75％留保枠、高学歴の若者に対する月

額 11000ルピーの失業手当などを掲げたマニフェストを発表した。 

10月 21日：州議会選挙実施。投票率（暫定値）は、65％と、前回の76.5％を大幅に下回った。 

 

【ビハール州】 

10月 17日：シャー内務大臣は、メディアに対し、来年後半に実施予定の同州議会選挙において、ＢＪＰはクマ

ール州首相のリーダーシップの下、人民党統一派（ＪＤＵ）と連合して戦うと述べた。 

 

【ジャールカンド州】 

10月 23日：州野党であるコングレス及びジャールカンド解放戦線（ＪＭＭ）所属の6名の州議会議員がＢＪＰ

に移籍した。 

 

【マハーラーシュトラ州】 

10月 8日：タークレー・シブ・セナ（ＳＳ）党首は、ムンバイにおける集会で、農民の債務免除を公約に掲げた。 

シンデ元内務大臣（コングレス）は、コングレスと国民主義会議派（ＮＣＰ）がいずれ再合流するであろうと述

べた。それに対し、9日、パワル国民主義会議派（ＮＣＰ）党首は、「シンデ元内務大臣はコングレスの状況につ

き述べたのであろうが、ＮＣＰについて言及することはできない。」と述べ、暗に再合流を否定した。 

10月 9日：ファドナビス州首相は、選挙集会において、ラーフル・ガンディー前総裁が選挙キャンペーンに参加

していないため、野党のコングレス及びＮＣＰは州議会選挙を前に敗北を認めたと述べた。同日、コングレスは、

同前総裁が13日及び15日に同州において選挙キャンペーンを実施する旨発表した。 

5. インドニュース(2019年 10月) 

News from India 
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10月 13日：モディ首相は、ジャルガオンにおける選挙演説の中で、憲法370条無効化、トリプル・タラーク禁

止法などの成果を強調した。同日、ラーフル・コングレス党前総裁は、モディ政権が偽りの約束ばかりしている、

失業率が過去40年間で最高となっているとして批判した。 

10月 15日：ＢＪＰは、余剰の水資源を有する河川と干ばつ地域をつなぐ大規模な灌漑整備事業などを含むマニ

フェストを発表した。 

10月 21日：州議会選挙実施。投票率（暫定値）は、60.5％と、前回の63.08％を下回った。 

 

2 経済 

10月 7日：インド政府は所得税に対する電子税務調査（e-Assessment Scheme）実施に係る国家電子税務調査

センター（NeAC: National e-Assessment Centre）の設立を公表した。 

 

10月 23日：インド政府は、国営通信会社ＢＳＮＬ及びＭＴＮＬの7千億ルピーにもなる再建計画を最終承認し

た。再建計画には、政府保証債の発行、4Ｇ用周波数の割当て、希望退職スキーム、2社の合併が含まれる。 

 

3 外交 

（印中関係） 

10月 2日：印メディアは、インド軍が山岳地帯に対処するために新設した統合戦闘グループの訓練（ヒム・ビジ

ャイ訓練）を、アルナチャル・プラデシュ州の実行管理ラインのインド側で開始したと報じた。同訓練は1ヶ月

にわたり行われ、10月に予定される習近平・中国国家主席訪印中も行われる。 

印メディアは、習近平国家主席の訪印に先立ち、中国がカーン・パキスタン首相を北京に招待する旨報じた。カ

ーン首相は10月 8日に北京で開催される中国・パキスタンビジネス・フォーラムに出席するため訪中する予定。 

10月 11日～12日：習近平中国国家主席はチェンナイを訪問し、第2回中印非公式首脳会談を開催した。 

 

（印米関係） 

10月 1日：ジャイシャンカル外相は、国連総会出席のための訪米中、戦略国際問題研究所のセミナーで演説し、

カシミールで課されている各種制限は同地域において人命を守るための措置であり、ソーシャルメディアやイン

ターネットが、これまで人々をいかに急進化させてきたかを我々は見てきたと述べた。 

10月 2日：ジャイシャンカル外相は、カーネギー国際平和財団で演説し、次期米国政権に貿易問題を先延ばしす

ることなく、米印間の貿易問題は近いうちに解決することができる旨述べた。また、同外相は、モディ政権の優

先事項は、現在世界第5位の経済大国でもうすぐ第3位となる新しいインドの現実と調和している旨述べた。 

 

（印バングラデシュ関係） 

10月 5日：インドを訪問中のハシナ首相とモディ首相は、印・バングラデシュ共同声明を発表し、ハシナ首相訪

印中に締結された覚書・合意一覧を発表した。 

10月 18日：印メディアは、バングラデシュとの国境付近で印国境警備隊とバングラデシュ国境警備隊の間で銃

撃があり、印国境警備隊1名が死亡したと報じた。過去15年で初めての事案であり、印国境警備隊はバングラ

デシュ国境警備隊が突然銃撃してきたと述べている。 

 

（印パキスタン関係） 

メモ： 電子税務調査制度のポイント 

 インド政府は従来の所得税に対する税務調査の方法を一新し、非対面を原則とする税務調査制度を導入。 

 従来の制度下での執行の不統一を解決するために、新制度において税務調査は中央政府が管轄するNeAC

において一元管理される。 

 従来の対面式税務調査における問題であった汚職の問題を解決し、納税者の利便性を高めるために、新制

度においては、担当税務調査官名は納税者に周知されず、コミュニケーション手段は原則として電子的方

法による。 

 従来、担当税務調査官に集中していた権限を機能別に分割し、組織的に行使する。 
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10月 6日：印メディアは、予定されているカーン・パキスタン首相の訪中では、カシミール、アフガニスタン、

中パ経済回廊（CPEC）等が議論される予定である旨報じた。 

 

（印仏関係） 

10月 8日：印メディアは、訪仏中のラージナート・シン国防大臣が仏政府から初となるラファール戦闘機を受け

取った旨報じた。 

 

（印オランダ関係） 

10月 14日～18日：アレクサンダー・オランダ国王及びマキシマ同王妃が訪印し、モディ首相との面会では、政

治、経済、人的交流、移民、気候変動等について意見交換がなされた。 

 

（印タイ関係） 

10月 10日：ジャイシャンカル外相、プラムドゥウィニ・タイ外相が出席し、第8回印・タイ共同委員会が開催

された。同委員会では、政治、安保・防衛、経済、ビジネス、連結性、文化、観光、人的交流等における二国間

関係の進展を確認し、また、インドのアクト・イースト政策とタイのルック・ウェスト政策の補完性について議

論された。 

 

（印フィリピン関係） 

10月 19日：コヴィンド大統領はフィリピンを訪問し、インド・フィリピン・ビジネス・コンクラーベ及び第4

回インド・ASEANビジネスサミットで演説した。 

 

（印コモロ関係） 

10月 11日：ナイドゥ副大統領はコモロを訪問し、アソーマニ大統領と面会、保健、再生エネルギー、IT及び海

上安全保障等で両国が協力を進めていくことを確認した。また、同訪問中、印・コモロ共同声明が発表された。 

 

（印メキシコ関係） 

10月 7日：印外務省は、第5回印・メキシコ外務協議が行われた旨発表した。協議では、政治、貿易、経済協力、

農業、科学技術、エネルギー、観光、文化等における連携について議論され、定期的な協議を通じて更なる連携

深化の必要性が確認された。 

 

4 日印関係 

10月 21日～23日：即位礼正殿の儀に参列するため、コヴィンド大統領が訪日。 

今月の注目点（その1）：ハリヤナ州議会選挙： 

 

10月 24日に開票されたハリヤナ州議会選挙（10月 21日実施）開票結果は以下のとおり（括弧内は前回獲得議

席からの増減を表す）。 

  

ハリヤナ州（全90議席）              

  ＢＪＰ            40議席（－7）   

  コングレス          31議席（＋16）       

  民主人民党（ＪＪＰ）     10議席（＋10）    

  インド国民民主党（ＩＮＬＤ）  1議席（－18）    

  Haryana Lokhit Party      1議席（＋1） 

  無所属             7議席（＋2） 

 

ＢＪＰは、第一党となったものの議席を減らし過半数（46議席）には至らなかった。投票率（暫定値）は、65％

と、前回の76．5％を大幅に下回った。 
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今月の注目点（その2）：マハーラーシュトラ州議会選挙 

 

10月 24日に開票されたマハーラーシュトラ（10月 21日実施）開票結果は以下のとおり（括弧内は前回獲得議

席からの増減を表す）。 

 

マハーラーシュトラ州（全288議席） 

   ＢＪＰ    105議席（－17）   

   シブ・セ    56議席 （－7）  

   コングレス   44議席 （＋2）  

   ＮＣＰ     54議席（＋13）  

   その他     29議席 （＋9） 

 

ＢＪＰは、第一党となったものの議席を減らし過半数（145議席）には至らなかった。投票率（暫定値）は、60．

5％と、前回の63．08％を下回った。 

今月の注目点（その3）： 第2回中印非公式首脳会談のプレスリリース 

 

10月 12日、印外務省は、第2回中印非公式首脳会談のプレスリリースを発出したところポイント以下のとおり。 

 

1．11日-12日、チェンナイにおいて、モディ首相と習近平中国国家主席は、第 2回中印非公式首脳会談を開催し

た。 

 

2．中印首脳は、親密な雰囲気の中、総合的、長期的かつ戦略的なグローバル及び地域の重要な問題について突っ

込んだ意見交換を実施した。 

 

3．中印首脳は、国際情勢は大きな転換期に直面しているとの意見を共有した。中印首脳は、中印は、すべての国

がルールに基づく国際秩序の中で発展できる平和で安全で繁栄した世界を目指すという共通の目的を共有してい

るという見解を述べた。 

 

4．中印首脳は、中印は、21世紀の新しい現実を反映した改革を通じての実施も含め、ルールに基づく包摂的な

国際秩序を遵守し促進させるという共通の関心を有していると評価した。中印首脳は、国際社会で合意された貿

易の慣習や規範が選択的に問題とされることがある現代において、ルールに基づく多国間貿易システムの支援及

び強化の重要性について合意した。 

 

5．中印首脳は、テロが引き続き共通の脅威をもたらしていることへの懸念を表明した。中印首脳は、共通の共同

での取組を継続し、国際社会がテロリストグループの訓練、財政、支援を阻止する枠組みを世界的に差別的でな

い形での強化確保することの重要性を認識した。 

 

6．中印首脳は、地域の開放的で包摂的で繁栄かつ安定した環境が、地域における繁栄と安定の確保に重要である

との意見を共有した。また、両首脳は、共通の利益となるバランスの取れたＲＣＥＰ交渉を妥結させることの重

要性に合意した。 

 

7．中印首脳は、各国の経済発展目標にかかる共通のヴィジョンを共有した。中印首脳は、中印間で同時に発展し

ていくことが、共通の利益機会をもたらす旨合意した。中印は、引き続き積極的で実利的かつ開放的な考えで、

友好かつ協力的な方向性に基づく相互の政策や行動への理解を高めるだろう。これに関し、中印首脳は、すべて

の共通の関心事項に関する戦略的なコミュニケーションを強化し続けるとともに、対話メカニズムを十分に活用
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してハイレベルでの意見交換のモメンタムを継続させることで合意した。 

 

8．中印首脳は、中印関係の前向きな方向性が、二国間関係をより高みへと持ち上げる可能性を広げてきたと述べ

た。中印首脳は、この努力は、両国の国民の強い支援を必要とする旨合意した。これに関し、中印首脳は2020年

を中印の文化及び人的交流の年と定め、中印外交関係樹立70周年の2020年が、各州議会、政党、文化及び若者

団体、軍等あらゆるレベルの意見交換を深化のために十分活用していくことで合意した。中印は、外交関係樹立

70周年を祝うため、中印の国民の間の歴史的繋がりを辿る船旅をしながらの会議等、70の催しを開催する予定で

ある。 

 

9．中印首脳は、両国の経済協力の一層の深化とより緊密な開発パートナーシップを追求するため、強化された貿

易及び商業関係の達成及び中印間の貿易バランスの改善を目的としたハイレベル経済・貿易対話メカニズムの設

立を決定した。中印首脳は、製造パートナーシップを通じた特定部門への相互の投資を奨励することで合意し、

このアイデアを第1回ハイレベル経済・貿易対話で議論するよう指示した。 

 

10．中印首脳は、国境問題等の懸案事項についても意見交換した。中印首脳は、特別代表会合の取組を歓迎する

とともに、この取組を継続し、2005年に中印間で合意された「政治的パラメーターと指針」に基づき、公平で合

理的で相互に受け入れ可能な解決のための両国による合意枠組みを達成するよう要請した。中印首脳は、本取組

は、国境地域における平和と安定を確保し続けるとともに、中印はそのために追加的な信頼醸成措置策定の取組

を継続するとの認識を強調した。 

 

11．モディ首相と習近平国家主席は、本非公式首脳会合が「武漢精神」と「チェンナイ・コネクト」に沿った首

脳レベルでの対話の促進と二国間の相互理解促進のための重要な機会を提供したとして、肯定的な見方で本非公

式首脳会合の実施を評価した。中印首脳は、非公式首脳会合の実施を継続することで合意した。習近平国家主席

は、第 3回非公式首脳会合のため中国を訪問するようモディ首相を招待した。モディ首相は本招待を受け入れた。 

ASEAN関連首脳会議出席のためバンコク訪問中の安倍総理大臣は， 
モディ・インド首相と首脳会談を行いました。（インド首相府HPより） 
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◇ 最近のイベント ◇ 

 10月 26日 「光の祭典 ディワリ・イン・ヨコハマ 2019」に参加しました 

インド本国のディワリ当日と重なった、10月26日（土）

と 27日（日）の2日間、横浜の山下公園お祭り広場に於い

て盛大に開催されました。今年は2003年以来17回を重ねて、

ヨコハマがインドに染まる期間として定着してきた感のある

イベントです。前日の大雨で事前の会場準備が遅れましたが、

関係する皆さんの気持ちでなんとか初日はほぼ予定通り開会

されました。 式典には、インド大使館からシャルマ公使、横

浜市関係のほか、公益社団法人在日インド商工協会チャンド

ラニ理事長が勢ぞろいしました。 

会場は、元町中華街とも近いことから会場への来客数も多

く、会場から少し離れた山下公園の入り口ではカレーの香し

い匂いが漂っていました。 

そのカレーを中心としたインド料理、インドワイン・ウイスキーのお店やインド雑貨、工芸品・装飾品、協賛

団体ブースなどが並び、昼から夜までテント前に行列ができていました。 

ステージに目を転じると、プロとアマチュアそれぞれによるインド舞踊と歌謡や器楽演奏などが続き、初日の

日没のタイミングで行われる「祈り」では、新年の皆さんの幸福を願って灯かりをともしました。 

（日印協会事務局長 西本達生） 

 

 10月 27日 全日空がチェンナイ路線を開設 

全日空は、10月27日、成田空港第1ターミナル51番搭乗口にて、わが国では初めてとなる成田―チェンナ

イ路線を開設した第1便の就航式を挙行した。 

日本人ダンサー3人によるチェンナイの伝統舞踊であ

るバラータナティアム、全日空の女性職員が構成する成

田スカイバンドの「ワン・ワールド」の演奏で式が盛り

上がったところで、主催者の平子裕志全日空社長が挨拶

された。社長は、チェンナイの経済的、文化的、歴史的

背景の重要性と多様性に着目し、益々重要性を増す日本

と南インドとの関係および南インドの人々の米国やカナ

ダの西海岸への旅行の便宜のために直行便の就航に踏み

切ったと述べた。 

次いで、サンジャイ・ヴァルマ駐日インド大使が祝意

と期待を込めた祝辞を述べ、さらに、当日は、インドで

は旧暦新年を迎えるディワリ祭りの日に当たることにふれ、全日空にとっても集まった搭乗客にとっても二重の

喜びとなると付言された。 

なお、筆者の知識によれば、ディワリは、春のホーリーと並ぶインド最大の祭りであるが、女神ラクシュミ（宇

宙を維持するヴィシュヌ神の妃、日本では吉祥天に転身）を各家庭に招いて祝福してもらうため、家の戸口にラ

ンプを置いて祝う「光の祭り」でもある。 

ヴァルマ大使に続き、田村明比古・成田空港株式会社社長および小幡章博・成田市副市長が祝辞を述べられた。 

6. イベント紹介 

Japan-India Events 

ディワリパレード 

第1便を送り出す様子 
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その後、比良竜虎ホテル・マネジメ

ント・インターナショナル社社長と筆

者が加わって全員でテープカットを行

い、搭乗客を見送った。 

式の前の懇談の際に、筆者より平子

社長に対し、南インドはますます発展

し、わが国にとっても重要となるが、

チェンナイはタミルナド州の中心であ

るのみならず、その北のアンドラ・プ

ラデシュ州の発展も著しいので、大き

な後背地を持つ交通の要衝であり、当

面は週3便の往復であるが、近い将来

に更なる増便を考慮されることを期待したいと述べておいた。 

全日空のチェンナイ直行便は、同社としてはデリーおよびムンバイへの直行便に次ぐものであるが、南インド

の重要性を見た日本航空もデリー直行便に続き、来年4月には南インド中央部のバンガロールへの航路を開設す

る予定になっている。筆者は、かねてから、デリーからハリアナ州、ラジャスターン州、グジャラート州を経て

マハラシュトラ州のムンバイに至る地域はわが国を含めた投資が多数行われている「投資適格の弧」であるが、

そろそろ飽和状態に近づきつつあるので、南インドに目を向けるように訴えてきた。日本さらには世界の代表的

航空会社2社による新規路線は、わが国にとってもインドにとっても誠に喜ばしいことである。   

（日印協会理事長  平林 博） 

 

 10月 31日フォーラム「野生司香雪とサールナートの仏伝壁画」が開催されました。 

去る10月 31日（木）午後、インド大使館ヴィヴェーカナンダ文化セ

ンター（VCC）において「野生司香雪フォーラム」が開催されました。

主催・野生司香雪画伯顕彰会、共催・ディスカバーインディアクラブ（DIC）、

また後援・協力機関にインド大使館、香川県、（公財）日印協会、（公財）

中村元東方研究所、（公財）仏教伝道協会、（学）淑徳学園、（学）武蔵野

大学等が、また（公財）文化財保護・芸術研究助成財団が特別協力とし

て名を連ねるなど、多

くの関係者に支援いた

だきました。 

 

ガンジス川の古都ヴァラナシ近郊のサールナートの仏教寺

院の壁画は今を遡ること83年前の昭和11年に足掛け5年の

年月をかけて完成しましたが、この時代に「釈尊一代記」の

壁画が日本人画家により描かれることになった経緯とはどの

ようなものだったのか。ヴァルマ駐日インド大使と前田專學

東大名誉教授・中村元東方研究所理事長による心情あふれる

格調高いご挨拶に続き、4人の専門家が明治以降に緊密化した日本とインドの美術家・芸術家の交流史やアジア

仏教史の視点から、野生司香雪の壁画にまで連なる人々の系譜を詳しく解説しました。 

 

荒井寛方記念館（栃木県さくら市）学芸員大木礼子さんによりタゴール・岡倉天心から横山大観、荒井寛方等

を経て野生司香雪まで連なるサールナートの壁画に結実した日印の芸術家交流について、また野生司香雪研究家

の溝渕茂樹氏により香雪の作品の素晴らしさと香雪の生涯について紹介いだきました。続いて、バラナース・ヒ

ンドゥー大学のバーリー語・仏教学科長でもあったインド大使館VCC館長のシッダールト・シン博士はサール

ナートの仏教考古学的価値やインドの仏教研究について解説、インドの人々と香雪のブッダに対する尊崇の念が

前田專學 
東大名誉教授 

ヴァルマ 
駐日インド大使 

野生司香雪画伯による壁画「降魔成道」 

就航式のテープカット 
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釈尊一代記の壁画を描かせたと言明。最後に、東京藝

術大学名誉教授の木島隆康氏が、壁画の現状と問題点、

保全補修の基本的な考え方と手法を明らかにしました。 

 

正味2時間 15分の短い時間でしたが、4人の専門家

による熱心な講演によって「インドに存在する貴重な

日本の文化財でもある仏伝壁画を次世代に引き継いで

いくことは、仏陀の教えに深く帰依した香雪とその時

代に香雪を支援した多くのインドや日本の人々の世界

平和への願いを引き継いでいくことである」の認識を

深めました。野生司香雪画伯顕彰会の生田要助会長の「なぜ香雪の顕彰会を香雪生誕地の香川県・高松市に立ち

上げたのか」という短いながら感動的な閉会挨拶に続き、懇親会ではフォーラムに参集した美術、仏教、インド

学、哲学および日印交流団体の関係者の多くの人が「インドの人々と共に日本人の手によってこの壁画を後世に

残して行こう」と誓いました。今後は、サールナートの壁画をアジャンタ洞窟の壁画に匹敵する仏教芸術である

と高く評価された平山郁夫画伯ゆかりの（公財）文化財保護・芸術研究財団により保全補修のための募金活動が

進められます。 

            （日印協会参与・野生司香雪画伯顕彰会会員 宮原豊） 

 

◇ 今後のイベント ◇ 

 

 

♪ 会員交流会開催のお知らせ ♪ 

  Members Gathering 

 

12月6日（金）に今年度第2回目の交流会を開催致します。 

会場は、新宿中村屋 レストラン グランナです。 

会員の方はもちろん、まだ会員でない方も、お誘い合わせの上、奮ってご参加下さい。 

(Non-Members are welcome!) 

 

日 時：2019年12月6日(金) 18:00～20:00 

会 場：新宿中村屋 レストラン グランナ  

新宿中村屋ビル 8階 

[JR線をご利用の方] 新宿駅東口から徒歩2分 

[東京メトロ丸ノ内線をご利用の方] 新宿駅A6出入口直結 

参加費(飲物代込み)： 会員/非会員5,000円 

締め切り：11月29日（金）  定  員：60名(先着順) 

 

お申し込み、その他詳細は、同封のチラシをご覧下さい。 

  

स्वादिष्ट है! 

関係者で記念撮影 



 

20 

 

 

§「インドが変える世界地図～モディの衝撃」 

著者：広瀬公巳  出版社：文芸春秋    

価格：本体 880円＋税  ISBN978-4-16-661237-6 

 

本年5月末の総選挙でモディ首相率いる人民党が圧勝し、第 2次モディ

政権が発足した。第1次政権の 5年間においてもインドを大きく作り変え

注目を集めてきた強い指導者モディ首相の再選により、「これまで見てきた

インドとは異なる、まったく新しいインドが我々の目の前に立ち上がって

いる」と著者は言う。 

モディ首相率いるインドは、二極化する米中対立構造の中で、第3位の

大国となる。そして中国とインドという二大経済大国のはざまで生きてい

く日本にとって、インドとの連携はますます重要性を増すことになる。「カ

レーやヨガだけがインドのイメージという時代ではない。モディ首相とい

う強力なリーダーに率いられることになったインドは、日本の将来を左右

し、世界地図を塗りかえる政治経済の大国なのである」。 

本書は10章のどこから読み始めてもよい。話題は政治・経済・外交・

軍事・宗教・文化・社会・技術（IT/AI）・環境・核・印パ、印中・印米・

日印等々と多岐に亘るが、どの章も面白く分かり易い。本書は、インドをモディという稀有な首相を通して、そ

の過去と現在を鳥瞰・虫瞰し、バラバラなガラス片がステンドグラスの絵を形作るようにインド理解が徐々に進

み、読み終わると複雑なジグソーパズルの上に、インドが塗りかえようとする世界地図が浮かび上がるような仕

掛けになっている。 

著者はNHKのニューデリー支局長、解説委員として20年以上にわたりインドを取材し、また「インドの衝

撃」などの番組制作にかかわってきた。広大で多様な国インドで豊富な現場経験を有する。そのため「相反する

情報やイメージが分かりにくい国にしているインド」を語る上で最適な人物であると目される。モディ率いる近

未来のインドを知る上で必読である。  （日印協会参与 宮原豊） 

  

7. 新刊書紹介 
Books Review 
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〈次回の『月刊インド』の発送日〉  次回12月号の発送は、2019年12月 20日(金)を予定しております。 

会員は発刊日にお手伝いをしていただければ、月刊インドにチラシを無料で封入することが出来ます。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＞ 

日本各地域でインドとの友好親善を推進しておられる団体のうち、今月は山陰インド協会様に登場いただきま

した。来月も沖印友好協会様にお願いしておりますが、皆さん熱心に活動されています。ともに日印関係発展を

盛り上げていきたいと思います。 

さて、デリーの大気汚染は年々深刻さを増しています。飛行機のキャンセルや遅延、デリー首都圏の学校は11

月 1日から5日まで休校となりました。デリー当局は、自動車排ガスによる汚染に対処するため、11月4日から

15日にかけて午前8時から午後8時まで、乗用車のナンバープレートの末尾番号の奇数、偶数規制、違反者には

4,000ルピー（約 6,500円）の罰金を科すとの通達を 11月 1日に発しました。理屈では通行量が半減するのです

が、政府要人車や緊急車両の類い、女性のみの車両、タクシー、バイクが対象外となり、しかも10日（Milad-un-Nabi

ムハンマド生誕日）、11日、12日（Guru Nanak’s Birthdayシーク教祖誕生日）の3日間は祝日などで除外さ

れたため、実際の効果は疑わしかったとの評価でした。10月 27日のディワリでの大量の花火や爆竹が汚染に拍

車をかけ、さらにパンジャブ・ハリヤナ州での野焼き、工場の排気が深刻で、両州の首席補佐官（Chief Secretary）

がデリーに呼ばれ叱られたとのことです。根本的な対策が望まれますね。 (編集子) 

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。 

 

 

8. 掲示板 

Notice 
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発行所  公益財団法人 日印協会   
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Tel: 03-5640-7604    Fax: 03-5640-1576    E-mail: partner@japan-india.com 

ホームページ: https://www.japan-india.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 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           １口(8,000円)から ☆入会金 個人 2,000円 

学生           １口(4,000円)から 学生 1,000円 

一般法人会員   １口(100,000円)から 法人 5,000円 

特別法人会員   １口(150,000円)から       (一般法人、特別法人会員共に)  

 

 

 


