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1. 第 24 回ナマステ・インディア
Namaste India

2016

日本最大級のインド・フェスティバル「ナマステ・インディア」は今年 24 回目を迎えました。今年は、9
月 24 日（土）～25 日（日）に東京代々木公園イベント広場にて開催されましたが、その内容は昨年にも増
して充実し、多くの来場者で盛り上がり
ました。
24 日午前中は曇り空の中、多くの人
が開会式に出席されました。チノイ駐日
インド大使閣下、公益財団法人日印協会
平林理事長、NPO 法人日印交流を盛り上
げる会長谷川理事長による開会式・ご挨
拶に続き、野外ステージ上では約 25 のグ
ループによる様々なプログラムが夕方ま
で催されました。午後はあいにくの天候
になったものの、それでも来場者は途切
れず降雨にもかかわらず多くの観客が傘
を差しながらも熱心に見学されました。

日印交流を盛り上げる会・長谷川理事長

天候の回復した25日の人出は前日の数倍

に達し、ステージでは 28 のグループが朝から夕方 8 時頃まで途切れることなくインド古典舞踊や音楽演奏、
ボリウッド・ダンス、ヨガなどを披露しました。特に両日ともインド政府 ICCR 派遣のマニプル舞踊団がマニ
プル州の民族舞踊を演じ、またタンタと言う武術は日本の時代劇の殺陣のように迫力があり、注目されまし
た。
今年は、北海道から平取アイヌ文化保存会が参加し、ま
た宮城県から女川町も参加しました。アイヌ文化保存会は
2013 年にインド公演を実現して以来、また女川町は東日本
大震災後にインド政府が女川町にレスキュー隊を派遣して
以来、インド側と緊密な交流を続けています。今年は、東
京でのナマステ・インディアに先駆けて 9 月 17 日（土）に
マニプル舞踊団のタンタ

「ナマステ・インディア in 女川町」が開催されました。

傘をさして鑑賞

満員のイベント会場
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インド料理店・衣料・雑貨店は、昨年にも増してバラエティに富んでいました。おなじみのタンドリー・
チキンやカレー料理に加え、インド・ビールやワインの品揃えが多く、ヨガ、アユルベーダ、メヘンディな
どのインド文化に触れる機会も多く、インドの民族衣装、雑貨など多様な品々が来場者を楽しませてくれま
した。

インド料理を楽しむ

写真提供：日印交流を盛り上げる会

日印協会は、25 日（日）の午後にエア インディアのセミナー・ハウスに於いて 2 件の講演会を開催しま
した。多くの来場者が熱心に受講されました。講演要旨は別掲いたします。
（１）
『
「インドを走れ！ムンバイからカッチ砂漠まで」～2 度のムンバイ・
マラソンと極限マラソン・カッチ 160km～』 古賀義章氏
（２）
『入試倍率 100 倍超のインド工科大学（IIT）の学生たちは日本を
どう見るか』 山田真美氏

エア インディア・セミナー・ハウス

3

2. 日印協会 講演会
Lectures organized by the Japan-India Association
Seen Through Traditional Folk Music of the Two Countries
演題 1：
「インドを走れ！ムンバイからカッチ砂漠まで」
～2 度のムンバイ・マラソンと極限マラソン・カッチ 160 キロ～
講師：古賀義章氏（インド版アニメ「巨人の星」プロデューサー/講談社クー
リエ・ジャポン創刊編集長）
インドの子どもたちの間に大ヒットしたインド版アニメ「巨人の星」プロデューサ
ーの古賀義章氏に昨年に続き登壇いただきました。
古賀氏は学生時代に旅したインドとの関わりから講談社クーリエ・ジャポンではインド特集を 3 度も組ん
だインド好きですが、聖地アラハバードの河原でクンプメーラの期間中にインド人とともに何日間もテント
暮らしをしたり、ムンバイ・マラソンに参加したり、インドやインド人と積極的に向かい合っており、それ
がインド版「巨人の星」制作に結びついていると考えられます。今年は極限マラソン・カッチ砂漠 160Km（実
際は 161Km ）レースに参加したというので、その経験談を話してもらいました。

アスリートでもない自分が 2014 年、2015 年と 2 年連続でムンバイ・マラソン(フル)に出場したのは、車
やリクシャ―で走っていては見えない、今のインド社会を体感してみたかったからです。ビクトリア・ステ
ーションや聖廟ハジアリなどのムンバイの名所を観ながら、シーリンク（海上斜張橋）を渡りアラビア海沿
いを回るフル・マラソン（7 時間制限）に、2016 年は 4 万 2,000 人もの参加者がいましたが、2004 年の第 1
回ムンバイ・マラソンの参加者は 2 万 2,000 人だったそうです。今インド全土では年間 600 ものマラソン大
会が開催されていますが、
マラソン人口の増加は経済成長によるインド社会の変化を象徴しているようです。
さて、今年（2016 年）参加したカッチ砂漠 160km 耐久レース”Run the Rann”の舞台は、インド西端グジャ
ラート州のパキスタン国境に広がる Rann of Kuch と呼ばれる 1 万平方マイル以上の広大な塩性の湿地です
が、乾期は真っ白な塩の砂漠となります。
広大な白い砂漠に 200～300m の高低差がある岩山もあり、それを上り下りする過酷なレースですが、その
ような中をフラミンゴ、クジャク、ニルガイ（ウシ科、大型のレイヨウ）が群れを成す大自然が横たわり、
そこに僅かながらヤギやラクダの放牧をして暮らす人々がおり、パキスタン国境沿いには一定の距離毎に国
境警備隊の基地があります。

途中まで一緒に走ったパラス氏
（医師）

標高 200ｍの山頂。見渡す限りの砂漠
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今年の Run the Rann は 3 回目で、161km（48 時間制限）に 17 人が参加しました。州政府や国境警備隊の
許可の下で、
（と言うよりは）むしろ国境警備隊の協力によりレースは実施されています。実際にここで迷子
になれば国境警備隊に救助してもらうよりないです。主催者から示される参加者必携品を見れば、いかに過
酷な条件の下で行われるレースであるかが分かります。例えば、ケータイ電話（行方不明対応）
、水 2 リット
ル（背負う）
、ヘッド・ライト 2 セット（同バッテリー
2 セット）
、ホイッスル（ハイエナ、野犬、コブラなど
の予防のため）
。加えて防寒具、テーピング（足の手当
てのため）などの救急用品、そして食料品はさらに 2
セット準備し、途中の 60km 地点と 100km 地点に事前に
配置します。
自分の場合は 2 種類のカメラ
（と三脚も）
を持ったので、背負った荷物は 4kg を超えてしまいま
した。さらに、出発前に貸与される GPS（測位システ
ム）の端末は、その使い方の講習会が開催されました。
昼間だけではなく夜間も道なき道を進まなければならな

国境警備隊兵士による給水サービス（１０km）

いので、GPS が命の綱、その使い方を習熟しておくことが絶対に必要です。
初日の早朝 6 時に出発地点までバスで移動し、7 時頃に「そろそろスタートしょうか」という雰囲気でレ
ースは緩やかに始まりました。最初の 20km 地点に主催者により用意されたフルーツやジュース、56km 地点
には温かいカレーなどが主催者により用意され、疲れた心や身体を癒してくれました。棘のあるブッシュを
歩けば身体中が血だらけになるし、見渡す限りの砂漠を走り続け
るという過酷なレースの中で、何回もリタイアしそうになったも
のの、レース中に知り合ったインド人と励まし合いながら走り続
けました。
辺りは真暗闇になり、両足の指の爪が剥がれ足の裏には肉刺が
でき、痛みに耐えきれずに、夜 10 時過ぎに辿り付いた 72Km 地点
で、ついに断念。近くにあった国境警備隊の物置部屋に泊めて
もらい、朝食まで御馳走になりました。リタイアしたものの、

国境警備隊隊長と。顔写真や名前は非公開

この地点まで何とか辿り付けたのは、途中で親しくなった仲間
と冗談を言いながら走り続けたおかげです。
72km を一緒に走ったミトゥル（男性）
、ならびに彼と途中で合流したアルピータさん（女性）も 47 時間 47
分と制限時間ぎりぎりのタイムで 161Km を完走。自分と別かれたあと、20 時間以上も砂漠を黙々と走り続け
て遂に完走した 2 人の友人を出迎えて我がことのように喜びました。ちなみに、優勝者は 33 時間 28 分 03
秒の海軍士官、第 2 位、第 3 位、第 4 位ともに陸軍の兵士だそう
です。
講演会の最後に、古賀氏は来年も参加して次は完走したいと決
意を述べ、
「このレースに絶対に必要なのは『ユーモア』ではない
か。ユーモアさえあればどんな困難も乗り切れそうだ。GPS も不
可欠だが、苦しい時に冗談の言い合えるインド人の友人こそが大
事だと思う」と含蓄のある言葉で講演を締めくくりました。
161km 完走した友人 2 人をゴールで迎える
写真：本文中で使用された写真は本人より提供されたものです。
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演題 2：
「入試倍率 100 倍超のインド工科大学（IIT） の学生たちは日本をどうみるか」
講師：山田真美氏（作家/博士（人文科学）/公益財団法人日印協会理事/
インド工科大学（IIT）ハイデラバード校教養学部客員教授）
山田真美氏が昨年に続き今年も 8 月の約 1 ヶ月間を IIT ハイデラバード校で日
本文化や日本史に関する集中講義をされたとのことで、
「入試倍率 100 倍超のイン
ド工科大学
（IIT）
の学生たちは日本をどう見るか」
と題して講演いただきました。
インド工科大学（IIT）は、第 2 次世界大戦後のインドの近代化を支える人材を輩出してきました。IIT 卒
業生の米国をはじめとする世界各国での活躍により、今では本家である MIT(マサチューセッツ工科大学)よ
り優秀だと言う人もおり、その評判も急上昇中です。現在インド全国に 18 校、建設中のものが 4 校あり、間
もなく IIT は 22 校になると言われています。2007 年に創設された IIT ハイデラバード校は日本との関係が
深く、環境・エネルギー、デジタル・コミュニケーション、デジタル・マニュファクチャリング、ナノテク
ノロジー、ナノサイエンス、都市工学等の分野での学術交流や学生交流を目指しています。
若き日にインド文化交流評議会（I.C.C.R）の招聘でインドに渡ってからというもの、インドとの縁は浅か
らぬものがありますが、いわゆる理系に縁のなかった自分が何故 IIT で講義をすることになったのか、話せ
ば長くなる様々な縁が折り重なっています。IIT は理系を中心にしているものの、実は理系の授業ばかりで
はなく、政治学、経済学、心理
学などの文系の学問も沢山取り
入れております。IIT 関係者の
中には
「そもそも学問を文系だ、
理系だと分ける方がおかしい」
と言う人もいます。
それにしてもIITの学生に
「日
本の神話や神様について」講義
するのはかなり異色と思います
が、日本のことや日本文化を理
解するには日本の神話や神様に
ついて知ることが必要です。日
本の神様にはインド由来の神様
が沢山おられるので、インド人
学生にも関心が高く、日本理解

デカン高原に位置する IIT ハイデラバード校の遠景

の入り口としても最適のようです。
昨年と同じ教職員向けの宿舎に着いてみると、踊り場に痩せこけた犬が 3 匹住み着いている以外は何も変
わっておらず、昨年は近くの元小学校を仮教室として使いましたが、今年は本校舎が完成したので、そこで
講義することになりました。行って見ると建設中なのか解体中なのか
分からないような工事中の講義棟の地上階に禅ガーデン風の石庭が設
えられていましたが、建物は未完成でした。日本のように完璧に全て
が整ってから始めるのではなく、インド的に「始められるところから
始める」という考えがよく表されています。ちなみに、この石庭の石
は、翌日はモップ置き場になっていました。
禅ガーデン風石庭にて
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このように突っ込みどころ満載でスタートしましたが、60 人定員の教室は超満員で、立ち見も出る始末。
昨年はたった 6 人しか受講者がいなかったのが、
彼らの口コミのお陰か、
驚くべき人数に増えていきました。
大学側からなかなか受講者リストがもらえなかったのですが、
帰国する直前にやっと入手したリストには164
人（昨年の 27 倍強）が登録されていました。

毎回活気溢れる講義

講義中の山田真美氏

さて、講義では一方的に話すのではなく、日本について何を知りたいかを事前に聴取しましたところ、百
数十件もの質問が寄せられました。いくつか簡単に紹介します。①Gender に対する考え方の違い（性差）に
ついての質問が一番多く、②日本人の男性はどうしてヒゲをはやさないのか？③草食男子が増えていて、一
方で肉食女子も増えているのはどうしてか？④日本にもダウリ（花嫁の持参金）はあるのか？⑤宗教に関す
る質問も多く、例え
ばインドから日本に
渡った神様にはベジ
タリアンの供え物を
しているのか？⑥そ
の他ではヤクザ（国
中の至る所に溢れて
いるのか？）
、忍者に
ついて、
（戦争でひど

熱心な学生たちと記念撮影。日本式にピース！

い目に遭わされた）アメリカに対する日本の国民感情、日本社会の高齢化について等々でした。マンガやア
ニメの影響からか、想像以上に詳しく知っている反面、マスコミ報道だけに頼っていて狭い見方に偏りがち
であるというのは日印双方に共通の問題と思います。
以上のような講演の最後に “Shirucafe”のことが紹介されました。日本でも、東大、早稲田、慶応などの
大学の正門近くに出店している「知るカフェ」が、IIT ハイデラバード校に“Shirucafe”として進出してい
るそうです。複数のスポンサー企業に場所や飲み物（学生
にはフリー）を提供してもらって、宣伝・広報を請け負う
という新ビジネスですが、海外展開するならインドが有望
だろうと、IIT ハイデラバード校に海外一号店を出したそ
うです。インド学生と日本企業とをつなぐだけでなく、日
本の大学へ留学したいというインドの学生が増えてくれる
ことが期待されます。
写真：本文中に使用した写真は山田真美氏の公式サイト『山田真
美の世界』
（yamadamami.com）から借用しました（許諾済み）
。
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3. 新副会長ご紹介
左右は渡印インターン中の現役大学生
3 Vice Chairmen of JIA newly appointed in this year
新たに就任された日印協会副会長 3 人をご紹介します。
2016 年度の評議員会で新たに選任された 3 人の副会長・理事に、平林理事長から日印交流の長い歴史の中
で、日印協会の 113 年に及ぶ活動や近年特に評価されている各種事業についてご説明し、新副会長と意見交
換しました。その時にお聞きした 3 人の新副会長のインドに対するお考えや思いの一端をご紹介します。
三菱商事株式会社相談役 小島順彦氏：
「インドは日本にとって非常に重要な国。今、モディ首相の
リーダーシップでインドも大きく変わろうとしている。インド
とのビジネスは簡単ではないが、インド人に親しい友人が出来
ると上手くいく。インド人は IT 能力に優れており、日印双方の
若者同士が出会うと、そこから様々な新しい発想が生まれ、新
しいビジネスの可能性が広がる。両国の発展に尽くしたい」
三菱商事本社にて、8 月 24 日
トヨタ自動車株式会社常務役員（アジア・中東・北アフリカ本部長） 福井弘之氏：
「インドでのビジネスは、
アセアンとは違った苦労も多いが、
地道に進めている。最近のインドの経済成長は著しいが、イン
ド国内市場だけでなく、インドの生産拠点とタフなインド人と
の協力関係を活かし、地理的にも近い中東・アフリカでの新市
場開発や経済発展に結び付け、引いては日印の関係強化に貢献
したい」

日印協会にて、9 月 12 日

株式会社小松製作所取締役会長 野路國夫氏：
「社長時代に何回かインド訪問し、チェンナイ工場立ち上げ
では用地取得などの初期段階から関係した。インドは難しいし
苦労も多いが、今はインドでのビジネスはうまく行っている。
インドは広大で経済成長も著しく、いい方向に変革していくこ
とを期待している。若手にインド経験をさせることは人材育成
につながる」

コマツ本社にて、9 月 14 日
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4. インドニュース(2016 年 9 月)
News from India
１．内政
【カシミール情勢】
９月４日


ラージナート・シン内相率いる各党からの議員代表団は、カシミール情勢について協議するた

め、同地を訪問した。代表団は、自宅拘留中の分離主義者サイード・アリ・シャー・ギラーニとも面会
を希望したが、同氏から拒否された。
９月７日


カシミールを訪問した議員団は、デリーで全党会議を開催し、中央及び州政府がカシミールの

全ての関係者とダイアローグを開始することを求める声明を発出した。
【連邦議会・州議会同時選挙】
９月５日


ムカジー大統領は、教師の日（Teachers' Day）の演説で、聴講者から連邦議会選挙と州議会選

挙の同時実施について問われ、選挙が頻繁に実施されると政府の仕事が滞るので、基本的に同時実施に
賛成している旨返答した。
【アンドラ・プラデシュ（ＡＰ）州に対する「特別な地位」の付与】
９月７日


中央政府は、ＡＰ州に対し、今後５年間にわたり、
「特別な地位（Special Category Status）
」

を有する州と同程度の資金援助を行うことを発表。この発表を受けて、ＡＰ州に対する「特別な地位」
の付与を求めていたＹＳＲコングレスやコングレス党は、州政権与党テルグ・デサム党（ＴＤＰ）とＢ
ＪＰの裏切りであると批判した。

メモ：
「特別な地位」は、山岳地の州や国境沿いの戦略的に重要な州，経済的後進州等に対して付
与され、連邦政府から財政面等で他州以上の支援が得られる。ＡＰ州は、２０１４年にテランガナ州
が分離独立したことに伴い、経済的に不利な状況にあるとして「特別な地位」を求めていた。
【カルナタカ州／タミル・ナド（ＴＮ）州】
９月１２日


最高裁は、カルナタカ州政府から、ＴＮ州に対するコーベリー川の水の供給を１日１５０００

キューセック（立方メートル毎秒）供給するという５日の判決を再検討するよう要請されたことを受け
て、代わりに１２０００キューセック／日を２０日までＴＮ州に供給するよう命令。この判決を受け、
カルナタカ州ではベンガルール市内を中心に騒乱が発生し、死傷者がでたことから、カルナタカ州政府
は同市内１６カ所に外出禁止令を発出した。
【パリ協定】
９月２８日


モディ内閣は閣議を開催し、パリ協定をガンディーの生誕記念日である１０月２日に批准する

ことを決定した。同協定の批准は、モディ首相が２５日の演説で発表していた。
２．経済
【ＲＢＩ総裁の任命】
９月４日


ウルジット・パテル氏は、２０１６年９月４日から３年間の期間を任期として、インド準備銀
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行（ＲＢＩ）の新総裁に任命された。パテル氏は、ラグラム・ラジャン現総裁の後任となる。
【インド予算制度の改革】
９月２１日


インドの予算制度の改革が閣議で承認されたところ、改革の概要は次のとおり（財務省発出プ

レスリリースより）
。
（１）インドでは、１９２４年以降、慣習として鉄道予算が一般予算とは別に発表されてきたが、下記の
取極めの下、両者は統合される。
ア インド鉄道は、引き続き、政府運営ながら商業性を持った、個別の組織であり続ける。
イ 鉄道は、既存の規則に従い、機能の独立性及び財政に関し付与された権限を維持する。
ウ 鉄道は、給与や手当等の経常支出については（鉄道事業の）経常収入で賄うという既存の取極めを継
続する。
エ これまで、鉄道省は約９７０億ルピーの年間配当を中央政府に対し支払ってきたが、今後この配当は
なくなる。他方、鉄道省は予算支援（Gross Budgetary Support)を得る。
（２）毎年、予算案の発表は２月最終日に行われてきたが、これを１カ月早める。これにより、予算関連
の議会手続きを３月末までに終え、各省は年度当初から施策を執行することができるようになる。また、税
制改正についても年度当初から実施することができるようになる。
但し、
来年度予算案の発表日については、
州選挙の日程等を踏まえ今後決定される。
（３）予算における計画支出・非計画支出の区別をなくす。但し、指定カースト等への資金の紐付け
（earmarking)及び北東部州への配分は継続する。
【２０１６年度第１四半期の国際収支】
９月２１日


インド準備銀行（ＲＢＩ）は、２０１６年度第１四半期（２０１６年４～６月）の国際収支を

発表したところ，概要以下のとおり。
（１）経常収支
第１四半期の経常収支赤字（ＣＡＤ）は▲３億ドル、対ＧＤＰ比０．１％となり、前四半期の▲３億ド
ル（同０．１％）に比してわずかに、また前年度同期の▲６１億ドル(対ＧＤＰ比１.２％)に比して大幅に低
下している。
（２）貿易収支
経常収支赤字の縮小は、主に貿易赤字が▲２３８億ドルとなり前年度同期の▲３４２億ドル及び前四半
期の▲２４８億ドルから縮小したことに起因する。
（３）輸出入
輸出（▲２．１％）に比べ、輸入が急激に低下（▲１１．５％）した結果、第１四半期の貿易赤字は縮
小することとなった。
（４）サービス収支
サービス収支は、旅行業・金融サービス等からの収入低下により年度ベースで落ち込んだ。
（５）民間移転受入（Private transfer receipts）
在外インド人からの送金などによる民間移転受入は１５２億ドルとなり、前四半期及び前年度同期と比
して減少した。
（６）海外直接投資（ＦＤＩ）
ＦＤＩは４１億ドルとなり、前年度同期（１００億ドル）及び前四半期（８８億ドル）より落ち込んだ。
（７）証券投資
一方、証券投資は、前四半期が１５億ドルの資金流出であったのに対し、２１億ドルの資金流入を記録
した。これは主に株式への資金流入を反映したもの。
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（８）外貨準備高
外貨準備高については、前年度同期の増加額１１４億ドル、前四半期の増加額３３億ドルに比して、第
１四半期は７０億ドルの増加額となった。
３．外交
【インド・ベトナム関係】
９月２日


モディ首相はベトナムを訪問し、グエン・スアン・フック首相と首脳会談を行った。印越関係

を包括的戦略パートナーシップに格上げすることが合意された他、１２の合意が署名された。モディ首
相は、チャン・ダイ・クアン国家主席、グエン・フー・チョン共産党書記長、グエン・テイ・キム・ガ
ン国会議長を表敬した。３日、ハノイにおいて、モディ首相とグエン・スアン・フック首相の間で首脳
会談が行われ、印越関係を包括的戦略パートナーシップに格上げすることが合意された。
【インド・エジプト関係】
９月１日－３日


エルシーシ・エジプト大統領が訪印し、ムカジー大統領、アンサリ副大統領、モディ首相、ス

ワラージ外相と会談した。印エジプト共同声明が発表された。
【インド・イタリア・バチカン関係】
９月２日－５日


スワラージ外相は、マザー・テレサの列聖式に参加するためバチカンを訪問し、フランシス教

皇に拝謁した。また、ローマにおいてジェンティローニ伊外相と会談した。
【インドのマルチ外交】
９月３日－５日


モディ首相は、Ｇ２０首脳会合出席のため、杭州を訪問した。モディ首相は、習近平中国国家

主席、メイ英首相、ムハンマド・ビン・サルマン・サウディアラビア副皇太子と会談した。また、ＢＲ
ＩＣＳ首脳会合が実施された。
９月７日


モディ首相は、第１１回東アジア首脳会議（ＥＡＳ）及び第１４回印ＡＳＥＡＮ首脳会合（ビ

エンチャン）の機会に，トンルン・ラオス首相、安倍総理、朴槿恵韓国大統領と会談した。
９月８日


モディ首相は、ビエンチャンで開催された大１１回ＥＡＳ及び第１４回印ＡＳＥＡＮ首脳会合

に出席した。また、サイドラインでオバマ米大統領及びアウン・サン・スー・チー・ミャンマー国家最
高顧問兼外相と会談した。
９月１６－１８日


アンサリ副大統領は、第１７回非同盟諸国（ＮＡＭ）首脳会合出席のためベネズエラを訪問し

た。同副大統領はベネズエラ訪問中、マドゥーロ・ベネズエラ大統領、ローハニ・イラン大統領、カス
トロ・キューバ国家評議会議長、プン・ネパール副大統領等と会談した。
９月２８日


インド外務省は、インドが１１月９日～１０日にパキスタン・イスラマバードで開催予定の南

アジア地域協力連合（ＳＡＡＲＣ）首脳会合に出席しない旨の報道官声明をＨＰに掲載した。
【インド・北朝鮮関係】
９月９日


印外務省は、同日の北朝鮮による核実験を遺憾とし、北朝鮮に対し地域及び地域を越えた平和

と安定に悪影響を及ぼす行動を控えるよう求める声明を発表。
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【インド・アフガニスタン関係】
９月１４日


ガーニ・アフガニスタン大統領が訪印し、ムカジー大統領及びモディ首相と会談した。印アフ

ガニスタン共同声明が発表された。
【インド・ロシア関係】
９月１３日


デリーにおいて、第２２回印露政府間委員会が開催された。印側はスワラージ外相が、露側は

ロゴジン副首相が代表を務めた。
【インド・国連】
９月２６日


スワラージ外相は、第７１回国連総会において一般討論演説を行った。

４．日印関係
【日印友好議員連盟のインド訪問】
９月２３日


細田博之会長を団長とする超党派の日印友好議員連盟が約３年ぶりにインドを訪問し，モディ

首相と会談した他，デリーメトロや日系企業の視察などを行った。

今月の注目点： カシミールをめぐる印パキスタン関係の悪化
カシミールをめぐり印パキスタン間で緊張が高まっている。７月８日，ジャン
ム・カシミール（ＪＫ）州のイスラム過激派ヒズブル・ムジャヒディンの若き指
導者バーハン・ワニがインド治安部隊に殺害される事案が発生してから雲行きが
悪化。同州住民一部が暴徒化し，治安部隊との衝突により，８０名以上の犠牲者
が発生したと言われている。その後，パキスタンは，印治安部隊の住民に対する
過剰な措置を非難する外交活動を展開した。
９月１８日，同州ウリ地区において，印陸軍基地が武装テロ集団４名により襲
撃され，インド兵士１７名以上が死亡，約３０名が負傷する事件が発生。モディ
首相は事件直後「この卑劣な攻撃の背後にいる国が，罰を逃れることはない点を
保証する」との声明を発出し，暗にパキスタンを非難。９月２８日，印外務省報
道官は「現在の状況では，インド政府はイスラマバードにおけるＳＡＡＲＣ首脳
会合に参加することはできない」
とＳＡＡＲＣをボイコットする意思を発表した。
９月２９日，インド陸軍作戦部長は，２８日（水）夜に，パキスタン支配下の
カシミールにおけるテロリスト施設への攻撃を実施した旨を記者会見にて発表。
インド側説明では，９月１８日のウリ地区等に対するテロリストの攻撃の後、イ
ンド陸軍は、２０回に及ぶ侵入事案を阻止。これらのテロリストによる攻撃及び
侵入事案において、インドは GPS 及びパキスタンのマークの入った物品を回収。
捕らえたテロリストはパキスタン又は POK に関連があり、パキスタン又は POK で
訓練を受けたと白状した旨を述べた上で，パキスタンはジャンム・カシミール州
における侵入事案が増加していることに関与していると考えていると述べた。ま
た，何人かのテロリストが管理ライン沿いの攻撃拠点（launch pads）にて,ジャ
ンム・カシミール州でのテロ攻撃のための攻撃準備を整えたとの、昨日同作戦部
長が入手した非常に明確かつ信頼できる（very specific and credible）情報を
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踏まえ、インド陸軍はこれら攻撃拠点に攻撃（surgical strikes）を実施したと
述べた。
インド軍による攻撃に対してパキスタンは激しく反発しており，パキスタンか
らインドへの物理的な反応が心配されるところであり，今後の事態を注視する必
要あり。いずれにせよ，印パキスタンの関係悪化は，インドとパキスタン在住の
邦人・日系企業の安全にも多大なる影響を与えるだけでなく，地域の不安定化に
もつながることから，両国の外交努力と自制が求められる。

5. イベント紹介
Japan-India Events
=◇ 最近のイベント ◇=
◆第20期日本インド学生会議～異文化の学生による双方向の発信～（8月10日～9月5日）
はじめまして、第 20 期日本インド学生会議で実行委員長を務めております中村恒輝と申します。日印協会
の後援を頂き、今年も日本インド学生会議本会議が無事開催されました。
・第 20 期本会議を終えて
今年はインド開催で、コルカタ、チェンナイ、
デリーという 3 都市を移動しながら各都市で活発
な議論を行いました。今期は特にインフラ問題か
ら領土問題、シェイクスピアから再考する死生観
まで実に多様な議題が取り上げられ、20 期という
節目、そしてインドという多様性の国に相応しい
活動だったと思います。
・分科会活動から見えた学生の違い

コルカタ開会式

インドの学生達は極めて活発で、ひとたび議

論が始まれば意見を出し惜しむことはありません。日本人より批判的精神が根付いているようで、常に堂々
と主張し、普段穏やかにしている間柄でも鋭く反論をします。私の議論は原子力技術の輸出入と電力だった
のですが、
「今の日本からもう学べる技術はないのではないか」
「インドでの実験成果があれば問題は解決さ
れる可能性が高い」など、鋭い指摘がインドメンバー内でも飛び交いました。
「Be more critical!」と言わ
れる日本参加者もおり、文化の差に苦労したようです。
・日本人とインド人の共通性、インドの誠実さ
その中でも感じたのは日本人とインド人の中
にどこか共通する部分があるということです。議
論のテーブルを離れれば彼等は温厚で何より誠実
です。初めての渡印も多い日本側参加者を気遣っ
て移動や食事一つ一つまで不安を感じさせないよ
う手配されていたのは本当に心強いものでした。
航空機の遅延によりコルカタに到着したときには
深夜２時を回っていましたが、気にする様子もな
く温かく出迎えてくれました。

文化交流会で
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日本人は引っ込み思案ということがよく言われており、その裏返しなのかインド人を含む外国人は一般
に我が強く取っ付きにくいと思われているように感じます。しかしインド人の中には、今や日本人でも忘れ
かけている「おもてなし」の心がありました。

自由時間に

分科会:アザド博物館

分科会:Jadavpur University

・ビジネスから見るインド
企業訪問としては、ヤマハ発動機、JETRO、朝日新聞社、マルチスズキ、三井物産、JICA の方々より学
ぶ機会を頂きました。印象的だったのは、
「インド市場は大きいが、黒字化するのは生半可ではない」という
ことでした。政治的にも経済的にも変化が大きい中で、インド市場で広く受け入れられるためには長い期間
努力しなければならないということを教えられました。
・21 期に向けて
20期の活動報告会が10月29日（土）に国立オリンピック記念青少年総合センターにて9:30より行われます。
ここに書ききれない経験を皆様に報告したいと思います。
興味を持っていただいた方はぜひお越しください。
当日参加も可能ですが、
人数把握のため団体メールアドレス japan.india.student.conference@gmail.com ま
でご連絡いただければ幸いです。
2017年夏に日本で開かれる第21期日本インド学生会議の参加希望者募集も開始しました。第一次応募締め
切りは2016年11月8日、第二次締め切りは12月31日です。応募方法など詳細お問い合わせは公式ホームページ
http://japan-india.wixsite.com/jisc でご確認ください。
（報告・写真提供：日本インド学生会議第20期実行委員長 東京大学教養学部文科一類2年 中村恒輝氏）

◆エア インディア アローラ支社長の来訪
９月２１日、アルカ・アローラ東日本地区支社長、木下旅客営業部長、伊藤次長が来訪されました。
「過去数年間、順調に伸びてきた日本からのインドへの旅
行客が、2016 年になり低調。ビジネスはそれなりの水準を維
持しているが、観光が減少している。エア インディアとして
も、キャンペーンで掘り起こしをしているが、期待したよう
には伸びていない。インドだけではなく世界的な趨勢か、世
界各地のテロ事件が影響しているかもしれないが、インドは
安全だし、北インドのゴールデン・トライアングル（デリー・
アグラ・ジャイプール）だけでなく、南インドにも見るべき
ものが沢山あるので、積極的に紹介していきたい。仏跡巡り
も若い年齢層に訴えていくことも必要。また、ビザ発給サービスについても改善の余地があるのでは・・・」
等々と、インド観光振興について意見交換しました。
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◆「炎の乳房～真実の足環」公演
インド舞踊モヒニアッタム「ケララ企画」の丸橋広実さんによるヒン
ドゥーの古典劇を基にした「女神となったわが師に捧ぐ―炎の乳房・真実
の足環」を観ました。随所に新しい試みを取り入れた演出で、愛と情念の
物語とその心の内を体現する舞踊とドラマのコンビネーションは、インド
古典舞踊とは一味違った趣がありました。
タイトルは二つの物語を基にしています。
（１）自分の夫が濡れ衣で処
刑され、怒りから自分の乳房をもぎ取って投げつけ、それで都を焼き尽く
すというタミル叙事詩「カンナギ」と、
（２）悪魔プータナが美女に化け、
自分の乳房に塗った猛毒でクリシュナを殺そうとするインド古典舞踊「プ
ータナ昇天」という「乳房」にまつわる話です。
ダンス・ドラマ「カンナギ」は字幕スーパーの説明でストーリーがよく
理解できました。昨年 12 月に亡くなった丸橋さんの古典劇の師匠であるマ

師の映像の前で踊る。

―ルギー・サディ師に深い関わりのある演目で、師の秘蔵映像も公開され
ましたが、その手や指のしぐさや目の使い方といった表現力は丸橋さ
んに引き継がれているようです。師を敬愛する丸橋さんの気持ちが溢
れ、ケララ企画の舞踊家たち（サディ師の孫弟子に当たる）の熱演は
師に対する素晴らしい供養となり、それが深いシンパシーとして 300
席満員の観客一人ひとりの心を満たしました。今後、インド公演の予
定があるそうです。
カンナギの出演者たち

（写真提供：日印協会個人会員 櫻井秀武氏）

=◇ 今後のイベント ◇=
◆来日オリッシー公演「夢のまた夢」
東インド古典舞踊オリッシーは、古くから寺院で神への奉納舞として踊られてきました。本場オデ
ッシャ州からオリッシーダンスの第一人者である舞踊家デバシシュ・パトナイク氏を招き日本人オリ
ッシーダンス・グループ SWASTIKA(篠原英子代表)と共演します。
日時:10 月 25 日（火）18:30 開場、19:00 開演
会場:吉祥寺「武蔵野公会堂」
（東京都武蔵野市吉祥寺南町１－6－22） ☎0422-46-5121
主催：
（株）Uno Music、共催：SWASTIKA、
後援：インド大使館、公益財団法人日印協会
お問い合わせは、☎090－1127－1709、
メール：odissi.swastika@gmail.com
チケット申し込みは、公式サイトから。
http//www.odissi-swastika.com
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◆ディワリフェスタ西葛西
西葛西で恒例のディワリ･フェスタです。日本最大のインド人コミュニティが地元の方々との交流を大切
にし、今年で 17 回目になります。皆様、お誘い合わせの上ご参加ください。
日 時: 2016 年 10 月 22 日(土) 10:00～16:30
会 場: 東京都江戸川区西葛西 8-6 新田 6 号公園
主催･問合先: ディワリフェスタ西葛西実行委員会：東京都江戸川区西葛西 3-3-15
ジャパンビジネスサービス内
TEL 03-3688-6612
E-mail shanti@peace.ocn.ne

6．新刊書紹介
Books Review
§『Subjected Subcontinent
―Sectarian and Sexual Lines in Indian Writing in English』
著者：Eiko Ohira
発行：Peter Lang（英国）
ISBN 978-3-0343-2206-5(日本でもアマゾンで入手可)
本書は英国の出版社 Peter Lang による Cultural Identity Studies シリー
ズ（編者 Helen Chambers）の Volum30 として発行されたもので、
「月刊イン
ド」
（2016 年 1 月号）の新刊書紹介で取り上げた『インド英語文学研究―「印
パ分離独立文学」と女性』
（大平栄子著、彩流社）の英語版です。日本の研究
者である大平先生のインド英語文学の研究成果がここに英語版として出版さ
れ、多くのインド人や世界中の研究者や読者にも共有されることになったこ
とを祝します。

§『なぜ世界の隅々で日本人がこんなに感謝されているのか』
著者：布施克彦・大賀敏子共著
発行：
（株）PHP 研究所
価格：本体 840 円＋税 ISBN 978-4-569-83146-6
日本が高度経済成長に邁進し、世界中でエコノミック・アニマルと揶揄さ
れた時代もありましたが、
その一方で、
世界各地でその地の人々に溶け込み、
もとより評価されることを意図したわけではないにもかかわらず、
「現地の人
たちに一目置かれ、大事にされ、少なからず感謝されてきた」日本人が沢山
います。この本の中ではアジア 4 人、アフリカ 5 人、マーシャル諸島の合計
10 人が紹介されていますが、インドで活躍している日本人も登場します。
第 7 章「インドで歌うビジネスマン」の久保木一政氏は高校時代から数
えるとインドとの関わりは半世紀を越えます。東京外国語大学でヒンディー
16

語を専攻し、その後は商社員として多くのプロジェクトに関わり、商社を退職後もジェトロ・バンガロール
事務所長を経て、現在もビジネス・コンサルタントとして現地で日印ビジネスの発展に努めています。久保
木氏はインド文化を深く理解し、そのコミュニケーション能力が極めて高く、インド人からの信頼度が抜群
です。5 年もインド駐在経験のある著者（布施氏）は、久保木氏のインドを好きな理由は「インド人は大ら
かで素直だから」という説明を「素直には信じられない」と思いながらも、同氏の話を聞くうちに「そう思
えないのは、自分のインド人との付き合い方が不十分だったからだと考えるようになった」そうです。ます
ますの活躍を祈念します。

§『ホームズ、日本へ行く』
著者：ヴァスデ―ヴ・ムルティ
訳者：寺井杏里
発行：図書刊行会
価格：本体 2,400 円＋税 ISBN978－4－336－06077－8
作者は日本大好きなインド人ヴァスデ―ヴ・ムルティ。実はバンガロー
ル在住の日本人ビジネス・コンサルタントだそうです（巻末の解説）
。この本
は 2013 年にインドで出版され、最近邦訳されました。
「最後の事件」でシャーロック・ホームズはモリアーティ教授との死闘の
末にラインバッハの滝に転落し死亡しましたが、熱烈なホームズ・ファンの
圧力に押されて原作者コナン・ドイルは 3 年余りの空白期を経て 1894 年にホ
ームズを生き返らせました。その空白期間中に（日本は明治時代ですが）助手のドクター・ワトソンを伴っ
たホームズは、モリアーティ教授の悪の組織を相手にヨーロッパからインドを経て日本で大活躍という奇想
天外な物語です。一件落着後にワトソンが書いた小説という形をとっていますが、流れを追う毎にワクワク
感が増す「パロディ小説」です。パロディだから正確な時代考証等を求めずに、ただ楽しく読めばよいので
すが、誤解を与えないようにと各章末に記された懇切丁寧な注書きが逆に笑いを誘います。インド好き、日
本好き、シャーロック・ホームズ好きにお薦めします。
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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、2016 年 11 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>
この季節は、9 月～11 月にかけて、ナマステ・インディア（代々木公園）、タゴール横浜来訪 100 周年記
念祭（横浜）、ガンディー生誕日、ドゥルガ・プージャ（江東区）、ディワリ（横浜ならびに西葛西）、イ
ンディア・メーラ―（神戸）、インド映画祭（東京・大阪）、各派のインド舞踊公演など、各地で数多くの
日印交流イベントが続きますので、日印が市民・国民レベルで緊密化していることを実感します。
当協会にヒンディーを勉強した女子職員がきてくれました。当面は臨時職員ですが、強力な助っ人（新戦
力）として期待しています。いずれ正式にご紹介します。皆様、よろしくお願いいたします。
（宮原豊）

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。

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

一口(8,000 円)から

☆入会金

学生

一口(4,000 円)から

一般法人会員

一口(100,000 円)から

特別法人会員

一口(150,000 円)から

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)
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