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前駐スペイン日本国大使 元駐インド日本国大使 

平松賢司 

 

日印外交関係樹立70周年を迎えるに当たり、両国で数多くの行事が行われると承知している。関連行事のリ

ストを見てもその幅広さに改めて驚いている。このような行事を企画した関係者に敬意を表するとともに、多く

の人が参加し、本年が日印関係の更なる飛躍の年になることを期待したい。 

 

1. インド勤務を振り返って 

私が2019年10月、約4年間のインド勤務を終えるに当たり、インドは安定したモディ政権の下、今後

更に国際的な影響力を高め、このようなインドとの戦略的、経済的連携を深めることが日本として死活的

に重要と確信した。また各国のインドに対する関心は更に高まり、インドもそういう状況を利用し、外交

上手らしくバランスも踏まえた外交を展開するであろうとの見方も述べた。また、日印関係は不確実性の

高まる国際情勢の中で安定をもたらす重要な関係であり、このような関係を維持発展させるためには、あ

らゆる分野で能動的な取り組みを継続するとともに、インドにとっても日本が魅力的な存在であり続ける

ことが不可欠であるとも強調した。 

その後私はスペインに赴任し、欧州からインド、日印関係を見るようになったが、このような確信は更

に強まっている。欧州においても、あらゆる面でインドに対する関心の高まりを実感している。主に中国

との対比においてインドとの政治的、経済的関係強化を述べる意見が多いが、インドが特段の努力をしな

くても、多くの国がインドとの関係強化を求めてくる状況ともいえる。また、日印関係が特別な地位を占

めていることを改めて感じる。コロナ禍で少し中断したが、首脳が毎年相互訪問し、貿易投資、安全保障、

防衛、人的交流等あらゆる分野で具体的な成果を積み上げてきた実績は他国を圧倒する。前インド大使と

いうことで、インドについての見解を求められることも多く、強固な日印関係が我々の外交の一つのアセ

ットとなっていると実感する。 

私が大使として勤めた約4年間(2015年11月から2019年10月)は、70年にわたる長い交流の歴史から

見れば、ほんの一コマにしか過ぎないが、恵まれた時期だった。多くの先輩方が築いてこられた輝かしい

業績を引き継ぎ、無事後任にバトンを渡すことが出来たと思う。その期間、安倍元総理、モディ首相の強

固な信頼関係とリーダーシップのもと多くの具体的な成果が得られた。2016年11月のモディ首相訪日の

際、両首脳が新幹線の中で地図を見ながらインド太平洋の重

要性につき語り合った姿、また2017年安倍首相(当時)がグ

ジャラート州アーメダバードを訪問した際、沿道で10万人

を越える市民が駆けつけ、熱烈に歓迎した姿は今でも脳裏に

焼き付いている。そういう首脳間の交流を重ねる中で、懸案

であった日印原子力協定の締結、ムンバイ・アーメダバード

新幹線プロジェクトの開始、インド太平洋構想の共有、日米

印三カ国の枠組みからクアッド（日米印豪4カ国対話）へ

の発展等戦略的な関係強化が図られた。 

   特集シリーズ 歴代元駐インド日本大使が 

   日印国交樹立 70周年を振り返る 

   第 6回 戦略的パートナーとしてのインド 

   Japan-India Strategic Partnership 

この原稿を書き終えた後、安倍元総理が凶弾に倒れるという思いもかけない事件が起こった。本稿にある通り、

私のインド勤務は、常に安倍元総理のご指導の下、奮闘した日々であり、ご一緒させて頂いた思い出も数多い。

日印関係にとってかけがえのない人を失ったのは痛恨の極みであり、ここに深甚なる哀悼の意を表したい。 

2017年9月グラジャートのサバルマティ・アシュラムを 
視察する両首脳 （官邸ホームページより） 
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特に新幹線プロジェクトは思い出深い。インドの地に最新技術の新幹線を走らせるのは極めて難易度が

高いのは論を待たないが、JR東日本等の専門家の皆様が、様々な難題に直面しつつも献身的に交渉に当た

ったことには今でも頭が下がる。今後も様々な困難が待ち受け

ていると思うが、何とか開業にこぎ着け、日印友好の象徴とし

て、長くインド国民に希望と利益をもたらすことを願っている。

私が総合外交政策局長の時、インドの戦略的位置づけを格上げ

すべきとの議論があり、2013年12月に初めて作成された国

家安全保障戦略にもその旨明記されたが、その目標に向け少し

でも具体的成果を上げることが出来たのを嬉しく思っている。

その後コロナ禍もあり、いくつかの作業を中断せざるを得なか

ったこともあったと思うが、引き続き様々な分野で積極的な取

り組みが行われているのは有り難いことである。 

 

2. 戦略対話の重要性 

四年間の勤務を通じて首脳外交の重要性を実感したが、インドのような大国を相手にするためには今後

その重要性は更に増すであろう。2018年10月モディ首相が訪日し、安倍首相(当時)の山梨県の別荘で親し

く会談して以来中断していた首脳の相互訪問も、本年3月の岸田首相のインド訪問で再開できたのはよか

った。日印両国にとって、このような首脳相互訪問の枠組みを持っている相手国はほとんどなく貴重な財

産である。毎年行われる首脳の相互訪問を念頭に、様々な課題を計画的に推進することが可能になる。余

裕のある日程で、出来れば地方の訪問も組み入れ首脳間でじっくり話し合うことが戦略面の共有のために

も大事であろう。私の在勤中も最後は首脳間の交渉で決着を見た案件も多かった。 

首脳レベルをはじめ、あらゆるレベルで戦略的な対話が行われているのは喜ばしい。私の在任中は、「自

由で開かれたインド太平洋」を実現するためにも、日印米の対話の制度化が進められたが、これが現在の

クアッドの枠組みにつながった。当初は日印米の枠組みについてもインドの警戒心は強かったが、三カ国

が参加するマラバール海軍演習の定期的実施等を通じ徐々にその意義を理解していった様に感じる。「自由

で開かれたインド太平洋」の考え方についても、様々なレベルでインド政府に粘り強い働きかけを行った。

2018年のシャングリラ・ダイアローグでモディ首相は、日本の考えと極めて近いインド太平洋構想を語り、

日印関係を同地域の礎（corner stone)と位置づけた。その時、日印の「特別戦略的グローバル・パートナ

ーシップ」は新たな段階に入ったと感慨深く思ったのを記憶する。 

クアッドに関するヨーロッパでの関心は高いが、これはインド太平洋地域の経済的、軍事的重要性に関

する認識が高まっているのに加え、インドが参加していることが大きいと感じる。欧米、日本と共通の価

値観を持つインドを、しっかりと我々の側につけておくための重要な枠組みとみられている。このように

インドの戦略的重要性に関する日本とヨーロッパの考え方は一致する。 

EUとインドとの間でもほぼ毎年首脳レベルの対話が行われているが、民主主義、法の支配、自由、人権

といった共通の価値観が基盤であることが常に強調、確認されている。これも日印関係、クアッド、「自由

で開かれたインド太平洋」の基本原則と同じである。EUは昨年9月にインド太平洋戦略を策定し、同地域

への関与を深めようとしているが、自由で開かれたインド太平洋の考え方を共有することを通じて、イン

ドを含むクアッドとEUとの戦略的関係が深まることが可能となろう。日本とEUもインドとEUも各々

連結性イニシアチブを立ち上げているが、具体的なプロジェクト実施を通じて日、印、EUのつながりが深

まれば望ましい。 

インドも最近になり欧州との関係を重視しているように思える。ジャイシャンカル印外相の外国訪問の

半分は欧州だそうだ。戦略観に富む同外相が欧州諸国のカウンターパートと深い議論をすることで、イン

ドと欧州間の戦略面での共有が進むことが期待される。私もウクライナを巡るインドの対応について質問

を受けることが多く、背景について丁寧に説明しているが、こういったテーマについても率直な意見交換

が行われ、欧州とインドとの間で理解が深まることを望みたい。気候変動交渉、通商交渉等具体的な政策

面では共同歩調をとれない分野もあり、ヨーロッパではインドは引き続きタフな相手とみられているが、

2016年11月新幹線に乗車する両首相 
（インド首相府HPより） 
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基本的価値を共有する仲間との認識がヨーロッパでも更に浸透することを期待したい。それは、日本にと

っても利益であろう。 

 

3. 人と人との交流 

インドの友人とは今でも頻繁にやりとりしているが、友情を重んじる熱いハートを持つ人々だと思う。

意外と思われるかもしれないが、今私が生活するラテン文化と通ずるところがあり、家族や友人関係を重

んじ人間関係が濃密だと感じる。 

在任中から、めざましく発展する日印関係の中で、人と人との交流、文化面での交流を更にてこ入れ、

強化することが必要と感じていたが、本年の70周年を契機にこの分野で更に進展が見られることを期待し

たい。日印関係に深くコミットし、その重要性を確信している日印双方の関係者の尽力でこれまで両国関

係が牽引されてきた側面があると感じるが、その裾野を更に広げるということである。双方の親近感はと

ても強いが、おのおのの理解を深める努力を粘り強く進める必要があると思う。特に若者の間の交流は鍵

であり、一定の先入観を排し、素直にお互いの文化習慣を理解し尊重するということになればと願ってい

る。私の在任中も若手経営者の交流を仕掛たり、日本語教育の拡充のため日本語教師育成センターの開設

等の取り組みを行ったが、今後若者間の交流が更に進むことを期待したい。大陸欧州においてもその強い

個性故かインド人、インド文化への理解が十分でないと感じることも多い。インドに深い愛着を持つ私と

しては残念に思うこともあるが、欧州、インド間でも更なる人の往来、文化交流が必要ということであろ

う。 

地方との交流も潜在力が高い。私も地方に何度も足を運び、各州のリーダー、文化関係者と親しく交流

した。特に重視したのは北東州との関係強化である。インパール、コヒマといった日本と歴史的なゆかり

のある地もあり、戦略的な要衝である。まだ主要諸国も存在感

を示していない中で、日本が比較的開発の遅れている同州の発

展に手をさしのべるのは、戦略的な意味があると考えた。当時

のジャイシャンカル外務次官(現外務大臣)の共感も得て、2017

年10月にACT EAST FORUMが設立され、幅広い観点から同

州の開発を議論することとなった。同フォーラムは既に6回の

会合を重ね、日本が同州において特別の地位を占めるようにな

っているのは喜ばしいことである。北東州の人々が今後とも日

印の架け橋になってくれることを期待している。 

 

4. グローバルな視点からの企業間連携 

民間投資、日印企業間連携は日印関係の牽引車である。在任中も新たな投資案件が相次ぎ、インド各地

に出かけ新たなプロジェクトの現場を訪問した。日本企業トップとインドへの熱い思いを共有した。今世

界はデジタル化、グリーン化に大きく舵を切っているが、この分野でも両国間で連携できることは多い。

言うまでもなく IT 分野ではインドは優れた多くの人材を抱えており、これら人材が日本企業で更に活躍す

ることを期待したい。各地の IITはこのような人材の宝庫であり、すでに始まっている IITと日本企業と

の連携も更に拡充してほしい。既にスタートアップ・ハブの設置、日印デジタル・パートナーシップとい

った取り組みが行われており、この分野で日印が組めば相乗効果は大きいであろう。 

ヨーロッパでは自動車の電動化、再生可能エネルギーの活用がすさまじい勢いで進んでいる。この分野

でも日印間の協力が進んでいることを嬉しく思う。こちらの民間企業関係者と話すとインドは手強くなか

なか連携しづらいという人が多いが、長年にわたりインド市場に食い込んできた日本企業には一日の長が

あると思う。かねてより、日本企業がインドを基盤に、周辺国のみならずアフリカ、中東等に進出すべき

ことを訴えてきたが、すでにいくつかの企業が地域の本拠をインドに移し、ここから地域全体を見るとの

動きが広がってきていると承知している。インドと組んで第三国で具体的プロジェクトを実施するとの動

きが広がることを期待している。品質では優れているが価格面で競争力が劣るという日本製品の弱点をイ

ンド企業と連携することによって補えるのではないか。スペインでも日西の企業が連携し第三国でプロジ

ェクトを実施するとの取り組みを進めているが、これらの取り組みは「自由で開かれたインド太平洋構想」

日印「アクト・イースト・フォーラム」 
発足式で挨拶をする筆者 

（在インド日本国大使館HPより） 
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を進める上でも重要である。インドを基盤に中東、アフリカ、欧州へダイナミックに展開する企業が出て

くれば素晴らしい。 

その他日印関係の可能性は限りないが、今後とも官民が一体となって地道に成果を積み上げるのが重要

だと思う。関係者の一層のご尽力に期待したい。                 （2022年4月 記） 

 

平松 賢司 （ひらまつ・けんじ） 

1979 年京都大学法学部卒業、同年外務省入省。アジア大洋州局北東アジア 課長、外務大臣秘書官、経済局審議官、外務省

地球規課題審議官等を歴任。 外務省総合外交政策局長(2012-2015)、駐インド特命全権大使(2015-2019)、 駐ブータン特命全

権大使(2016-2019)、を経て、駐スペイン特命全権大使に就任し、この10月に離任。 

 

 

武蔵野大学教授 個人会員 佐藤裕之 

 

インド映画「スーパー30 アーナンド先生の教室」との出逢い 

「スーパー30 アーナンド先生の教室」（原題”Super 30”）は2019年7月にインド

で公開され、私は2020年2月にDVD で観た。その時の衝撃と感動は今でも忘れら

れない。社会問題を訴えるインド映画の底力を改めて感じた。字幕を作成したいと思

ったが、叶わないことも分かっていた。インド映画の日本公開は簡単ではないし、公

開されたとしても私が字幕を作成できるわけではない。ところが、配給会社のSpacebox 

Japan から電話があり、字幕作成の依頼を受けた。さらに、映画のモデルであるアー

ナンド・クマールさんはインドの友人の知り合いであることも分かり、アーナンドさ

んとメールや電話でやりとりすることもできた。アーナンドさんに会いたいとも思っ

ていたが、急遽来日し、9月25日に映画館で一緒に映画を観て、直接話しをすること

もできた。この映画については、信じられないことが続いた。 

 

インド映画のセリフの魅力 

インド映画の魅力の一つはセリフにある。甘く、力強く、文学的で、哲学的なセリフが多い。誰もが知ってい

るセリフも多く、映画の中で過去の映画のセリフがでてくることも少なくない。この映画でも、子供たちが「シ

ョーレー」（1975年）の一場面を英語で演じる中で、有名なセリフがでてくる。 

この映画は、今まで観てきた映画以上に、魅力的で印象に残るセリフで溢れていた。可能な限り、原語に沿っ

た字幕を作成し、セリフの魅力を伝えたいと思っていたが、字数制限があり、一部を省略したり、意訳した。字

幕は翻訳ではないから、やむを得ないとはいえ、常にジレンマを感じた。 

このような中で、この映画のメッセージである「もう王の子供は王じゃない。王になるのは能力がある者」は、

原語の「権利」を「能力」と意訳はしたが、ほぼ原語に沿った字幕にすることができた。しかし、「最も難しいの

は自分以外を大切にすること。彼は自分より義務を大切にしている」という字幕は原語に沿った字幕にすること

ができなかった。このセリフは、貧しい子供と裕福な子供の学力試合の結果発表の後、結果を発表した男がアー

ナンドの人間性について語る重要な場面にでてくる。直訳は「とても難しいことは自分の自尊心より前に何かを

置くことだ。アーナンドさんは知っている。彼の義務より前には他の何もない」となるが、いろいろ悩んだ末、

最終的に上記のような字幕にした。もう少し工夫はできたと思うが、セリフの魅力が伝えられなかった心残りが

ある。 

  

「スーパー30 アーナンド先生の教室」の字幕を作成して 
Some Remarks on the Japanese Subtitles of "Super 30" 

（写真提供：SPACEBOX） 
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固有名詞の字幕 

字幕を作成する中で、固有名詞にも悩まされる。どんな映画であれ、その国の文化を背景にし、その国の人で

あれば当然知っている固有名詞がでてくる。しかし、他の国の人は知らないので、そのままの固有名詞を字幕に

してしまうと、戸惑ってしまう。この映画の中では、ラーマーヌジャン、ナーランダー、マハーヴィーラ、バガ

ット・シンなどの固有名詞がでてくるが、多くの日本人にとっては始めて聞く名前になるだろう。 

ラーマーヌジャンは数学者で「奇蹟がくれた数式」（2016年日本公開）という伝記映画も制作されているが、

「数学者ラーマーヌジャン」という字幕にして、数学者であることが分かるようにした。ナーランダーは5世紀

頃に設立され、玄奘も学んだ仏教の僧院であるため、「ナーランダー大学」という字幕にした。マハーヴィーラは

ジャイナ教の開祖であるが、知らない人のために「ジャイナ教」という字幕にした。 

以上の固有名詞については、何とか分かる字幕にすることができたと思うが、バガット・シンについては悩ん

だ。バガット・シンは1907年に生まれ、イギリス政府に23歳の若さで絞首刑された独立運動の英雄で、インド

の人で彼を知らない人はいない。伝記映画“The Legend of Bhagat Singh”（2002年）も制作され、彼の生涯を

題材にした“Rang De Basanti”（2006年）という映画も制作されている。しかし、日本では知られていないた

め、工夫しようとしたが、字数制限もあり、戸惑う人がいるのは承知の上で、「バガット・シン」のままにした。

「独立運動の英雄」などの字幕にすれば、戸惑う人はいないかも知れない。それでも、インドで英雄視されてい

るバガット・シンを日本人に知ってもらい、インドの歴史に関心をもつきっかけになって欲しいという願いを込

めた。 

 

『マハーバーラタ』と『ラーマーヤナ』のエピソード 

『マハーバーラタ』と『ラーマーヤナ』はヒンドゥー教の代表的な聖典で、多くの映画にエピソードがでてく

ることがある。日本人であっても、この聖典の名前を知っている人は少なくないだろう。この映画にも、聖典か

らのエピソードがでてくる。 

『マハーバーラタ』からは、まず、エクセレンス予備校のラッランがアーナンドを講師に誘うために、「ドロー

ナのような先生に君がなれば、アルジュンのような生徒が生まれる」と言う。ドローナは王の子供たちに弓術な

どを教える師で、アルジュンを最も優秀な戦士に育てたというエピソードに基づいている。次に、アーナンドが

無料塾を始めるきっかけになったリキシャの男の話しの中にでてくる。リキシャの男は「ドローナは王の味方だ

った。この先も先生は王の味方、昔のままだ。エーカラヴヤは指を失い、アルジュンが最強の戦士だ」とアーナ

ンドに言う。エーカラヴヤはドローナの教えを受けたかったが、王の子供ではないために、断わられてしまった。

しかし、ドローナを心の師として、エーカラヴヤは弓術に励み、能力を開花させていた。ある時、ドローナはエ

ーカラヴヤの能力を知り、師の名前を聞くと、エーカラヴヤは心の師としてドローナの名前を告げた。そこで、

弟子は師が求めた「感謝の贈り物（ダクシナー）」を贈るというインドの伝統に従い、ドローナはエーカラヴヤの

親指を求め、エーカラヴィヤは自分で自分の親指を切り贈った。ドローナはエーカラヴヤがアルジュンよりも優

れた戦士であることを見抜き、能力を発揮させないようにしたというエピソードである。 

一方、『ラーマーヤナ』は生徒たちの学力試合の結果が発表される場面にでてくる。アーナンドの生徒たちが負

けて、無料塾を閉鎖することになってしまうが、その時「しかし、どこにも危機を救うハヌマーン神がいる」と

いう字幕にしたナレーションが流れ、新聞記者のラグナートがそれを救う。この字幕は意訳で、実際は「しかし、

ラーヴァナのランカーを燃やすためにハヌマーンがいる」である。ランカー（現在のスリランカ）の魔王ラーヴ

ァナはラーマ王子の妃のシーターを拉致する。猿のハヌマーンは、ラーマの伝言を持ってランカーに渡り、シー

ターに伝えるが、捕縛され、尻尾に火を付けられてしまう。しかし、ハヌマーンは自ら縄を解き、逆にその火で

ランカーを焼いてしまう。このエピソードがナレーションの背景にある。字幕は意訳せざるをえなかったが、ハ

ヌマーン神は「危機を救う（サンカット・モーチャン）ハヌマーン」として知られているため、それも考慮した

字幕にした。 

 

インドの伝統文化 

インドの映画は、インドの伝統文化を知る機会も与えてくれる。お祭りや結婚式や家族関係など、本を読むよ

りもリアルに知ることができる。その伝統文化の一つに、片手あるいは両手で足を触るという挨拶（接足礼）の

方法がある。子供が両親に、生徒が先生にというように、年少者が年長者に行うもので、その逆はない。そして、
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この方法は挨拶というだけでなく、相手に最高の感謝や敬意を示す場合にも使用される。この伝統文化はこの映

画に四度でてくるが、私にとっては、最も感動的なシーンの一つである。 

一つ目は、アーナンドが図書館の雑用係にお礼をする場面にでてくる。アーナンドは学術誌を見るために図書

館に行くが、学外者であるために館長に追い出されてしまう。そのアーナンドに雑用係は論文が掲載されれば、

学術誌が無料でもらえることを教える。それを知ったアーナンドは論文を投稿し、掲載された学術誌を持って図

書館に行き、館長に見せる。その後、アーナンドは感謝の気持ちを伝えるために雑用係の足に触れる。 

二つ目は、アーナンドが30人の子供を選抜した後、31番目の子供が教室にやって来る場面にでてくる。31番

目の子供は1点だけ足りなかったので、教えて欲しいと頼むが、アーナンドは１点の意味は大きく、それで合格

と不合格が決まると説明し、今年は自分で頑張り、来年再挑戦するように言って、追い返す。その子供は教室を

出て行こうとするが、引き返し、アーナンドの足に触

れる。 

三つ目は、ラッランに脅され、怯えている子供たち

のところへアーナンドがやって来る場面にでてくる。

アーナンドは子供たちを鼓舞し、「時が来たら、俺は跳

ぶ。誰が一緒に跳ぶ？」と子供たちに聞く。その時、

女の子が「私が跳びます」と答え、アーナンドのとこ

ろにやって来て足に触れる。 

四つ目は、子供たちが英語の芝居をした後の場面に

でてくる。アーナンドは、英語に劣等感を持っている

子供たちに英語で芝居をすることを命じる。芝居を始

めた子供たちは、裕福な子供たちにバカにされるが、怒りを勇気に変え、芝居を続けると、見ていた裕福な子供

たちは驚き、感動し、舞台に上がって一緒に踊り出す。遠くで見守っていたアーナンドを子供たちは舞台に連れ

て来て、アーナンドの足に触れる。 

挨拶のため、あるいは最高の感謝と敬意を示すために足に触れるという方法は、現在のインドでも広く行なわ

れている。言葉ではなく、行為による方法である。以上の四つの場面でも、言葉を発することはなく、足に触れ

るという行為しかない。インドの伝統文化の一つが現在でも継承され、さりげないかたちで映画の場面にでてく

る。 

 

教育と格差の問題 

この映画のテーマになっている教育と格差の問題はインドに限ったことではない。日本にも同じ問題がある。

その解決のためには、一人一人が問題を知り、考える必要がある。そのきっかけとして、実話に基づき、若干の

フィクションとエンターテイメント的な要素を加えたこの映画は大きな意味を持つ。ドキュメンタリー映画とす

ることもできるが、このような映画にすることによって、教育や格差の問題に関心がなくても、映画や俳優のフ

ァンである人など、より多くの人たちが観に行き、問題を知り、考えるきっかけになる。インドには、さまざま

な社会問題をテーマにした映画が多くあり、それが魅力と力強さでもある。 

この映画には、教育と格差の問題を考えるきっかけになるセリフやシーンが多くあるが、私が最も印象に残っ

たものが二つある。一つ目は、貧しい子供たちが無料塾の存在をチラシで知る場面、アーナンドが怯えた子供た

ちを鼓舞した後の場面、病院で悪党と戦う場面に流れる以下のマントラ（呪文）のようなものである。 

知は神の武器  知は正義を実現   

知は忍耐を獲得 知は人の幸福 

知は全てを征服 知は自己を覚醒 

知は障害を排除 知は悪習を撲滅 

知は全てを超越 知は敵を撃退 

この原語はサンスクリット語だが、古くから伝わるものではなく、恐らくこの映画のために作られたと思われ

る。内容の力強さと荘厳さを伝えるために日本語のリズムを考え、体言止めで訳し、幸いにも、意訳する必要も

なく、語順通りの字幕にもすることができた。 

  

映画のワンシーン 
©Reliance Entertainment HRX Films ©Nadiadwala Grandson 

Entertainment ©Phantom Films 
（写真提供：SPACEBOX） 
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二つ目はエンディングに流れる「ニヤム・ホー」という次の歌詞である。 

自分の運命を 自分の手に刻み 自分の存在をつくる 

王でも貧しくても 人々が認め 能力を発揮できる 

掟だ 掟だ 掟だ 世界の新たな掟だ 

無知の鉄枷を 知識によって溶かし 夢を実現できる 

神は与えた 同じ権利 誰でも権利を行使できる 

掟だ 掟だ 掟だ 世界の新たな掟だ 

人に能力があれば 時代を変えられる 

石に見えても 溶ければ金になる 

生まれが何？ 名前が何？ 実力を評価する 

因習の種から 芽生えた偏見 それを根から断ち切る 

王でも貧しくても 人々が認め 能力を発揮できる 

掟だ 掟だ 掟だ 世界の新たな掟だ 

「ニヤム」は「規則」を意味するが、日本語の語感として力強さをだすために「掟」という字幕にした。世界

（社会）の新たな掟とは、能力のある人が能力を発揮することができて、生まれや名前（肩書）ではなく、実力

によって人を評価することである、というこの映画の強いメッセージになる。

字数の問題に加え、歌詞ということもあり、かなり意訳した部分はあるが、

何とか力強いメッセージを伝えることができたと思っている。 

 

「スーパー30 アーナンド先生の教室」という映画に出逢い、幸運にも字

幕を作成する機会に恵まれた。エンディングのクレジットにあるように、こ

の映画は監督や俳優だけでなく、多くの人たちの努力の結晶である。そして、

日本で公開するためには、配給会社のSpacebox Japan を始め多くの人たち

が努力してきた。このような人たちの努力なしに、私が字幕を作成すること

はできなかった。このような人たちの全てに心から感謝する。そして、この

映画を観て、インドに関心を持つ人が増えることを願う。 

 

 

佐藤裕之（さとう・ひろゆき） 

武蔵野大学教授。1958年生まれ、専門はインド哲学。文学博士（東京大学大学院）。主著は『アドヴァイタ認識論の研究』

（山喜房佛書林、2005年）。ヒンディー語映画の「心のままに（Manmarziyaan）」、「デーヴダース（Devdas）」、「人生は二度

とない（Zindgi Na Milegi Dobara）」などの日本語字幕を作成。 

  

筆者（中央右） 
その左、アーナンド先生と 

その実際の生徒（東京大学に留学中） 
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日印協会は11月2日（水）の11時半より東京プリンスに

て、前外務（経済）審議官からインドに赴任する鈴木 浩（ひ

ろし）新駐印大使を激励するとともに、2年10か月間にわた

り、コロナ禍にあっても日印関係の発展に多大なご貢献をさ

れ帰国された鈴木 哲（さとし）前駐印大使に謝意を表するた

めに、「新旧駐印大使歓送迎レセプション」を主催しました。 

 

当日は秋晴れで、法人、個人会員をはじめ、来賓として在

日インド大使館からは、マヤンク・ジョシ臨時代理大使、カ

ニカ・アガルワールVCC館長、また特別ゲストとしてイン

ド政府を代表し、来日中のインド文化評議会(ICCR)のサハスラブッテ会長（モディ首相の盟友でBJP党の先輩

にあたる）が出席、ほかに公使、参事官、書記官が8人。外務省からは、有馬裕南部アジア部長、堤太郎南西ア

ジア課長、佐藤仁美地域調整官、望月麻奈未課長補佐が参加されました。 

また、日印間の議員外交を推進する日印友好議員連盟から、逢沢一郎先生、猪口邦子先生、小泉進次郎先生、

鈴木英敬先生、松本剛明先生、山本啓介先生、そして議連の事務局長をされている和田義明先生の7名が駆けつ

けて下さり、当協会役員各位合わせて総勢120名ほどで両大使のために集いました。 

 

はじめに、齋木昭隆日印協会理事長の開会の挨拶をする前に二人のサプライズゲストが登場しました。おひと

りは、20年の長きにわたり日印協会に貢献された前

会長、森喜朗元総理、もうおひとりは、菅義偉前総

理です。 

齋木理事長の挨拶の後、森元総理より菅義偉前総

理が、日印協会会長をお引き受けされた件の発表が

ありました。その後菅前総理は、ご自分のインドと

の繋がりや、モディ首相との関係をお話してくださ

り、「森さんが長年にわたり会長として実績を残され

た日印協会を、将来に可能性があると言っていた安

倍さんが引き継いで、私も日本にとって重要な日印

関係をしっかりと会長として頑張っていきたい」と。

また両大使の今後のご活躍を激励する言葉を述べられました。 

 

鈴木 哲大使からは、2019年の歓送迎会の際に、日印協会副会長（スズキ相談役）鈴木修氏から言われたとお

りにインドではすぐに名前を覚えてもらえたことや、コロナ感染予防のロックダウン、ワクチンやチャーター便

やPCR検査の手配などをインド滞在者のためご苦労されたことなど話され、日印国交樹立70周年の行事が終了

するまえに離任になった残念さを述べられました。 

 

安倍首相の秘書官を務めた鈴木 浩大使からは、インドで40年頑張られているスズキを応援したい。また、70

周年行事については、鈴木哲大使を引き継いで成功させたいこと。広島で開催されるG7、インドで開催される

G20の連携をとり、日印のパートナーシップを進めていきたい。QUADが来年はオーストラリアで開催される

が、再来年はインドで開催されることを期待する。 

「日本とインドは相思相愛、インドが力強く発展することは、日本の利益につながり、日本の発展はインドの

利益になる」と亡き安倍総理が常々言っていたと述べられました。 

協会主催「新旧駐印大使歓送迎レセプション」 
The Reception hosted by JIA  

for New and Former Ambassadors of Japan to India 

サプライズゲストで登場した菅総理のご挨拶 
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乾杯のご発声は、日印友好議連の猪口邦子先生が務め

られました。大使にはインドとの関係をより強くするた

め励んでいただきたい。日本とインドとのバイラテラル

な関係強化を大使にはよろしくお願いしたいと乾杯され

ました。 

 

その後、元インドの上院議員でインド文化評議会(ICCR）

のサハスラブッテ会長からご挨拶をいただきました。 

鈴木哲大使のインドでの功績にふれ、鈴木浩大使には

印日特別戦略的グローバル・パートナーシップのさらな

る発展を期待している。二国間の関係には経済的なこと

もあるが、文化的交流も大切だ。日印関係はインドのも

つ5つのアイデアにおいて構築されおり、1）精神的な民主主義 2）統一性と多様性 3）母なる自然への感謝 

4）恵まれない人を最優先すること 5）世界は一つの家族であるととても深いお話をされました。 

さらに、モディ首相と安倍首相の関係にも触れ、日印協会と ICCRはインドと日本のつながりの強化のため協

力していきたいと述べました。 

 

日印協会顧問の八木毅元インド大使は、鈴木新大使には日本のインバウンド増のために、インドの地方にも足

を伸ばし、インド全州と全世界遺産を回っていただきたいとお話されました。 

 

最後に日印協会副会長、大間知慎一郎氏(三井物産顧問)も両大使への激励の言葉を述べ、閉会となりました。 

 

 

司会を引き受けて頂いた宮田加奈子氏（株式会社URAHAKU 社長）、受付を手伝って頂いた大木氏、杉原氏、

写真撮影を引き受けていただいた櫻井氏、長浜氏にもお礼を述べると共に、会員の方々、またご多忙の中、遠方

からいらした方、参加された皆様全員に感謝申し上げます。 

皆様のおかげで両大使を歓送迎する盛大な会を催すことができました。   （日印協会 主務 山本真里枝） 

 

 

※新会長は今後評議員会、及び理事会の決議と承認を経て正式決定いたします。 

 

 

  

サプライズゲストの森前会長（左端）のご挨拶。右端はマヤンク・ジョシ臨時代理大使 
 

鈴木 哲前駐印大使（左）、鈴木 浩新駐印大使（右）と 
サハスラブッテ会長ICCR会長（中央） 
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1 内政 

（中央政府） 

⚫19日付、当地メディアは、内務省が、市民権改正法（ＣＡＡ）にかかる規制の策定に関し、3カ月の猶予を求

めた旨報じた。 

⚫23日、内務省は、ソニア・ガンディー・コングレス暫定総裁が率いる2つのNGO、ラジブ・ガンディー財団、

及びラジブ・ガンディー慈善信託の有していたインド国外からの海外献金を受けるためのライセンス（ＦＣＲＡ

登録）を取り消した旨発表した。 

⚫27日及び28日、シャー内相出席のもと、ハリヤナ州にインド各州の内務担当大臣が集まり、内相会議が実施

された。会議ではサイバー犯罪管理のためのエコシステムの開発、警察の近代化、刑事司法制度における情報技

術の利用拡大、土地・国境管理、沿岸警備など、国内の安全保障に関する事柄も議論された。 

  

（ＢＪＰ） 

⚫4日付、当地メディアは、2024年総選挙に向けＢＪＰ党内で組織改正が進められており、ナッダ同党総裁が任

期を1年延長するほか、選挙対策チームが編成される可能性がある旨報じた。 

  

（コングレス） 

⚫17日、コングレス総裁選挙の投票が行われた。 

⚫19日、コングレス総裁選挙の開票が行われ、マルカルジュン・カルゲ上院議員が新総裁に選ばれた。なお、カ

ルゲ上院議員が全投票数の約84％にあたる7,897票を獲得、対抗馬のシャシ・タルール下院議員は約11％にあ

たる1,072票を獲得した。 

⚫26日、カルゲ上院議員がコングレス総裁に就任した。 

  

（ＲＳＳ） 

⚫2日、ホサバレＲＳＳ事務総長がＲＳＳ関連団体主催のウェビナーに参加し、インド国内の貧困、失業、及び

不平等に警告を発し、「インドの貧困は我々の前に悪魔の様に立ちふさがっており、これを退治することが重要で

ある。2億人が未だに貧困ライン以下の生活を送っており、少なくとも2億3000万人が1日当たり375ルピー

以下の収入しか得ていない。また、国内には4000万人の失業者が存在し、失業率は 7．6％に上る」と述べた。 

⚫5日、バグワットＲＳＳ総裁は、マハーラーシュトラ州ナーグプル市内で開催されたＲＳＳ年次総会に出席し、

女性に対する平等な権利と働く自由、並びに、インドにおける人口抑制の重要性を強く訴えた。同日、バグワッ

ト総裁はモスクやマドラサを訪問しイスラム教聖職者と面会し、ＲＳＳがムスリム・コミュニティーへのアウト

リーチを拡大する旨公表した。 

⚫7日、バグワットＲＳＳ総裁は、カースト制度に関する「ヴァルナ」と「ジャーティ」の概念は既に過去のも

のであり忘れられるべきであるとした上で、社会的平等はインドの伝統の一部であったがそれが忘れられている

と述べた。 

⚫16日から4日間の日程で、ウッタル・プラデーシュ州において、ＲＳＳの全国執行委員会会合が開催された。

会合では2025年に迎えるＲＳＳ創設100周年に向けた各種活動の進捗状況の確認や組織内における女性活動家

の役割強化などについて協議が行われた。 

  

（デリー（ＤＬ）準州） 

⚫17日、マニーシュ・シソーディアＤＬ準州副首相（庶民党）は、中央捜査局（Federal Central Bureau of 

Investigation、CBI）の命令に応じ、デリー市内にある同捜査局の本部に出頭し、約9時間に渡り物品税政策に

関する汚職の疑いで尋問を受けた。 

  

インドニュース(2022年 10月) 

News from India 
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（グジャラート（ＧＪ）州） 

⚫2日、ケジリワル・デリー準州首相（庶民党）は、ＧＪ州の有権者に対し、来る同州議会選挙において、大き

な変化を起こすために庶民党に投票し、全182議席中150席を獲得するという目標に協力を呼び掛けたほか、コ

ングレスへの投票はＢＪＰの勝利に繋がるとして、コングレスに投票しないよう訴えた。 

⚫8日から3日間の日程で、モディ首相がＧＪ州を訪問した。 

⚫12日、ナッダＢＪＰ総裁がＧＪ州を訪問し、選挙キャンペーンを実施した。 

⚫13日、シャー内相がアーメダバード市内で演説を行い、「BJPはGJ州議会選挙において3分の2以上の議席

を獲得し勝利する」と述べたほか、長年に渡る州民からのBJP政権への信頼に感謝の念を示した。 

⚫19日、モディ首相が、ＧＪ州都ガンディーナガル市で開催された国際防衛見本市「DefExpo 2022」の開幕式

に参加した。 

⚫29日、ＧＪ州政府は、同州内に於ける統一員法（ＵＣＣ）の導入に向けた委員会を設置する旨閣議決定がなさ

れたと発表した。 

⚫30日より3日間の日程で、モディ首相がＧＪ州を訪問した。 

⚫30日、ＧＪ州モルビ市のマッチュ川にかかる吊り橋が崩落し、多数の死傷者が出る事件が発生した。1887年

に建設された同吊り橋は、最近修繕工事が完成し、26日に一般公開されたものであった。30日は吊り橋公開か

ら初の週末であり多くの人出があり、吊り橋の上には一時的に400名程が集まっていた。当地報道によると130

名ほどの市民が死亡した。 

⚫モディ首相は吊り橋の崩落事件に対し、犠牲者の1家族に対し20万ルピーの見舞金、また負傷者1人に対し

て5万ルピーの支払いを発表した。 

⚫30日、モディ首相はＧＪ州バドーダラ市内でインド空軍のためのＣ295中型輸送機の製造施設建設に向けた定

礎式典に参加、インドは「世界に向けてインドで製造する（Make in India、 Make for the Globe）」の標語のも

と前進を続けており、大型旅客機がインド国内で製造される日も遠くないと述べた。 

 

（ヒマーチャル・プラデシュ（ＨＰ）州） 

⚫5日、モディ首相がＨＰ州を訪問し、同州ビラスプル県に設置された全インド医科大学（ＡＩＩＭＳ）コティ

プラ校の開校した他、水力工学専科大学設置計画や医療機器産業地区、及び道路拡張計画の定礎式に出席した。

その後、同県内で政治集会を開き、州民に対し「HP州はチャンスの土地であり、特に医療と観光に多くの可能

性を秘めている」と述べた。 

⚫13日、モディ首相はHP州を訪問し、インド工科大学（ＩＩＴ）ウナ校の開校式典や各種開発プロジェクトの

立ち上げを行った。 

⚫14日、印選挙管理委員会はＨＰ州議会（全68議席）の選挙日程を発表した。投票日は11月12日（土）、開票

は12月8日（木）に行われる予定。 

  

（パンジャブ（ＰＢ）州） 

⚫3日、ＰＢ州議会において、マン同州首相及び同内閣に対する信任投票が行われ可決された。 

  

（北東州） 

⚫4日付、当地メディアは、中央政府がアッサム州、マニプール州、ナガランド州、及びアルナーチャル・プラ

デシュ州に施行されている軍事特別法(AFSPA)を解除する可能性がある旨報じた。 

⚫8日から10日にかけて、シャー内相が北東部の視察を行った。8日、シャー内相は北東部8州の州首相、長官、

及び警察長官を招集した会議を開き、同地域内における麻薬問題や財政問題につき話し合った。 

⚫12日、モディ内閣が、新たな北東部開発計画「首相による北東部開発イニシアチブ（Prime Minister’s 

Development Initiative for North East Region）」を承認した。2025年までの4年間をかけ、北東部においてイ

ンフラ整備や産業支援、社会開発、及び若者や女性向けの生活基盤確保に向けた雇用創出などに取り組む。中央

政府が予算の660億ルピー全額を拠出し、北東部開発省が計画の実施機関となる。 

⚫21日、アルナーチャル・プラデシュ州内において、陸軍のヘリコプターが墜落し、乗員5人が死亡した。 

  



 

14 
月刊インド 2022 年 11 月-12 月合併号 

（ジャンムー・カシミール（JK）準州） 

⚫4日から6日にかけ、シャー内相がJK準州を訪問した。国境沿いに位置する同準州ラジョウリー地区で開催さ

れた選挙集会においてシャー内相は、同地における民主化の進展を強調、モディ首相がJK 準州議会選挙を間も

なく実施すると述べた旨繰り返し強調した。 

⚫11日、ラバサJK準州副長官は、同準州内に1年以上居住しているもの全員に対し居住証明書を発行する命令

を発出した。これに対し同準州各党は「JK準州議会選挙に向けたBJPによる選挙戦略であり、非地元住民に投

票権を拡大するもの」と遺憾の念を表明。同12日、副長官による命令が撤回された。 

⚫24日、モディ首相はカルギル地区を訪問し、国境地帯を警護する兵士たちと共に、ヒンドゥー教の祝祭「ディ

ワリ」を祝った。 

  

（ウッタル・プラデーシュ（ＵＰ）州） 

⚫7日付、当地メディアは、ＢＪＰが今後同州内で予定されている自治体選挙において、ムスリムの候補者を擁

立する旨検討していると報じた。 

⚫8日、印選挙管理委員会は、シブ・セナ（ＳＳ）の選挙シンボルである「弓と矢」の使用を凍結する旨の暫定

命令を発出した。 

⚫10日、社会主義党（ＳＰ）の創設者であるムラヤム・シン・ヤーダブが死去した。モディ首相は、ヤーダブ氏

に対し弔辞を送り、「謙虚で地に足の着いた指導者であった」と述べた。 

⚫16日、ＢＪＰはＵＰ州内において同党初となる後進的ムスリム・コミュニティーの指導者との会合を実施した。 

  

（ウッタラカンド（ＵＫ）州） 

⚫11日、モディ首相はＵＫ州ウジャインを訪問し、総工費85億ルピー相当のマハーカレシュワーラ―寺院宗教

回廊開発計画を発足させた。 

⚫22日、モディ首相は、ＵＫ州内のケダルナート及びハドリナート寺院を訪問し、右寺院へのロープウェイの設

置など、総額340億ルピー相当の開発計画を定礎式典に参加した。 

 

（西ベンガル（ＷＢ）州） 

⚫9日、コルカタ市内においてヒンドゥー、ムスリム・コミュニティー間の散発的な衝突が発生し、警察により

41名が逮捕、夜間外出禁止令が発出された。 

  

（タミル・ナド（ＴＮ）州） 

⚫9日、州与党DMK が党役員の改選を行い、スターリンＴＮ州首相が同党総裁に再選された。 

⚫10日、スターリンＴＮ州首相は、公用語に関する議会委員会が学校教育において英語に代わりヒンディー語の

使用を求めていると批判し、中央政府は新たな言語戦争を仕掛けるなとツイートした。 

 

（テランガナ（ＴＧ）州） 

⚫5日、ラオＴＧ州首相は、国政に進出するため、与党ＴＲＳの党名をBRS（インド国民会議）に変更する旨宣

言した。 

  

（ケララ（ＫＬ）州） 

⚫11日、ヴィジャヤンＫＬ州首相は、公用語に関する議会委員会が作成した報告書に関し、教育現場でのヒンデ

ィー語の使用を押し付けるべきではない旨が書かれた書簡をモディ首相に送った。 

 

（カルナータカ（ＫＡ）州） 

⚫3日、ラーフル前コングレス総裁がマイソール市内のヒンドゥー寺院、モスク及びキリスト教教会を訪問し、

宗教間の和解がインドの平和をもたらすと述べたほか、ＢＪＰによるＫＡ州政権がインドで最も腐敗していると

批判した。 
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⚫6日、ソニア・ガンディー暫定総裁及びプリヤンカ・ガンディーがＫＡ州を訪問し、同州で行われているラー

フル前総裁主導の全国行脚キャンペーン「Bharat Jodo Yatra」に参加した。 

 

2 経済 

⚫現地報道によると、インド国内の主要空港（ベンガルール、チェンナイ、デリー、ハイデラバード、コルカタ、

ムンバイ）における発着便数（旅客・貨物の国内便・国際便の総計）について、月総便数を2021年9月と2022

年9月で比較した結果、及び1日平均の便数を2019年9月から2022年9月で比較した結果を基に、次の通り、

報じている。 

・2020年9月の2019年に対する落ち込みは、ベンガルールとハイデラバードで5割程度、ムンバイ及びチェン

ナイではパンデミック前の3割台まで落ち込んだ。 

・2022年9月と2019年9月を比較すると、ベンガルール、デリー、ムンバイは9割まで回復。 

 

3 外交 

（印露関係） 

⚫ 10月4日：モディ首相が、ゼレンスキー・ウクライナ大統領と電話会談。 

⚫ 10月26日：シン国防相が、ショイグ露国防相と電話会談。 

 

（印ニュージーランド関係） 

⚫ 10月6日、ジャイシャンカル外相がニュージーランドを訪問し、アーダーン・NZ首相やマフタ・NZ外相と

会談。 

 

（印豪関係） 

⚫ 10月10日、ジャイシャンカル外相が豪州を訪問し、ウォン・豪外相やマールズ・豪副首相兼国防大臣と会談。 

 

（印エジプト関係） 

⚫ 10月13日、ジャイシャンカル外相がエジプトを訪問し、シュクリ・エジプト外相と会談。 

 

（印ボツワナ関係） 

⚫ 10月19日、ジャイシャンカル外相が、クワペ・ボツワナ外務国際協力大臣とグジャラートで会談。 

 

（国連） 

⚫ 10月20日、グテーレス国連事務総長が、モディ首相を表敬。 

 

（印独関係） 

⚫ 10月22日、ジャイシャンカル外相が、ベアボック・ドイツ外相と電話会談。 

 

（印英関係） 

⚫ 10月25日、ジャイシャンカル外相がスナク氏の就任に合わせ、クレバリー英外相と電話会談。 

⚫ 10月27日、モディ首相が、スナク英首相に電話で首相就任の祝辞を伝達。 

 

（印カタール関係） 

10月29日、モディ首相が、タミーム・カタール首長と会談。 

 

（ＣＴＣ特別会合） 

⚫ 10月29日、ジャイシャンカル外相が、CTC特別会合のサイドラインでアダモ・ガボン外相、ボチュウェイ・

ガーナ外相、ハーシミー・UAE国際協力担当国務大臣、クレバリー英外相、フィノ・アルバニア外務副大臣と

会談。 
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（印米関係） 

⚫ 10月29日、ジャイシャンカル大臣が、ブリンケン国務長官と電話会談。 

 

4 日印関係 

⚫ 10月31日、岸田総理大臣及び林外務大臣より、インドにおける吊り橋崩落事故に関するお見舞いメッセージ

を発出。 

 

 

  

新駐日インド大使シビ・ ジョージ閣下 及び 令夫人歓迎夕食会 
 

このたび、駐日インド大使の交代があり、 シビ・ ジョージ大使が 11月上旬にご来日されました。 

次期駐日インド大使シビ・ ジョージ閣下ご夫妻のご来日を歓迎し、閣下のこれからのご活躍を激励す

るとともに、皆様へのご紹介も兼ねまして、下記の通り夕食懇談会を開催いたします。 

 

日時：  2022年12月2日(金）18：00～20：00 (受付開始：17：30より) 

場 所： 東京プリンスホテル      2階「サンフラワーホール」 

東京都港区芝公園3-3-1 TEL：03-3432-1111） 

   

会 費（お一人様）： 法人・個人会員    10,000円  

形 式 立食ビュッフェ形式   服 装  ラウンジスーツ 

共催  公益社団法人在日インド商工協会、日印経済委員会 、公益財団法人日印協会 

 

ご参加希望の方は、11月28日（月）17時までにホームページ上の添付申込用紙にて 

E-mail: rsvp@icij.jp もしくはFAX (03-5614-0971) で在日インド商工協会までお知らせ

下さい。 

 

 

イベント紹介 Japan-India Events 
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§プロジェクトヒストリー「漫画版」 

「マダム、これが俺たちのメトロだ！インドで地下鉄整備に挑む女性土木技術者の奮闘記」 

 

2018 年 3 月に刊行された『マダム、これが俺たちのメトロだ！ インドで地下鉄整備に挑む女性土木技術者

の奮闘記』（佐伯印刷 出版）のマンガ版がJICAホームページに掲載されていますのでご紹介いたします。 

 

メトロ建設事業の現場で奮闘する著者である阿部玲子氏（法人会員、株

式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル）の活動の様子と、日本で

さえ男性社会といえるこの土木業界を志すに至った経緯を描いたものです。

著者は土木コンサルタントとして、デリーメトロをはじめインド各地の工

事現場を担当していますが、安全管理が徹底されておらず、ヘルメットを

かぶらず裸足で歩きまわる作業員がいたり、スケジュール管理の意識が低

く、工期が遅れるのは当たり前だったりと問題が山積みでした。そこで、

当初のコンサルタント業務には組み込まれ

ていなかった安全対策や環境対策といった

活動を提案し、人脈をフル活用して課題解

決に取り組まれました。 

 

近年、大都市では交通渋滞、バスなどの

公共交通機関の遅延、大気汚染といったさまざまな問題が浮き彫りに。その打

開策として持ちあがったのが地下鉄（メトロ）の建設です。 

鉄道技術の知見を持つ日本が協力し、1995年に始まった首都デリーでのメト

ロ建設事業であるデリーメトロの成功が、その後、バンガロールやコルカタと

いったインド各都市でのメトロ整備へとつながっていきました。そして、現在

は「インド新幹線」開通に向けて、プロジェクトが始まっています。 

 

JICAホームページhttps://www.jica.go.jp/publication/manga/india_metro.html 

 

マンガ版「マダム、これが俺たちのメトロだ！インドで地下鉄整備に挑む女性土木技術者の奮闘記」のPDF 

https://www.jica.go.jp/publication/manga/glkrjk0000008cnd-att/india_metro.pdf 

  

新刊書紹介  Books Review 

https://www.jica.go.jp/publication/manga/india_metro.html
https://www.jica.go.jp/publication/manga/glkrjk0000008cnd-att/india_metro.pdf
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＜次回の『月刊インド』の発送日 ＞ 次回月刊インド2023年 1月号の発送は、2023年1月27日(金)を予定し

ております。月刊インドに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。 

＜ 編集後記 ＞  

今年最終号となるため、この一年を振り返ってみた。日印国交樹立70周年の今年は日印協会にとって激動の

一年だった。 

5月の会長、理事長の交代式の後、6月に正式に第8代会長となられた安倍総理の突然のご不幸で会長不在に。

新理事長のもと、コロナのための行動制限が解かれ9月より月1～2回ペースでイベント主催がはじまった。 

10月、故安倍晋三会長のあとを、菅義偉前総理に継いでいただくことで進めていたところ、報道により先に明

らかになり、図らずも発表する前に会員から大歓迎の反響をいただいた。この11月、新旧駐インド大使交代が

あり、その歓送迎会を当協会で主催した。駐インド日本大使が鈴木哲（さとし）大使から、安倍内閣で長く秘書

官を務められ外務審議官であった鈴木浩（ひろし）大使に引き継がれたのだが、その場に、菅義偉次期会長と森

喜朗元会長にご登場いただき、参加者にはビッグサプライズの場となり大変盛り上がった。その様子は記事をご

覧いただきたい。 

また駐日インド大使の交代もこの時期に重なり、ヴァルマ前大使の歓送会を日印協会としてもサポートさせて

いただいた。来る12月2日には、ジョージ新大使の歓迎会を開催予定している。 

さて、来年は新会長のもと、どんな年になるだろうか。齋木理事長が交代式で述べた「日印協会の会員でよか

ったと会員に思っていただける協会」を目指した活動をしていくのみだ。  （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。 

掲示板 Notice 

 

 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)  

 

 

 
月刊インド2022年11月-12月合併号 (2022年11月22日発行)  発行人 齋木昭隆   編集人 石井 茂 

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: https://www.japan-india.com/ 

 

 

 

 

 

 


