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公益財団法人日印協会 代表理事・会長 

森 喜朗 

明けましておめでとうございます。 

 

ナレンドラ・モディ政権は本年５月で４年目に入りますが、モディ首

相は強力な指導力を発揮して様々な改革に取り組んでおります。一昨年

１２月の安倍晋三首相の訪印、ついで昨年１１月のモディ首相の訪日な

どの緊密な首脳会談や政府間会合、官民挙げての経済協力や投資促進に

より、日印両国は従来にも増して堅固な関係を築き上げ、まさに新たな

時代が始まったと思います。 

両国が数年来培ってきたデリー・ムンバイ産業大動脈構想、チェンナ

イ・ベンガルール産業大動脈構想などの大型プロジェクトや多くのODA支援によるインドの国造り・

人づくり協力は、両国の未来を明るく照らしています。さらに、我が国の協力によるムンバイ・アーメ

ダバード間の新幹線建設計画がいよいよ発足しました。国際的にも長年期待されていた日印原子力協力

協定も、昨年にようやく署名されました。 

本年は、米国でのトランプ新政権の誕生、仏大統領選挙、独総選挙、英国のEU脱退交渉など欧州を

めぐる大きな動き、近くは韓国における政権交代など、世界の政治上重要な節目の年となり、我が国も

少なからぬ影響を受けるでしょう。しかし、日印関係は安泰です。日印両国は、日本側の「自由で開か

れたインド太平洋戦略」とインド側の「アクト・イースト政策」を融合させ、日印二国間関係のみなら

ず、世界の直面する諸課題の解決のために緊密な連携・協力をしていくことを掲げ、アジアの平和と安

定のために貢献しようとしています。 

２０００年に私が我が国の首相として１０年ぶりに訪印した際に撒いた「日印グローバル・パートナ

ーシップ」の種は、「特別戦略的グローバル・パートナーシップ」として大きな花を咲かせつつありま

す。 

本年も、インドは大きく発展するでしょう。インド経済は、世界経済の変調の波に洗われながらも順

調に推移しており、新興国の中でも最も安定した発展を遂げています。モディ政権による大胆な経済社

会改革は今までにない進捗を見せています。長年の懸案事項であった物品サービス税（ＧＳＴ）も本年

前半には導入される見込みです。汚職防止運動も盛んになってきました。インフラ整備とともに、モデ

ィ首相の唱える「メーク・イン・インディア（インド製造業の振興）」「スキル・インディア（技術振興）」

も成果を生みつつあります。インド政府や州政府が各地で促進する日本工業団地の創設と相まって、我

が国からの投資を促進する環境は整いつつあります。 

日印二国間においては、青少年などの人的交流や地方公共団体同士の交流も徐々にではありますが進

展しつつあります。企業人や観光客の相互訪問を容易にするための入国ビザの大幅な緩和措置がとられ

つつあります。科学技術面での協力も、両国のポテンシャルを考えれば、前途洋々たるものがあります。 

日印協会は、本年で１１４周年を迎えますが、役職員一同、気を引き締めて日印関係の深化・拡大の

ために尽力していく所存であります。 

年頭にあたり、会員の皆様方のご健勝を祈念申し上げますとともに、引き続き日印協会に対するご支

援ご鞭撻をお願い申し上げます。

1.年頭のご挨拶  

New Year’s Greeting 

To   
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写真①：『月刊インド』創刊号 
（1971年 6月号）の表紙 

鹿子木 謙吉（日印協会元常務理事 現在同顧問） 

 

1. 協会に入って初めて与えられた仕事は会報『月刊インド』の発行・編集 

1971 年（昭和 46 年）5 月 8 日、初出勤。三角専務から、「今日から働いてもらうことになった鹿子

木君だ。現在、会報がないので当分会報創りに専念してもらうことになっている。」と紹介され、ちょ

っとたじろいだ。学生時代に学校新聞を編集した経験があり、「よし、何とか挑戦してやろう！」とい

う気になった。続いて、「会報名をどうするか。大きさや頁数や構成なども考えて置いてくれ。」と宿題

を与えられた。そこで、過去に発行していた会報があるのではないかと思い書庫や物置を探すと、少し

茶色に変色した『日印協会々報』と書かれ紐でくくられた冊子が大量に見つかった。 

協会に入る前、三角専務に面接を受けた際、「日印協会は 1903 年（明治 39 年）に創立され、長岡護

美（もりよし）氏が初代会長である」と伺っていたが、紐解いたところ一番古くて 1920 年（大正 9 年）

で、創刊号も含め完全には揃っていなかった。よく調べてみると、古い年代の冊子は年に 2 回、新しい

ものでも 4 回の発行だった。一つ一つの冊子は、巻頭論文、インドの政治・経済事情、インド物産の紹

介や旅行記、会務報告など、200 頁に及ぶ冊子もあった。当時の読者は、日本の大企業やインドとの取

引を行っている商社、インド研究者であり、会報は一般市民を対象として

いるものではなかった。 

協会創立時、インドはイギリスの統治下にあった。前年 1902 年には、日

英同盟が結ばれ、ラビンドラナート・タゴールがサンチニケタンに学校を

設立、岡倉天心がタゴールに招かれ渡印した年でもあったが、インド人と

日本の一般市民との交流は非常に限られていた。しかし前号でもお伝えし

た様に、1972 年には 180 人もの日本の一般市民が一度にグループでインド

を旅するような時代になっていた。よって会報では、一般向けに刻々と変

化するインドの現状を伝える必要があり、年に 2 回や 4 回の会報発行だけ

では時代の要請に答えられないのではないかと思い、会報名を『月刊イン

ド』にしてはどうかと提案した。そこで、専務から当時の会長、一萬田尚

登氏が書家でもあることから、「会長にお願いして会報名『月刊インド』の

揮毫を頂くように」と言われ、私は丸の内の会長事務所をお尋ねした。会

長に恐る恐るお願いしたところ、快く書いて下さった。この題字は現在も

使用されている。写真①が「月刊インド」創刊号。あれから 45 年、当時の A5 判モノクロ 8 頁の会報

が今や、A4 判カラー（16～24 頁）になり、小生のこのレポートを掲載させて頂いていることを思うと、

時代を超え『継続は力』である事を強く感じている次第である。 

2003 年の協会創立百周年を前に、会員各位と東京外国語大学大学院の有志のご尽力により、各所に

散逸していた『日印協会々報』のバックナンバーを、1909 年（明治 42 年）8 月 15 日発刊の創刊号か

ら 1944 年（昭和 19 年）11 月発刊の 88 号までを確保・整理し、『印度甲谷陀（コルコタ）日本商品館

館報』＜第 1～112 号＞（1927 年 12 月～1937 年 8 月）、日印経済協会編『日印経済協会会報』＜1～

21 号＞（1949 年 12 月～1952 年 7 月）と共に各号の目次をまとめ、『新亜細亜』、『総合インド月報』

（1941 年 10 月～44 年 10 月）を含め、東京外国語大学大学院研究叢書『明治・大正・昭和期 南アジ

ア研究雑誌記事索引』（足立享祐編著）として 2006 年 12 月に刊行することができた。併せて『日印協

会々報』全巻の全文がマイクロフィルム化され、協会にも寄贈された。誠に有難く感謝に堪えない。       

2.日印交流の中の私とゆかりの人々（中） 
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更に、2003 年の協会百周年記念事業の一環として、『日印協会々報』の

創刊号の複製版（写真②）が『月刊インド・財団法人日印協会 100 周年

記念特集号』と共に記念式典に参加された全員に配布された。 

 

2. 様々な催事の主催・後援と、インド旅行の企画  

1971 年当時の日印協会には、会長、一萬田尚登氏を支える複数の副会

長がおられた。その中で協会の運営を担う事務局を統括・運営する責任

者が三角佐一郎専務理事。そして、その専務理事に常時助言を与えてお

られる 3 人の副会長がおられ、その方々は、日印両国政府関係について

特に外務省と太いパイプを有する吉沢清次郎氏（元外務次官）、戦前に 2

期、戦後 3 期と衆議院議員を務められ、1957 年（昭和 32 年）5 月の戦

後日本の総理として初めて訪印された岸信介総理の首席随員を務められ

た高岡大輔氏、そして、経済・貿易関係では戦後日本の産業の発展の基盤となった鉄鋼業を支えたイン

ドの鉄鉱石の輸入に深く関わった賀来倫二郎氏（元大倉商事株式会社専務理事）のお三方であった。特

に高岡氏は毎日のように協会事務所を訪れ、三角専務に助言を与え、事務員にはインドの経験話を聞か

せて下さった。高岡氏は東京外国語学校（東京外国語大学の前身）のヒンドスタニー語科で学ばれ、卒

業後日印協会に入り、協会が経営するコルコタの日本商品館に勤務されておられた方で、マハトマ・ガ

ンディー、ジャワハルラル・ネルー、スバシュ・チャンドラ・ボースなどインド独立運動の志士達とも

直接お会いになったという。私が 45 年間日印協会に身を置き続けることが出来たのは、こうした方々

に叱咤激励を受け、少しずつインドについて学び、経験を積ませて頂いたお蔭である。 

さて、私の事務局入り直後の 1971 年 5 月 24 日、インドのボンベイ（今のムンバイ）から 104 名の

親善使節団が来日した。私は、その時お会いした団長の G.S.ポエカール氏の魅力に、すっかりとりつ

かれてしまった。ポエカール氏はボンベイ印日協会（The Indo-Japanese Association, Bombay)の専務

理事で、日印協会の三角氏のような仕事をされておられた。インド独立（1947 年 8 月 15 日）前は独

立運動を熱烈に支援する雑誌『United Asia』の編集長として活躍された方と伺っていた。ポエカール

氏が 1986 年 11 月 28 日に亡くなるまで何回も来日される度、あるいは私がムンバイを訪れる度に、ボ

ンベイ印日協会事務局に同氏を尋ねた。事務所は今も同じ場所にあり、彼亡き後、事務局長を引き継い

だニクンジ・パレック氏（Mr. Nikunj Parekh)が会長に就任した。彼は、ポエカール氏の下で働いてい

た当時から私の友人だった。奥様のジョティ夫人（Mrs. Jyoti Parekh）は、インド料理、特にヴェジ

タリアン料理の専門家。ご主人のパレック氏は日本の盆栽を学び、今ではインド中に 20 以上の支部を

持つインド盆栽協会連合会の会長である。話しが少し横道に逸れたが、ムンバイからの大型親善使節団

に続いて来日したのは、マハトマ・ガンディーの高弟とも言われていた J.P. ナーラーヤンご夫妻だっ

た。彼はインド独立前、独立運動の志士として活動され、独立後はインド国民会議派と対峙するインド

人民党を創設された方である。 

J.P. ナーラーヤンご夫妻は1971年6月17日に来日。

翌 18 日午後 7 時より、東京・市ヶ谷の私学会館のホー

ルで講演された（写真③）。講演会は、日印サルボダヤ

交友会とガンディー平和連盟の主催で、日印協会が後援

をした。日印サルボダヤ交友会を代表して藤井日達上人

が、ガンディー平和連盟を代表して中山理理氏が、日印

協会からは高岡大輔副会長が出席された。講演の内容は

奈良毅氏が後日要約したものが、日印サルボダヤ交友会

会報『サルボダヤ』1971 年 8 月号に掲載されている。ご夫妻の滞在中は池田運氏がお世話をされた。

池田氏は独学でヒンディー語を学び、インドの 2 大叙事詩『マハーバーラタ』『ラーマーヤン』を翻訳、

出版された方だ。一方、奈良毅氏は、東京大学大学院を終了後、カルカッタ大学で比較言語学を学ばれ

写真②：『日印協会々報』 
第壱巻（1909年 8月発刊） 
復刻版の表紙 

写真③: 講演する J.P.ナーラーヤン氏（中央） 
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た後、東京外国語大学教授を務められた。退職後、インドの諸言語を研究されるため、インドのマイソ

ール市にあるインド言語研究所で研究を重ねておられた。奈良教授も『マハーバーラタ』（C．ラージ

ャーゴーパーラーチャリの英訳版）を日本語に訳され、第三文明社レグレス文庫（上・中・下 3 巻）か

ら出版されている。奥様の安紀子さまのお話では、1971 年頃はバングラデシュの独立（1971 年 12 月）

に関心を抱き、その支援のために活動しておられたとの事だった。 

一方、日本からも日印協会副会長、吉沢清次郎氏を団長とす

る音楽・舞踊の研究者、演奏家 44 名の親善・交流使節団が 1972

年 1 月 15 日に訪印。1 月 17 日デリーにおいて首相官邸を訪

問し、インディラ・ガンディー首相と面談をした（写真④）。

その後、ボンベイ、コチン、チェンナイを回り、各地で筝曲の

演奏や民舞の公演を行い、インド舞踊、カタカリ舞踊劇の見学、

インド音楽・舞踊の学校訪問を行い、1 月 29 日、2 週間に及

ぶインドの旅を終え、無事に帰国された。 

この旅行団には、東洋音楽会副会長、田辺秀雄東海大学教

授、榊原舞踊学校校長、榊原帰逸氏と門下生 6 人、盲目の筝

演奏家、山川園松氏、夫人の光子さん、娘の美和子さん、三十

弦の琴演奏家宮下伸氏も参加し、旅行団の世話役として三角専

務理事が同行した。山川園松氏は旅先で受け止めたインドの印

象をモチーフに作曲した。更に、美和子さんと共に 1976 年に

も訪印し、12 月 31 日マドラスで琴の演奏会を行っている（写

真⑤）。他界された後は美和子さんが 2 代目山川園松を襲名

し、現在まで、毎年春と秋の 2 回東京・国立劇場で演奏会を

行い、亡き父上が作曲された筝曲を演奏し、在りし日のイン

ドの旅を思い起こしておられる。 

宮下伸氏は、このインドの旅で更にインド音楽への関心を深

め、インド音楽演奏家との共演を希望する中、インドの世界的

なシタール演奏家ラビ・シャンカールとタブラ奏者のアラ・ラ

カの来日の話があり、宮下氏のたっての望みが 1979 年 12 月

6 日新宿厚生年金会館での合同演奏となって実現した。そこに

尺八演奏家、山本邦山氏も招かれ演奏に加わった（写真⑥）。 

日印協会では上記旅行団の帰国後に、参加された田辺秀雄

教授、榊原帰逸氏、草野妙子氏（東京芸術大学講師）をイン

ド大使館講堂にお招きし、『インド音楽と舞踊の会』を主催

した。時にはテープによるインド音楽鑑賞、時にはインド音楽演奏家やインド舞踊家をお招きし 3 人の

先生方の解説で、毎月 1 回土曜日の午後 2 時間行った。この催しは無料で、20 年ほど続いた。この催

しのお蔭で、インド音楽・舞踊のファンが増えると共に、熱が昂じてインドに行ってインド音楽演奏家

や舞踊家になった方々もおられた。この催しに講師として呼ばれ、1971 年 10 月 16 日にバラタナーテ

ィヤムを踊った井下暁美さんは、インド・グジャラト州のバローダ大学で 4 年間インド古典舞踊を学ば

れた。結婚後、大阪に移り住んだ後も、櫻井暁美ギータンジャリ舞踊団を主宰して今もインド舞踊を教

えておられる。 

協会では、インドの音楽・舞踊だけでなく、インドについての情報交換と広くインドの文化、宗教、

歴史を知って頂く爲、1971 年 11 月 19 日に東京・西銀座デパート 2 階の三笠会館喫茶室で『インド・

ロビー金曜会』をスタートさせ、1972 年 12 月 15 日まで 45 回に渡り続いた。講師には、インド大使

館の館員の方、インドに駐在された経験のあるビジネスマン、在留インド人の方々などをお招きし、交

流を重ねた。更に、1973 年 4 月からインドを専門に研究されておられる大学の先生方を招いて『イン

写真⑤：マドラスでお琴と三味線を演奏する
山川園松氏と令嬢美和子さん 
（於クリシュナ・マチャリホール） 

写真④：日印音楽舞踊交流使節団一行と 
会見するガンディー首相（首相官邸にて） 

写真⑥：ラビ・シャンカール公演（左から山
本邦山、シャンカール、アラ・ラカ、宮下伸
の各氏）（個人会員 櫻井秀武氏 撮影） 



 

7 

 

ド文化講演会』を開催した。第 1 回は 4 月 18 日辻尚四郎東大名誉教授が『インド文化の誕生』をテー

マに、イスラム文化流入以前のヒンドゥ―文化の展開についてインド大使館講堂で講演された。その次

からは、虎ノ門の教育会館会議室であわせて 12 回開催した。講演者、演題は下記の通りである。 

『インドの風土』高野史男東京教育大助教授、『インドの農村社会』福武直東大教授、『南インドのカ

ースト社会』辛島昇東外大助教授、『インドの産業政策』落合淳隆拓殖大教授、『インドの美術』三上次

男青山学院大教授、『インドの文学』田中於菟弥早稲田大教授、

『インドの政党と政治』中村平治東外大教授、『インド史におけ

る宗教と社会』荒松雄東大教授、『インドの婚姻法』山崎利男東

大教授、『インドの言語』土井久弥東外大教授、『インドの思想家

たち』前田専學東大助教授、『インド独立後のヒンディー文学』

田中敏雄東外大助教授（講演者の肩書は当時のもの）。 

その後も日印協会は、折に触れて数々のインド文化講演会を開

催してきた。『インドの夕べ』や『インドの集い』を、朝日新

聞社のご後援を頂き同社の講堂でインド大使をお招きして 10

数回程主催した（写真⑦）。 

 

3. 草の根の日印文化交流 『アシュン』物語と情報発信ミニコミ誌 

私が日印協会に入る以前から、東京・下北沢に『アシュン』という喫茶店があった。入口を入ると、

ウナギの寝床の様に細長く奥が深く、突き当りは壁でその前はステージになっていた。シタール、タブ

ラ、タンプーラの演奏者が何とか座って演奏できるくらいの広さである。その喫茶店は、インド音楽・

舞踊愛好家、インド映画ファンがたむろしていた。コーヒー一杯で半日すごす者もいる。椅子席は 15

あるか無いか程だが、人気のプログラムがあるときは倍以上になる。演奏がない日でも必ず何人かはた

むろしていた。互いにインドの情報を求め、交換した後、インドに旅立つ者もいた。その後、『アシュ

ン』の女主人が神戸に引っ越してしまってからは、こういう連中も居場所がなくなってしまった。 

こうした中、1978 年秋、松岡環氏、臼田わか子氏、関口真理氏、小磯千尋氏によりインド文化交流

センターが立ち上げられた。インド関係の催し物とインド関係の出版物の情報、インドに旅をされた人

の経験談、インド料理のレシピの紹介を主として発信するミニコミ誌『インド通信』も同年 10 月 1 日

に発刊された。以来、今日まで同誌を発刊し続けておられるが、残念なことに“2018 年 10 月号をもっ

て最終号とする”と、紙面を通じて告知された。『インド通信』の発送作業は、溝の口の松岡宅で毎月

最終土曜日の 3 時から夜遅くまでボランティアの方々で続けられていた。休憩・夜食の時間には、松岡

環氏を中心にインド映画の話に花が咲いていた。 

一方、この様なインドの芸能に関心を寄せ、芸能家を志す人達に活動の場を与え、情報を届け続けた

人がいた。東京ジューキ食品（株）の社長山岡昭男氏（協会元理事）だ。彼は、インド関連の催し物情

報を『天竺南蛮情報』と言う名のミニコミ誌で発信し、1982 年 4 月号から 2002 年 12 月号まで毎月発

刊し続けた。更に、インド音楽演奏家や舞踊家から催し物の相談を受けると、時には場所の提供につい

て支援の手を差し伸べておられた。更に、協会会員で浦和市在住の河野亮仙氏は、若い頃から日印草の

根の文化交流に関心を持たれ、1979 年 2 月から 82 年 1 月まで BHU（バラナス・ヒンドゥー大学）で

インド哲学を学ばれた。帰国後の 83 年 10 月 8 日～10 日に日東京・芝増上寺で行われた『インド祭り』

の運営にも積極的に参加された。1995 年から浦和の延命寺の住職を継がれた後も、季報『地蔵だよ里』

の紙面で仏事のほかにインド文化の紹介や、催事の案内を伝えておられる。こうした地道な草の根の文

化交流活動が、次回で紹介する『大インド祭』の成功へと繋がって行く。                 [続く] 

写真⑦：｢インドの集い｣で挨拶する駐日イ
ンド大使 E.ゴンサルベス氏（於朝日講堂） 
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１．内政  

【アンドラ・プラデシュ州の新州都】 

12 月 2 日 

 アンドラ・プラデシュ州政府が新州都のアマラヴァティに移転した。前日にナイドゥ州首相の執務室の

新州都仮庁舎への移転が完了し、2 日初めての閣議が行われた。州首相執務室が完全に機能を移転した

ことにより、州政府は新州都の仮庁舎で機能することとなる。なお、本格的な州政府政庁が完成するに

は少なくともあと２年はかかる見込み。 

【ジャヤラリタ・タミルナドゥ州首相死去】 

12 月 5 日 

 ジャヤラリタ・タミルナドゥ（TN）州首相が、入院先のチェンナイ市内アポロ病院で死亡した。6 日、

パンニールセルバムＴＮ州蔵相（故「ジャ」首相入院中州首相職務代行）が州知事公邸でビジャヤサガ

ルＴＮ州知事を前に州首相就任宣言。 

（注：州首相（Chief Minister）は州民の選挙により多数政党の党首が就任、州知事（Governor）は大

統領の各州における代表で内務省が任命。前者が実質的な州行政府の長、後者は通常は儀礼的な職であ

るが、州の政治が乱れた際は大統領の直轄統治となり実質的には知事が代行する。） 

【冬期国会関連】 

12 月 8 日～12 月 16 日 

 8 日、国会下院が補正予算を可決。 

 10 日、モディ首相は、グジャラート州で演説し、「私は（野党の審議妨害のため）議会で発言を許され

ていないので、下院（Lok Sabha）ではなく人々の会議（Jan Sabha、すなわち直接国民に訴えること）

で話す」と述べた。 

 14 日、上院（Raj Sabha）は、「体の不自由な人のための権利法案（Rights of Persons with Disabilities 

Bill 2014）」を可決した。 

 11 月 16 日に開会した冬期国会は、12 月 16 日に閉会。 

 

【サイクロン】 

12 月 12 日～13 日 

 12 日、チェンナイ市を含むタミルナド州北部を襲ったサイクロン Vardah は、13 日未明にはチェンナ

イ市周辺を抜け、その後天候は回復。同市では 12 日午後 3 時～5 時のピーク時には風速 110～120Km/h

を記録し、過去 22 年間で最大規模のサイクロンとなり随所に大きな被害をもたらした。人的被害とし

ては、チェンナイ、ティバルール、カンチープラム、ヴィルプラムおよびナガパッティナムで計 16 名

が死亡。海抜の低い地区の住民 1 万 7 千人以上が避難。インフラ関係被害としては、チェンナイ、ティ

ルヴァルールおよびカンチープラムにおいて、電柱 1 万本以上、変圧器 450 基および通信設備 24 カ所

が損傷。州被害総額見積もりは 100 億ルピー。 

 

 

メモ：31 日間で、21 の審議が実施された。期間中、10 法案（全て下院）が提出された。下院は 4 法案を、

上院は 1 法案を可決した。 

3.インドニュース(2016年 12月) 

News from India 
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【ガンディー・コングレス党副総裁発言】 

12 月 14 日 

 ラーフル・ガンディー・コングレス党副総裁は記者会見で、モディ首相が恐れる個人的な汚職に関する

情報を握っており、そのために自分は議会で発言することを許されていないと述べた。具体的な内容に

ついて聞かれたガンディー副総裁は、発言は議会ですると返答。 

 

２．経済  

【物品・サービス税（ＧＳＴ）】 

12 月 11 日、23 日 

 11 日、GST 委員会の 6 回目の会合が開催されたが結論に至らず、GST 委員会は、法案に関する合意が

得られていないとして、委員会を 12 月 22 日～23 日まで延期すると述べた。これにより、冬期国会に

法案を提出することはできなくなった。23 日、ジャイトリー財務相は記者会見で、GST 委員会が、CGST

（国税）法案と SGST（地方税）法案を承認したと述べた。1 月に開催される GST 委員会で詳細を詰

めたのち、予算国会で提出される見込み。 

 

３．外交  

【インド・カタール関係】 

12 月 2 日～3 日 

 モディ首相の招待を受け、アブドッラー・カタール首相兼内相が、インドを公式訪問した。アブドッラ

ー首相には、財務相、運輸・通信相、地方自治・環境相を含む上級相に加え、カタール商工会議所及び

カタール航空のCEOやカタール投資機関(QIA)の副CEOのほか数名の経済界の代表が同行。本訪問は、

2016 年 6 月 4 月～5 日のモディ首相によるカタール訪問において合意された二国間関係における主要

トラックの進捗をレビューするという文脈において実施された。 

【インド・ベトナム関係】 

12 月 5 日、及び 8 日～11 日 

 デリーで行われたパリカル国防大臣とゴー・スアン・リック越国防大臣による印越国防相会談において、

インド空軍がベトナム空軍戦闘機パイロットにSu-30MKI戦闘機での訓練を提供することで合意した。 

 8 日～11 日、グエン・ティ・キム・ガン・ベトナム国会議長が訪印し、アンサリ副大統領と会談した。 

【インド・米国関係】 

12 月 8 日 

 カーター米国防長官が訪印し、パリカル国防大臣と 7 回目となる国防相会談を実施。二国間の防衛協力

の大きな前進を確認するとともに、将来の米印安全保障協力について議論した。会談において両者は、

テロの脅威を含む地域の安全保障について意見交換した。両者は、対テロにおける協力をさらに強化す

ることで合意するとともに、如何なる国もテロ組織を支援することがないようにする必要性を強調した。 

【インド・インドネシア関係】 

12 月 11 日～12 日 

メモ：中央政府と地方政府が査定者(assesse)の二重管轄(dual control)という議論のある問題を解決でき

ておらず、2017年4月1日からのGSTの実施は今や実質的に不可能な模様。GST委員会の第6回会合では査

定者の二重管轄について決める予定となっていたが、2日間の会合は半分に短縮され、11日についても膨

大な法案を条項毎に議論することに時間が費やされたため同問題を議論することができなかった。モデル

法案と二重管轄についての議論がまだ残っているため、今回の冬期国会ではGST立法（Central GST法案、

Integrated GST法案及び補償法案）は提出されずに終わった。 
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 ジョコ・インドネシア大統領はモディ首相の招待により国賓としてインドを訪問した。これはジョコ大

統領にとって初めてのインドへの二国間訪問であった。同大統領は、12 日、ムカジー印大統領と面会

後、公式晩餐会に出席した。 

【インド・バングラデシュ関係】 

12 月 10 日 

 アクバル外務担当閣外相は、ダッカにおいてハシナ・バングラデシュ首相と会談した。 

【インド・オマーン関係】 

12 月 14 日 

 アクバル外務担当閣外相は、マスカットにおいて第５回インド・アラブ・パートナーシップ会議に出席

した。 

 

４．日印関係  

【在ベンガルール日本国総領事館開設】 

12 月 28 日 

 2017 年 1 月 1 日から、在ベンガルール日本国総領事館が開設される。ベンガルールは、急成長するイ

ンドの情報技術（IT）産業の中心地であり、在留邦人数及び進出企業数が急増しており、同地域の邦人・

日系企業が恒常的に、迅速かつきめ細やかな邦人援護・領事・企業支援サービスを受けられる体制を構

築する必要が生じている。なお、今回の公館の開館により、日本の在外公館数は 220（大使館 149、総

領事館 63、政府代表部 8）となる。 

今月の注目点：高額紙幣の廃止の影響 

11 月 8 日、モディ首相は 500 ルピー札及び 1,000 ルピー札の廃止、新 500 ルピー札と新 2,000 ル

ピー札の導入を、前触れなく突然発表した。この措置の狙いとして国内ブラックマネー対策とテロ資

金対策が主目的とされている。インド国内では現金取引が多く、富裕層は節税策として現金による蓄

財を利用。統計上の経済活動に補足されない不正資金は GDP（2015 年：約 230 兆円）の約 20％に

上るとされる。不正資金が一部政治家の資金源になっていることは、国民の不満の源となっており、

モディ政権はこうした問題へ対応することで「低所得者層の支持」の拡大を狙ったものと考えられる。 

印国民からは、発表当初は賞賛をもって迎えられたものの、その後の対応が遅れた結果、銀行には

長蛇の列ができる等、市民生活は混乱。特に現金取引に依存する農村部の経済への影響が懸念され、

新紙幣の流通が遅れると国民の不満が高まる可能性もある。 

短期的な経済への影響としては、経済活動の停滞や、現金不足による消費の冷え込み等により、マ

クロ経済にマイナスの影響を及ぼすと見込まれる。現金が十分に流通するまでには 4～5 ヶ月を要す

るとの指摘もあり、現金不足の状況には注視が必要である。 

また、次の理由から中長期的にはプラスの方向に働くと考えられる。①統計上の補足範囲が拡大し、

GDP 成長率が高まること、②銀行預金が拡大し、貸出金利が低下、銀行融資が増大すること、③財

政・金融政策に好影響が及ぶこと。但し、不確実性の高まりが中長期的に民間投資を抑制するとの見

方もあり、今後の混乱収束・経済活動正常化のスピードが鍵である。 

 冬期国会では、野党からの批判が相次ぎ、頻繁に停会。BJP が 2017 年 4 月に導入を目指す物品・

サービス税関連法案（中央 GST 法案等）は依然提出に至っていない。さらに、同年の州議会選挙へ

の影響として、モディ政権としては、本措置による混乱を早期に沈静化させ、同年初頭に実施予定の

州議会選挙（ウッタルプラデシュ州等）では、不正資金根絶に対する強い実行力をアピールし、議席

増に繋げたい思惑があるものと考えられる。 
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＝◇ 最近のイベント ◇= 

 

◆第１回日印なでしこフォーラム―日印ビジネスの可能性―開催報告 

横浜とインドとの交流の歴史を継承し、特にタゴール

訪日 100 周年を記念し、2016 年 12 月に日印の女性た

ちの文化交流とビジネスの架け橋づくりを目指す「日印

なでしこフォーラム―日印ビジネスの可能性―」が幕を

開けました。このフォーラムは、外務省主催の世界国際

女性会議 WAW!2016 のサイド・イベントとして開催

されたものです。 

12 月 15 日午後 2 時、板倉リサさんによる「祝・日印

なでしこフオーラム“光りの舞”」で開幕。基調講演は、

明治時代に横浜のシルク貿易を支え、インドの財閥タタとの関係を深めた原三溪氏の経営学を学び、後

半は、参加メンバーがそれぞれ目指す「志プロジェクト」について情報を共有しました。また、今回の

一番の開催目的である日印ビジネス・コラボレーションの可能性について話し合いました。 

今回の参加者総数は 35 名。インドからの参加者は 8 名、ハンドメイドのデザイナー、イベントコー

ディネーター、幼児・子供教育者などが参加し、日本メンバーは、ヨガやアーユルヴェーダーの先生の

他は、今までインドとはほとんど繋がりのなかった女性でした。「具体的なコラボレーションがさっそ

く始まっています。私たちは、両国にある伝統文化を あらためて学びなおし、子どもたちに継承する

とともに、両国の文化、人づくり、国づくりを共に考え架け橋作りをして行きます。日印女性ビジネス

アカデミー、女性たちによる手作り FES 開催、ファッションとコラボしたイベント、ウッタルプラデ

シュ州のハンドメイドと着物とヨガ衣装とのコラボなど、詳細はネットにて発信致します。この架け橋

は、横浜にとっては第 2 の開港であると思っています。本年 12 月に第 2 回【なでしこフォーラム】開

催を目指します。」              (文・写真：一般社団法人 日印女子フォーラム代表 大場 多美子) 

 

 

◆ケララで追悼公演：モヒニアッタムの丸橋さんの報告 

2015 年 12 月１日に世界最古サンスクリット劇クーリヤッタムのア

ーティストMargi Sati師匠(以下サディ師と略す)が乳癌のため死去。 53

歳でした。その一周忌に私、丸橋広実は Soorya Stage & Film Society 

から招聘を受けてサディ師の追悼公演を行いました。私のメインはイ

ンド舞踊（モヒニアッタム）ですが、古典劇もサディ師から長年学ん

できました。本公演は劇ではなくケララ州の古典舞踊モヒニアッタム

をソロで踊りました。 

公演は、2016 年 12 月 28 日に 6 時 45 分から、ケララ州トリバンド

ラムの YMCA ホールで行われました。公演の前に、トリバンドラムのほとんどの新聞（英語・マラヤ

ーラム語）がこの公演について興味深く取り上げた効果で、会場は満員御礼でした。また、Asianet と

いうテレビ番組の収録も同時に行われ、次の日の朝、7 時からのニュース番組にも生出演し、公演の様

4.イベント紹介 

Japan-India Events 
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子を放映しながらインタビューを受けました。サディ師

との思い出や、ケララ州での体験、日本での活動のこと

など内容は多岐にわたりました。私の拙いケララ州の公

用語マラヤーラム語でのやりとりはかえって視聴者の心

を掴んだようで多くの反響を頂きました。マスコミが好

意的に私のことや公演のことを報じ、大々的に盛り上げ

てくださった背景には、人々に偉大なアーティストをな

くした喪失感が背景にあるのだと思います。日本人であ

る私が師匠への追悼を表現するという意外な試みが、少

しでも人々の悲しみの溝を埋められたならこれ以上の喜びはありません。 

公演には師匠の家族、娘夫婦と息子、親戚や友人たちも駆けつけてくださいました。私の踊りは師匠

への最高の贈り物だと喜んで頂きました。招聘団体の Soorya も舞台の成功を讃えてくださいました。

その公演の内容は、2016 年 9 月に日本で開催した日印協会後援「炎の乳房、真実の足環」と内容は同

じく、師匠の DVD を放映、その物語を踊りに翻案して私と生徒が踊るというもの。インドでは私のソ

ロでしたが、もし、グループ・ダンスがインドで実現したら、もっと喜んで頂けたかもしれません。 

師匠を亡くしてから 1 年間、私自身が悲しみの淵から抜け出すことができませんでした。眠ることが

困難になり体調も優れない日々を何日も過ごしました。師匠は、素晴らしいアーティストであり、師で

あり、時には、母であり、友人でもあり掛け替えのない存在でした。私が師匠に贈り物をしたのではな

く、師匠が、そして、サディ師を愛してやまないケララ州の人々が、私に素晴らしい機会を与えてくれ

ました。結局は師匠に助けられたのだと思います。この公演を行う事で、やっと、悲しみでなく良き思

い出を携えて、一歩を踏み出すことができると思います。2017 年も心を込めて踊ります。 

（文：ケララ企画 丸橋 広実、写真：C. Chandramohan） 
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=◇ 今後のイベント ◇= 

♪交流会開催のお知らせ♪ 

2 月 3 日（金）に交流会を開催致します。今年の交流会も、定番のマハラジャ丸の内店にて行います。 

日 時：2017 年 2 月 3 日(金) 18:00～20:00 

会 場：インド料理レストラン“マハラジャ 丸の内店” 

明治安田生命ビル 地下 2 階 ☎03-5221-8271 

東京メトロ千代田線「二重橋前」駅 3 番出口 1 分   

参加費(飲物代込み)： 一般 4,000 円  学生 2,000 円 

締め切り：1 月 27 日（金）  定  員：60 名(先着順)       

まだお申し込みお待ちしております！   詳細は事務局までお問い合わせ下さい。

§『現代インド・フォーラム』2017 年冬季号 No.32 

日印協会会員に 1 月 4 日にメール配信致しました。 

協会 HP には 1 月 16 日にアップ致しました。次のURL にてご覧いただ

けます。 http://www.japan-india.com/forum 

今号では、“インド・モディ首相の訪日の成果”を特集し、2016 年 11 月の

モディ首相の訪日について、日印双方の関係者からご報告いただきました。 

1. India-Japan Relations: Prospects & Potential 

H.E. Sujan R. Chinoy ( Ambassador of India to Japan)  

2. 『日印原子力協定』の署名 ―その歴史的背景と意義― 

有吉 孝史（外務省 アジア大洋州局南部アジア部 南西アジア課長） 

3.  日印関係拡大の潮流におけるモディ首相訪日 ―その成果と位置づけ―

夛賀 政幸（在コルカタ日本国総領事） 

4.  Modi in Tokyo: India-Japan Partnership in a Turbulent World 

C. Raja Mohan（Director, Carnegie India） 

§『日印文化―インド共和国第 70 回独立記念特集号―2016』 

発行：関西日印文化協会 

会長：溝上富夫大阪外国語大学名誉教授 

インドの政治経済社会文化についての幅広い分野の論文やインド紀行文

等が収録されています。主な著作のタイトルと筆者名を紹介します。 

 

「私のインド旅行記録」矢野道雄：京都産業大学名誉教授、「インド北東

部のもうひとつの『牛』―ミトゥンについて」小磯学：神戸山手大学教授、

「躍動するインドの財閥と新興勢力~そのプロフィール」三上敦史：大阪学

院大学経済学部教授、「メーガーラヤ州のカ―シ族」リヴァ―・オーネル・

5.新刊書紹介 

Books Review 

स्वादिष्ट है! 
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ワーラン：元在大阪神戸インド総領事、「バラタナーティヤムの道」モガリ真奈美：マルガユニティー

主宰、「インド美術との出会い」川瀬陽子：兵庫県日本画家連盟、「邁進するインドの断面と民衆の生き

る力」徳田一彦：TRINCKS シルクロード代表、「モディ―首相の演説の特徴」溝上富夫：大阪外国語

大学名誉教授。他に高校生や大学生の訪問記など、いずれも大変興味深い内容です。巻末の「インド独

立後の主な出来事（歴史年表）」等の資料も役に立ちます。 

「日印文化―インド共和国独立第 70 回記念特集号－2016」をご希望の本誌読者には、申し込み順

30 名に限り、送料 300 円をご負担いただければ無料で進呈いただけるそうです。お申し込みはメール

で、住所と名前をご記入の上、tomindic1129@road.ocn.ne.jp までご連絡願います。 

  

 

 

【故・渡邊恭子さんを偲ぶ】 

昨年 12月 5日に急逝された当協会 渡邊恭子職員の通夜・告別式には、

協会関係の方々にもご参列いただきました。本誌 12 月号に訃報を掲載

いたしましたところ、多くの会員・読者からもお悔やみの言葉が寄せら

れました。長年、本誌の編集後記は渡邊さんが書いていましたが、本誌

ではそれが一番面白かったとの声が数多く寄せられました。 

当協会個人会員の藤本拓哉君からは、6 年前に日印協会個人会員（学

生）になってから、上京するたびに慈母のように温かく迎えてもらった

ので、大阪大学国際問題研究会メンバーは日印協会が我が家のようであ

ったと、渡邊さんの早世を惜しむ心温まる長文メッセージをいただきま

した。謹んでご遺族にお渡し致しました。 

あらためまして、故・渡邊恭子さんを偲びつつ皆々様からいただきま

したご厚意に心から感謝申し上げます。 
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〈次回の『月刊インド』の発送日〉 

 次回発送は、2017年 2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。 

<編集後記> 

 1月 5日発売の「女性自身」に、当協会の理事である山田 真美さんの、インドとの関わりがとりあげられまし

た。記事の題名は“元気になる呪文は、「ノープロブレム！」”。「問題ないよ！」ポジティブな印象のこの言葉で

すが、いざそれをインド人の口から聞くとなると・・・嫌な予感がする方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そう、約束の時間に遅れるなんていうのは序の口で、本文で語られるのはなんとも壮絶な「ノープロブレム！」

の連発。そんな壮絶な愛？憎？渦巻くインドでの日々の中で、インドの多様性に触れ、その懐の深さに触れたエ

ピソードも知性たっぷりに語られています。もしかすると、「ノープロブレム！」、その言葉の奥深さがわかると

き人は初めてインドを理解した、と言えるのかもしれませんね。悟りの道は果てしないということでしょうか・・・ 

その他、山田 真美さんとインドとの不思議な縁がユーモラスに語られている当記事、興味を持たれた方は是非

手にとってみて下さい。 (玉岡 善美) 

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。 

  

月刊インド Vol.114  No.1 (2017年1月20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/ 

 

 

 

 

 

6. 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) 

 



 

 

 


