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1. モディ首相の訪日と成果（10 月 27 日-29 日）
―平林理事長による評価―
Successful Visit of Prime Minister of India,
H.E. Narendra Modi and Its Implications
日印協会理事長 平林博
インドのナレンドラ・モディ首相は、10 月 27 日（金）夜に来日、28 日（土）と 29 日（日）の二日間、首脳
会談ほかの行事をこなして離日した。下記は、その内容と意義に関し取り急ぎまとめたものである。
1. 安倍・モディ首相の親密さと安倍総理による破格の接遇
今次訪問は、日印特別戦略的グローバル・パートナーシップの一部をなす「両国首相による隔年ごとの相互訪
問」の約束に忠実に従った実務訪問であった。両首相が会談するのは、今回で 12 回目であり、両首相の親密さ
と日印関係の緊密さがわかる。しかも、今回は、安倍総理による異例に手厚い待遇が待っていた。
28 日、安倍総理はモディ首相を山梨県の富士のふもとにある自らの別荘に招待した。昼食はホテルマウント富
士での実質的な内容のある非公式昼食会であり、
夕食は安倍総理の別荘におけるアット・ホームなものであった。
破格の待遇と言える。午後には、FANUC の工場を視察し、その後特急に同車して東京に帰った。なお、霞が関
や永田町界隈の主要道路には日印両国の旗が飾られるという公式訪問に近いものであった。
よく知られているが、わが国の総理が外国の首相を私的な別荘に招いたのは、1983 年に中曽根康弘総理が親し
かったロナルド・レーガン米国大統領を東京の
奥多摩、日の出町にある私的山荘に招いて、世
界にロン・ヤス関係を誇示して以来のことであ
る。安倍総理がモディ首相を別荘へ招待したの
は、昨年にモディ首相の出身地であるグジャラ
ート州のアーメダバードを訪問した際に安倍総
理夫妻を破格の待遇でもてなした答礼の意味が
ある。内外に向けて、日印両国の特別親密な関
係と安倍・モディ両首脳の個人的信頼関係を発
信した意義は大きい。
筆者の長い外交官生活
（44
年）の中でも稀にしか見聞・経験したことのな
＜安倍首相の別荘にモディ首相を招いて（PMINDIA より）＞

い我が国総理による外国首脳に対する破格の待
遇であったといえる。
2. 実務日程
29 日 午前 ・在日インド人代表たちとの会合

・河野外務大臣、世耕経済産業大臣、二階自民党幹事長、岸田自民党政調会長が順次モディ首相に
表敬訪問
・日印ビジネスリーダーズ・フォーラム（中西経団連会長他）と会合、その後経団連・日本商工会
議所など財界との昼食会
午後

・日本経済新聞・JETRO 共催のシンポジューム「Make in India, Digital Partnership
and India-Japan Partnership in Africa」でモディ首相が講演

（以上すべて、宿舎の帝国ホテルにて開催）
夕方から夜にかけて総理官邸で
・首脳会談、各種協定の署名式
・共同記者会見
・安倍総理主催公式晩さん会
その後、特別機で離日。
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3. 訪問の成果
多くの成果が挙がった訪問であったが、概要は次の通り。
首脳会談の冒頭、安倍総理は、国際会議での会談のほかに毎年首相が相手国を相互訪問する慣行は日印関係の
原動力であり、「強いインドは日本の利益」「強い日本はインドの利益」、「日印関係は世界でも最も可能性を
秘めた二国間関係」であるとして、モディ首相とともに地域や世界の平和と繁栄に貢献したいと述べた。これに
対しモディ首相は同感の意を表し、歴史ある二国間関係を新しい分野に広げ、交流を強化したいと応じた。
これまで日印間では多くの合意がなされ、実施中であるが、今回の首脳会談で新たに合意したことを整理して
下記に掲げる。なお、以下は、官邸のホームページを参照するとともに、外務省がまとめたものを土台にしてい
ること（外務省のホームページ参照）をお断りしておきたい。ホテルマウント富士での非公式昼食会では、地域
情勢における日印協力のほか、直前に行われた安倍総理の訪中に関する報告・議論と北朝鮮への対応に関する日
印の協力が話し合われた模様だが、事柄の性質上公開されないであろう。
（１）安全保障
・次官級で開催してきた外務・防衛対話(2 プラス 2)を閣僚級に引き上げることを決定
・地域の連結性（Connectivity、道路・鉄道・港湾など人とモノの移動を容易にするインフラ建設などの施策）
向上のため、
インドとアセアン諸国を結ぶ東北インド開発やバングラデシュ等における開発案件につき協力
・防衛に関する物品役務相互提供協定（ACSA）の正式交渉開始決定
・海洋安全保障に関する海上自衛隊とインド海軍の協力取り決め作成、全軍種（陸海空）間での交流強化
・日印宇宙対話の立ち上げ
（２）経済協力、高速鉄道
・ムンバイ・アーメダバード間 500 ㎞の新幹線協力計画（昨年は 1000 億円を供与）、インドの在来線の鉄道
安全に関する協力の一層の推進（JICA による技術協力など）など 7 件に 3164 億円の円借款の供与を約束
（３）経済関係
・日印通貨融通協定（スワップ協定、規模は 750 億ドル）の合意
・日印デジタル・パートナーシップの促進
―日本の産業技術総合研究所とインドの工科大学ハイデラバード校（日本がハード・ソフト両面で協力
中）による AI 技術の共同開発
―ロボティックス分野での共同開発
―次世代無線通信規格 5G の協業
―スタートアップ企業の相互進出への支援
・「インド長寿化計画」と日本の「アジア健康構想」の連携
・食品加工工業など農業分野での協力推進
・新たなモノづくり学校の開校（すでに 4 校が開校済み）
・特許審査ハイウェイを通じた投資促進
・日印エネルギー協力転換プラン合意を含むエネルギー分野での協力推進
（４）人的交流
・観光、ビジネス、スポーツ、有識者、地方政府、国会議員等の人的交流の抜本的拡大
・来年 1 月からのインド人に対するさらなるビザの緩和
・デリーでの日本語教師育成センター立ち上げなど日本語の普及
（５）グローバルな協力
・インドが主導する「太陽に関する国際的な同盟（ISA）」の枠組み協定を日本が受諾
・エネルギー転換・脱炭素化に向けた世界的取り組みに日印で緊密に連携
・国連創設 75 周年に向けた安保理改革のための G4 での協力を日印主導で加速
・核兵器のない世界を目指し、対話継続
・東アジア包括的経済連携協定（RCEP）交渉の年内の実質的妥結に向けて協力、世界貿易機関（WTO）の
重要性を再確認
・安倍総理からインドのシップリサイクル条約の早期締結を慫慂
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2. 「インド通信」の 40 年
40 Years of “Indo Tsushin (Indian Newsletter)”
「インド通信」発送担当 松岡環（アジア映画研究者）
1978 年 10 月 1 日に創刊された「インド通信」は、2018 年 10 月 1 日号をもって休刊となった。ミニコミ誌ではあった
が、巻頭エッセーを始めとするインド（以下、“インド”は南アジア全域を意味する）に関する様々な文章を掲載し、イ
ンドの植物、鳥、料理、音楽などに関する随時連載や、インド関連出版物の新刊案内、催し物案内等、B5 判 8 ページに
ぎっしりと情報が詰まった小冊子だった。会員数は最盛期には約 1,000 名、休刊時も 464 名と、決して少なくない数を擁
していた。
事務局員は、臼田わか子（会計担当）、関口真理（編集担当）、小磯千尋（渉外担当）、松岡環（発送担当）の 4 名で、
事務所はなく、臼田の自宅を代表の住所として、40 年間それぞれの自宅で活動をしてきた。その歩みは年表の通りである。
ここでは年表には書き切れなかったことを、補足しておきたい。
1．発刊の頃
年表に書いたようないきさつで、臼田と松岡がガリ版刷り小冊子として発行を始めた「インド通信」だが、当時は一種
の“ミニコミ誌ブーム”時代であり、インド関係の小冊子も、日印協会の「月刊インド」とダージリン会の「天竺南蛮情
報」を別格として、「新潟∞インド」（印度文化センター）、「ラダック通信」（ラダック研究会）、「サルガム★イン
ド音楽情報誌」（アラウディーン・センター）等々、様々なものが発行されていた。そんなこともあって、割と気軽に発
行を始めた記憶がある。
会員の獲得に関しても、2 人は恵まれた環境にあった。松岡の勤務先であり、臼田のアルバイト先でもあった東京外国
語大学アジア・アフリカ言語文化研究所では、インド関係の先生方はすぐに入会して下さり、また、東京外大の学部の先
生方を始めとする研究者の方々も、次々と会員になって下さった。さらに、臼田の友人・知人のベンガル関係の方々、松
岡の関係するヒンディー語分野の方々も、第 1 号を見せると即会員になって下さった。ネットのネの字もない時代なので、
情報に飢えていた人も多かったのだと思う。
その後間もなく、朝日新聞にシタール奏者堀之内幸二氏が紹介され、その記事の中で 1 行か 2 行「インド通信」に言及
されると、一般の会員がどっと増え、会員数は約 400 名になった。さらに 1982 年 1 月 16 日の読売新聞夕刊で紹介され
たことで会員は急増、500 名を超すこととなる。このように大手マスコミの力も借りながら、インド文化への関心の高ま
りに後押しされて、1990 年代には会員約 1000 名となるのである。
当初の予測では、会員の内訳はインド研究者ならびにインドを学ぶ学生が 3 分の 1、インド旅行経験者が 3 分の 1、イ
ンドへ行ったことはないが関心を持っている人が 3 分の 1、という割合になるのでは、と思っていたが、それはほぼその
通りとなった。
発刊当時の会費は年 600 円で、当時の郵便料金の封書 50 円×12 か月という、ごくおおざっぱな計算だった。その後、
郵送料と封筒代、紙代をまかなうために少しずつ値上げしていき、第 20 号からは手書き原稿を印刷所に回すことになっ
たため、その少し前に 1000 円に値上げした。以後、2 度ほど会費を改訂し、封書が 80 円、定形最大 50ｇの封書料金が
90 円になった 1994 年頃に、2000 円に値上げした。この年会費 2000 円は、休刊時まで変わらなかった。
発刊当初から、定形最大の 50ｇまでは重さが許す限り、会員が関係する催し物のチラシの無料封入を実施した。そのた
め郵便料金は毎回定形最大料金となったが、それでも経費に割と余裕があったのは、カンパを下さる方が多かったからで
ある。今回の休刊にあたっても、カンパを下さる方がいらして、そのお心遣いに感謝している。
2．発送作業の開始
発送作業が開始されたのは 1980 年 4 月の第 18 号からで、これは臼田に産休の必要が生じたからだった。それまでＡＡ
研の印刷室に紙を持ち込み、誌面を印刷して二つ折りやホッチキスとじの作業を昼休みや終業後、あるいは休日に 2 人で
していたのだが、会員数が増えたこともあって松岡 1 人では無理である。会員の方にボランティアで来てもらい、作業を
手伝ってもらおう、ということになり、そのスペースを確保するために松岡は引っ越しをした。こうして赤羽の小さなア
パートで、毎月最終土曜日の発送作業が始まったのである。
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その後松岡の移動に従って、吉祥寺の狭い一軒家、仮住まいのマンション、自宅マンションと発送作業場所も移動し、
2000 年からは川崎市溝の口のマンションに移って、休刊を迎えることとなった。その間お手伝いに来て下さった方は、1
回平均 15 名としてものべ約 6,900 名にのぼる。もちろん人数には波があって、7、8 名の時もあれば、最終回のように 30
数名になることもあった。
発送作業の大枠は、次のようになる。
①印刷所から送られてきた本誌を 2 つ折りし、さらに 2 枚を重ね合わせて、8 ページの冊子にしてから 3 つ折りする。
②封筒に宛名シールを貼り、切手を貼る。この時臼田が、当月分の会費請求書や、会費納入者への領収書を同封する。
③封入希望チラシと本誌をセットして、封筒に入れて封をする。
④封筒をポストに投函する。
毎回、②と③の間にティータイムを設け、それぞれの自己紹介時間とした。また、④の投函が終わればカレー・パーテ
ィーと称して、オードブルと最後に数種類のカレーを出して食べていただくのが恒例だった。オードブルは主として臼田
が、カレーは主として松岡が作ったが、関口や小磯がインドで憶えたレシピでヴェジ・カレーを供したり、お手伝いに来
て下さった方が作って持ってきて下さることも多かった。特にここ 2 年ほどは、毎回異なるレシピのカレーを 2 種類作っ
てきて下さる方があって、パーパルを始め工夫した料理を持ってきて下さる方とこの 2 人が食卓を盛り上げて下さった。
この発送作業は、当初から一貫して、「インドのことを思い切り話せる場」として機能してきた。職場で「インドが好
き」と言うと奇異の目で見られた人も、安心しておしゃべりができる場となるという、作業以外のプラスポイントも大き
かった。来て下さる方にはその時代時代で”常連さん”がいて、そんなベテランの方々には毎回大いに助けられた。
封入チラシについても少し触れておくと、舞踊、音楽関係の方は多くの方が会員になって下さり、公演等のたびに熱心
にチラシ封入のお申し込みがあった。続いて多かったのは映画のチラシで、これは松岡が映画配給会社に声を掛けて、イ
ンド映画の公開があるたびに封入チラシを提供してもらった。配給会社は非会員の所が多かったため、「非会員の方はお
手伝いに来て下さるか、あるいは何かプレゼントを提供して下さい」という要請に応じて、各作品のプレス（マスコミ向
け試写で配られる簡易パンフレット）がいつも提供され、お手伝いの方々の中でジャンケン争奪戦が行われたのも、楽し
い思い出である。なお、チラシは、定形最大封筒に入るように折って送って下さるようお願いしてあり、荷を開けるとそ
のまま封入できるようになっていて、それゆえに毎回 3、4 種類のチラシも封入できたのである。
3．ＳＯＨＯで続けられた 40 年
臼田の産休に関しては上のような作業で切り抜けたが、やはり 2 人だけでは限界があることから、1988 年に事務局メ
ンバーとして小磯千尋に加わってもらった。小磯はインド留学経験も長く、多くの人に愛される明るい性格で、人脈も幅
広い。臼田とは、マルショウ貿易書籍部というインドの書籍を輸入する会社でのアルバイト仲間、松岡とは「大インド映
画祭 1988」で共に事務局で働いた仲、ということから忌憚なく意見が言い合える間柄でもあったため、2 人とも大いに楽
になった。その人脈を駆使した原稿依頼能力は、小磯が関西に引っ越し、さらに金沢星稜大学に就職したのちも発揮され
た。
また、松岡が 20 年間事務職員として勤務した東京外大ＡＡ研を退職し、短期の留学と海外調査をすることなった 1993
年は、編集作業を担ってくれるメンバーを探す必要が生じた。その少し前から、アメリカのインド人に関するエッセーな
どを寄稿してくれていた関口真理は、当時の事務局 3 人にはない新しい視点を持っており、彼女の参加で「インド通信」
にも新たな広がりが出てくるのでは、と考え、加わってもらうことにした。こうして「インド通信」の編集は関口の手に
移り、以来休刊まで、ずっと関口が担うことになる。その間に一時期インド在住となった間も、いろいろ工夫をして編集
を続けてくれたお陰で、「インド通信」は 40 年間、1 号も欠けることなく発行が続いたのである。
こうして、40 年の後半部分にあたる 25 年間は事務局 4 人体制となったが、幸いその頃からメール等 SNS が急速な発
展を遂げ、それぞれの自宅での作業がさらにやりやすくなった。各人とも大学の授業やその他の仕事、子育てや親の介護
等々を抱えながらの大変な日々の中で、うまく時間をやりくりして「インド通信」のルーティン・ワークをこなしていっ
たのだが、それにはそれぞれの家人の協力もあった。また、松岡が腸閉塞のため香港で緊急入院・手術した以外は、誰も
大病をしなかったことも幸運だった。ＳＯＨＯ（スモール・オフィス、ホーム・オフィス）を地で行く、「インド通信」
の 40 年だった。
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4．休刊への歩み
休刊を言い出したのは、発送作業場所を提供していた松岡である。38 年半、463 回に及ぶ発送作業はすべて松岡の自宅
で行われ、松岡は 1993 年の数ヶ月とその後の 3 回を除き、常に最終土曜日は在宅するようスケジュールを調整して対応
していた。吉祥寺から離婚によって溝の口のマンションに引っ越す際も、「インド通信」の発送作業ができるスペース確
保をマンション探しの条件にしたのだが、いざ引っ越してみると、普段はそのスペースを居間と書斎とに使わざるを得な
かった。そのため毎月最終土曜日になると、家具を移動させて発送作業のスペースを作る、ということを繰り返すことに
なる。
大きな家具は少ないが、ファイルケースやその上のファイル立てなど全部入れると、毎回大小約 30 の家具を移動させ
ることになり、ちょっとしたミニ引っ越しである。これが、65 歳を過ぎると、体に応えるようになって来たのである。
また、忙しい仕事の最中でも、最終土曜日が来るととりあえずそれを片付けて、すべてを移動させなければならない。
あの時の資料はどこに入れた？等々、家具をすべて元に戻して作業を再開しても、すぐに仕事ができるわけではなく、
「イ
ンド通信」の作業がだんだん重荷になってきた。こうして悲鳴を上げるような形で、2015 年、メンバー全員に”3 年後の
休刊”を提案したのであった。
せめて 500 号までは、とかいろいろ考えたのだが、会員数が減少していることも紙媒体の使命は終わったのでは、と思
わせ、提案を後押しした。2010 年以降の会員数の推移は年表の下に書いたが、500 名を切れば存在する意義もなくなるの
では、と密かに思っていたこともあって、それが目前となった 2015 年に休刊を提案したのだが、やはり予想通りになっ
た。
以後は、関口が以前から設けてくれていた「インド通信」のＨＰが存続する。他の 3 名はタッチせず、関口のみの運営
となるが、催し物ガイド等一番必要とされる部分は残るので、利用者は多いと思う。アドレスは次の通りである。
http://indotsushin.la.coocan.jp/india.htm
この 40 年間、「インド通信」が果たした役割は何だったのか。一つには、インド文化諸方面に関する優れた書き手を
発掘したことだ。連載「インドの植物」が本にまとまった西岡直樹氏を筆頭に、様々な書き手が「インド通信」から飛躍
していった。また、研究者の方が一般向けのエッセーを発表する場にな
るなど、学会に対しても一定程度の役割を果たしたと思う。二つ目は、
インド研究者と一般の人との間をつないだことだ。もともと、インド研
究者にはオープンマインドな方が多かったが、「インド通信」の存在が
双方に互いの存在を認識させ、尊敬の念を抱き合う媒介となったのでは
ないかと自負している。そして最後に、インド文化に関する諸活動を陰
で支えたことだ。情報の掲載とチラシの配布は、大きな役割を果たした
と思う。
ネット時代となり、「インド通信」のような媒体は 2 度と登場しない
と思われる。だが、その時々で、また我々のような出しゃばりというか
何かやろうとする人々が登場し、
新たな媒体を構築していくことだろう。
それを楽しみにしている。
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＜FM 東京出演時（1998 年 11 月）。前列左から小磯、
臼田、関口、後列左から番組パーソナリティ 中美登
里さん、松岡、番組スタッフ 2 名。＞

「インド通信」40年の歩み
年・月

「インド通信」の歩み

1976.12
1977
1978
1978,10

臼田と松岡がインド文化交流
センター設立

1978.11

「インド通信」創刊(手書き/
謄写版印刷/B4判２つ折ホッ
チキス止め/６～12ページ
年会費600円
(以後３回改訂､現2000円)
<巻頭特集>日本におけるインド
～研究会、研究誌、インド料理
店、インド音楽･インド舞踊教
室、語学講座等の紹介
第１号～第12号

1978,11
～

1979.10
～

＜ぐるりインド亜大陸＞
第13号～第36号

事務局個々人の動向など

臼田わか子と松岡環がカルカッタ
第２次インディラー･ガー
（現コルカタ）で出会う
ンディー政権末期
臼田が帰国し、松岡の勤務する東京 1977 会議派政権倒れ
外大AA研でアルバイト開始
ジャナタ党政権に
シャンタ･ラオ公演、チケット割引
のため２人で希望者取りまとめ
臼田～代表として組織の住所を置
く。会計担当（仕事は自宅で）
松岡～編集担当（仕事は自宅で）
企画や取材は2人で行う
AA研に紙を持ち込み印刷

↑｢読売(夕)｣1982.1.16で紹介､会
員増加
↑創刊号より
＠北区赤羽の松岡のアパート
1980 ガーンディー政権
復活

第18号より発送作業開始

←
５周年特集
号
浅野哲哉
イラスト集
「インドつ
まみ喰い」

1980.4
1980.6

1981.11
～
1983.11
～

インド関係の主な出来事

第20号より手書き原稿を印
刷所に発注して印刷
＜インド亜大陸何でも講座＞
第37号～第60号
＜旅するインド亜大陸＞
第61号～第84号

＠武蔵野市吉祥寺の松岡の自宅

1981 スズキ自動車のイ
ンド進出

1983 第1回インド祭り
（増上寺）
1983 インド映画祭
（第1回）

発送作業の場所が変更
1984 インディラー･ガ
ーンディー首相暗殺

1983.11
1985.11
～

＜インドとの出会い～私の場
合＞第85号～第120号

←発送作業にはインド人の
参加者も(1994年)
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年・月

「インド通信」の歩み

1988.6 西岡直樹「インド花綴り」
出版（木犀社）
1988.11
～

＜インドへのアプローチ：
初めに言葉ありき＞
第121号～第144号／
第141号より全面活字化

1988.11

小磯千尋が事務局に参加
（渉外担当）

1990.11
～

＜私の､これがインドNo.1＞
第145号～第168号

1992.11
～
1992.12

＜インド情報 発信ステーシ
ョン＞第169号～第180号

1993.1
1993.3
1993.11
～
1994.6

1995.11
～

2000.8
2007
2015.10

関口真理が事務局に参加
編集担当が関口に交替

事務局個々人の動向など

連載記事「インドの植物」の書籍化 1988 インド祭
大インド映画祭

1991 インド経済の自由
化始まる

松岡が東京外大AA研退職
松岡の香港留学及びアジア映画調査
（1993.1～4、7～９月）
1993 第1回ナマステ・
インディア

＜わたしのインド研究室＞
第169号～第204号

←事務局４人執筆＋過去
の掲載記事を採録

「インドがやがや通信」出版
（トラベル・ジャーナル）
＜GAZETTEER OF
SOUTH ASIA＞
第205号～（継続中）

＠川崎市溝の口松岡のマンション
小磯が関西に転居

1998 『ムトゥ 踊るマ
ハラジャ』ヒット

発送作業の場所が変更
2013 『きっと、うまく
いく』ヒット

３年後休刊を決定
小磯が金沢星陵大に赴任

201４ ナレーンドラ
・モーディー政権

←発送作業の合間のティータイム

2016 高額ルピー紙幣
２種を突然廃止

201６

（2017年12月）

2018.10

インド関係の主な出来事

2017 『バーフバリ』２
部作ヒット

休刊

［会員数推移］（記録があるもののみ。2010年以降はサンプル月を11月とした）
1999.1

916名

2010.11 756名 9 2013.11 688名

2016.11 513名

2011.11 728名

2014.11 641名

2017.11 481名

2012.11 712名

2015.11 565名

2018.9休刊 464名

3. インドでの日本のおもてなしサポート奮闘記
Omotenashi in India
ヒロハマ・インディア社長 本多康二郎 個人会員
私が初めてインド事業に関わりを持ったのは、2006 年にジェトロが開催したビジネス視察ツアーがきっかけで
した。その後インドの様子を知るにつれて、当社が目指す事業以外にも未開拓な分野が多い、いわば「ビジネス
の宝の山」といえるインド市場に興味を持ち始め、2007 年から市場調査に 6 カ月の期間をかけ、2008 年に全く
畑違いである日本食レストランを起業しました。
市場調査の期間中はグループ会社である㈱ヒロハマ本業の、産業用の缶の蓋のマーケティングを主な目的とし
ましたが、実際にインドで生活及びビジネス活動を始めたのはいいものの、日本とインドの生活や商習慣の違い
から、市場調査に費やす時間よりもインドでの生活とビジネス環境のセットアップに時間をとられてしまいまし
た。インド在留邦人の皆さんは、仕事を始める以前の問題、つまり生活そのものの大変さ、不便さが当時日系企
業の進出が遅れている一つの要因ではないかと考え、そこにビジネスチャンスを見出しました。
当初は、現在弊社が提供しているような民間のレンタルオフィスもビジネスホテルもなく、ビジネスをする上
でのインフラが乏しいと感じました。そこでインドでの生活とビジネスのインフラを整え、日系企業のインド進
出に貢献する事を会社の目的に掲げ Hirohama India Pvt. Ltd.を 2008 年に設立しました。
起業する際は、独資で起業するか合弁で起業するかを決めなければなりません。市場調査の段階でインドビジ
ネスは人脈社会で成り立っていることを痛烈に感じていました。そこで、当初ジェトロのセミナーで知りあった
日系企業とも取引のあるムンバイで合成ゴムの商社を営む家族と親交を
深め 25％出資してもらい、合弁企業としてスタートしました。彼らをパ
ートナーに選んだ理由としては、事業コンセプトを共有できたという事
はもちろんですが、
インドの有力な商業集団のマルワリである事でした。
彼らは非常にコスト意識が高くロジックを大切にし、インドで良く聞く
“No Problem”
というフレーズも彼らからは聞いたことがありません。
外資系がフォローしなければならない法律などは、しっかりコストを掛
けてでも専門家の意見を取ってから進めて行くという姿勢に好感を持ち
ました。
今でも合弁企業で始めた判断は間違っていなかったと感じます。
特に、パートナーが持っている人脈を大いに利用させてもらい、法務、
人事等インドでは所詮外国人である私一人では難しい問題の解決の手助

＜インド人パートナーと＞

けをしてもらいっています。
会社設立後、最初に始めた事業はレンタルオフィスです。当初、インドの貸事務所はコンクリート打ちっぱな
しの状況で貸し出される物件が多く内装を自前で行うため、
オフィスのセットアップに3カ月以上かかりました。
その無駄な時間とコストを削減できないか考え、日系企業向けにデリー近郊のグルガオンでパソコン一つあれば
すぐに事業を開始できる、レンタルオフィスを開業しました。レンタルオフィスとして改装した物件は、パート
ナーが親交のあったオーナーの持ち物であり、家賃変動や強制退去が横行するインドでは良い物件オーナーに巡
り会うことができました。現在 22 部屋で、稼働率は 7 割程度ですが、過去に事業のセットアップ拠点としてご
利用頂いた企業様を含め 100 社を超える多くの日系企業にご利用頂いてきております。
次いでレンタルオフィスのお客様から、安心して使えるレンタカーのサービスのご要望を頂いたのがきっかけ
で、外部のレンタカー会社と提携をしてサービスを始めました。しかし、車両管理、ドライバーの教育に問題が
あったことから、独自でドライバーの徹底した教育を実施するとともに、全車両に GPS を取り付け車両の管理
を行い、現在サービスの提供をしています。
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次ぎに取り掛かった事業は宿泊施設です。当初は日本人が快
適に泊まれるホテルは 5 スターランクのホテルしかなく、ビジ
ネスホテル感覚で泊まれる宿泊施設がありませんでした。そこ
で、グルガオンにて先ずゲストハウスの運営を行い、次にサー
ビスアパートを一から建築、運営を行っています。また、2007
年当時ジェトロとラジャスタン州の政府産業公社（RIICO）が
覚書を結び、ニムラナにて日系の工業団地の開発を進めており
ました。現在は 50 社の日系企業がニムラナの工業団地内で操
業しています。しかし、周りに日本人が住める住居施設が皆無
でした。そこで、ニムラナの物件を日本人が住めるようなレベ
ルまでリノベーションをし、サービスアパートとしての提供を

＜ニムラナのホテル＞

始めました。物件自体に電気系統等の問題もあり、建物の老朽化が進み始めたこともあり、自前でニムラナに土
地を購入。日本食のレストラン、大浴場の施設、ジム、ゴルフシュミレーター、カラオケ、麻雀ルーム等の娯楽
施設を併設する長期滞在型ホテルの建設を一から進めました。サービス開始当初よりご好評を頂き 4 年が経過し
た現在でも、稼働率 99％をキープしています。
＜レストラン「くふ楽 Kuuraku」＞
2008 年当時、デリー、グルガオンに日本食レストランは 4 軒
しかなく、専門性のあるお店が少ない状況でした。日本でフラン
チャイズ展開をしていて、料理だけではなくお店の雰囲気や接客
等、よりエンターテイメント性のあるブランドを誘致できないか
検討をしておりました。ちょうどニムラナの工業団地にホテルを
建築するタイミングで日本の㈱Kuuraku Group とご縁を頂き、
Kuuraku India Pvt. Ltd.をKuuraku Group と共同出資し設立し
ました。先ずはニムラナのホテルにテナントを構え人材のトレー
ニング等を重ね、2014 年にグルガオンに本店を設立しました。そ

＜くふ楽 4 周年、現地スタッフと＞

の後チェンナイにも日本式居酒屋業態の「Kuuraku」として進出
し、またチェンナイではベジタリアンのインド人の方が多いという事もあり、ベジタリアン向けの料理を開発し
やすいイタリアン業態である「Piccante」もオープンし、多くのローカルのお客様にご利用頂いています。2017
年にはフランチャイズ展開がしやすい業態として、インド全土に多数存在するショッピングモールのフード内で
運営ができる日本のラーメンとカレーを主力とした店舗を開発しました。一号店をデリー空港近郊で急速に開発
が進んでいるエアロシティーに直営店を出店し、現在フランチャイザーを募集しており、2022 年までに 50 店舗
をインド全土に展開する計画です。
多店舗展開する上で必要不可欠になって来るのが食材の供給と人材の育
成、確保です。店舗数が増えるにつれて、コスト管理とラーメンのスープ
等の各店舗での味のブレをなくすため、セントラルキッチンを設け各店舗
に供給しています。インド市場では、きちんと衛生管理されている精肉加
工場がなく、レバー等の希少部位を扱う弊社のレストランにとって安心安
全な食材の確保は大きな課題です。
そこで、
別会社Japanese Standard Pvt.
Ltd.を設立し、HIDA（現 AOTS）の専門家派遣のプログラムを利用し、
クラス 10,000 のクリーンルームを備える食品加工場をデリー近郊に設立
しました。精肉、マヨネーズ等の調味料、製麺等を自社のレストランへ供
給し、他のホテル、レストラン、ネット販売等で安心安全な食材を各地に
＜食品加工クリーンルーム＞

も提供しております。食品加工場でも使う次亜殺菌水を現地で製造し、病

院や他の食品加工場及び各家庭に販売をし、インドの衛生管理状況を日本の技術、ノウハウで改善していく事に
も尽力しています。
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次に人材の育成及び確保ですが、すべてのポジションに作業項目を 100 程度に細分化した評価表を作成し、細
分化した作業が出来るかできないかで加点し、獲得した点数によりポジションをランク分け、その付与されたラ
ンクによって給与額が決まる制度を導入しています。仕事が出来るようになれば給与が上がることに直結する事
を可視化させ、スタッフにモチベーションを持って働いてもらい離職率を下げる事に注力しています。人材を確
保するため、ネパールにも法人を設立し、実店舗を設けトレーニングされた人材をインドに派遣できるようなシ
ステムを整えています。
＜インドで事業を行うには＞
2008 年に法人を設立した後、全てが決して順風満帆であったわけで
はありません。特にニムラナ工業団地に土地を購入しホテルを建築し
た際には、完成が 6 か月遅れ、更に当初の予算よりも 20％オーバーし
資金繰りに奔走した事もありました。又設立当初はパートナーやスタ
ッフとの価値観の違いから衝突する事も多々ありましたが、現在はイ
ンドでビジネスする上で、インド側の価値観をなるべく尊重するよう
にしています。
インドで起業し利益が出せる会社として運営して行く事は、ポイン

＜ラジャスタン州首相と工業団地開発署名式＞

トを押さえれば決して難しい事ではないと思います。合弁会社であれば市場調査の段階で時間をかけてパートナ
ー選びを行い、またインドの組織は完全なトップダウンで意思決定されるので、会社の代表者が動き、パートナ
ー候補や取引先候補に会いに行く事が、事業をスピーディーに進めていく上で重要なことであると思います。設
立時にはインドは金利が高い事もあり、資本金の額は多めに余裕を持って設定し、余剰分は銀行に預け金利分で
初期の事業コストを賄うという事も有効です。又役員にインド居住者 1 名が必要であるという事も合弁会社をお
勧めする一つの要因でもあります。合弁企業の場合、コストと時間をかけてでも後々問題にならないように合弁
契約書をしっかり結んで行く事が重要です。運営して行く上では、インド人との価値観の違いをしっかり認識し
ていく事が大変重要であると思います。
2016 年にインドを拠点にスリランカに法人を設立、2018 年にはネパールに法人を設立し南アジアの人材、食
材を活かしながらネットワークを広げ、今後は中東のマーケットに人材、食材、レストランビジネスを展開して
行く所存です。

4. インドニュース(2018 年 10 月)
News from India
1. 内政
【選挙管理委員会】
10月6日：印選挙管理委員会は、チャッティースガル州、マディヤ・プラデシュ州、ミゾラム州、ラジャスタン州、テランガ
ナ州での州議会選挙の日程を発表した。
メモ：州議会選挙日程
（チャッティースガル州（全90議席））
投票日 （第1フェーズ）11月12日（月）、（第2フェーズ）11月20日（火）、開票日 （両フェーズ） 12月11日（火）
（マディヤ・プラデシュ州（全230議席）及びミゾラム州（全40議席））
投票日

11月28日（水）、開票日

12月11日（火）

（ラジャスタン州（全200議席）及びテランガナ州（全119議席））
投票日

12月 7日（金）、開票日

12月11日（火）

【連邦政府／連邦議会】
10月15日：複数の女性ジャーナリストの告発により、ジャーナリスト時代のセクハラ疑惑を受けていたアクバル外務担当閣外
相は、女性記者1名に対し、名誉毀損を禁じる刑法に反しているとしてデリー下級裁判所に訴状を提出した。17日、同閣外相
は個人として法廷の場で正義を追求するとして辞任を表明した。

12

10月21日：各報道機関は、中央捜査局（ＣＢＩ）が15日にアスターナーＣＢＩ特別長官（ＣＢＩの次席ポスト）を2017年の収
賄容疑でＦＩＲ（注）を登録したと報じた。22日、モディ首相はヴァルマＣＢＩ長官及びアスターナーＣＢＩ特別長官を審問
した。23日、政府は2名を退任させ、ラオ局長を臨時長官として任命した。24日、ヴァルマ長官は、この処置が違法であると
して最高裁に訴状を提出した。
（注：インドでは、捜査機関はＦＩＲ（First Information Report）を作成・登録しなければ、捜査を開始することができない。）
10月21日：モディ首相は、1943年にネタジ・スバス・チャンドラ・ボースによって設立された「自由インド仮政府」の75周年
記念式典に出席し演説をおこなった。

2. 経済
【ガソリン及び軽油に係る基本物品税率の引下げ】
10月4日：印財務省は、ガソリン及び軽油に係る中央政府分の基本物品税率を1リットル当たり1．50ルピー引き下げる旨の通
達に加え、国営石油販売会社に対して販売価格の1ルピー切下げを依頼し、1リットル当たり計2．5ルピーの切下げを公表。更
に印政府は州政府に対して州政府分のガソリン及び軽油に係る物品税の引下げを要請した。

3. 外交
【第1回ＩＳＡ（国際太陽光同盟）総会】
10月2日：第1回ＩＳＡ総会がデリーで実施され、モディ首相が演説を行った。
【国連】
10 月 1 日－4 日：グテーレス国連事務総長が訪印し、モディ首相を表敬したほか、スワラージ外相と会談した
【印露関係】
10月4日－5日：プーチン露大統領が訪印し、モディ首相と会談したほか、印露間で合意文書の交換及び共同声明が発出された。
また、プーチン露大統領はコヴィンド大統領と会談した。
メモ：印露共同声明
昨年6月のモディ首相訪露の際に外交関係70周年を祝して発出された包括的な共同宣言より更に長い68パラグラフに及ぶ声明。
5月のソチでの非公式首脳会談の意義を含め、最近の印露関係の緊密さを強調。
【印タジキスタン関係】
10月11日－12日：スワラージ外相はタジキスタンを訪問し、
ドゥシャンベで実施された第17回ＳＣＯ首相会合に参加したほか、
サイドラインでアブドッラー・アフガニスタン行政長官と会談した。また、スワラージ外相は、ムフリッディン・タジキスタ
ン外務大臣と会談したほか、インド人コミュニティーに対して演説を行った。
【印仏関係】
10 月 11 日－12 日：シタラマン国防相は訪仏し、パルリ仏軍事大臣と会談したほか、フィリップ仏首相を表敬した。
【印スリランカ関係】
10 月 17 日：シリセーナ・スリランカ大統領はモディ首相に架電し、シリセーナ大統領及びスリランカ前国防次官の暗殺計画
疑惑について、インドが何らかの形で関与していると自分（シリセーナ大統領）が示唆している、という一部報道を断固とし
て否定する旨述べた
10月18日－20日：ウィクラマシンハ・スリランカ首相がインドを公式訪問し、モディ首相と代表団協議を行ったほか、スワラ
ージ外相等からの表敬を受けた。
メモ：印外務省発表プレスリリース（一部抜粋）
○今次訪問は、最高レベルでのスリランカ政府との継続的な対話（engagement）の一環である。
○この多面的なパートナーシップは最高レベルでの緊密な関係、貿易・投資の促進、広範な開発協力、教育・健康・インフラ、
連結性、能力構築、人的交流の拡大に関する分野の連携強化を特徴としている。
○両首脳は、二国間関係のあらゆる分野と歴史的に緊密で友好な関係を一層深化させるための手段について議論した。両首脳
は地域とグローバル課題について意見交換を行った。
○また、両首脳は、2017年4月と11月のスリランカ首相の訪印、同年5月の国際ウェサック・デー期間中のモディ首相訪スリ
ランカ及び2018年3月の国際太陽光同盟会議参加のためのスリランカ大統領の訪印等、最近のハイレベルでの意見交換で合意
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した様々な分野の履行の進捗状況についても議論した。
【印ブータン関係】
10月19日：印首相府は、モディ首相が、前日（18日）に実施された第3回ブータン下院総選挙で勝利したロティ・ツェリン・
ブータン協同党（ＤＮＴ：Druk Nyamrup Tshogpa）党首と電話会談を行った。モディ首相は、ブータン国民と政府の優先事
項と関心に基づき社会と経済の変化を国家目標とするブータン新政権に対し、インドは確固たるコミットメントをしていくと
繰り返し述べ、ツェリンＤＮＴ党首をインドへ招待した。
【印カタール関係】
10月28日－30日：ムハンマド・カタール副首相兼外務大臣からの招待を受け、スワラージ外相はカタールを訪問し、タミーム
首長を表敬したほか、ムハンマド副首相兼外務大臣と代表団協議を行った。また、スワラージ外相はインド人コミュニティー
に対して演説を行った。

4. 日印関係
【日印関係】
10月28日－29日 モディ首相の訪日(今月の注目点）
今月の注目点：モディ首相の訪日（日印首脳会談）

10 月 29 日（月曜日）18 時 10 分から 19 時 20 分まで、安倍総理大臣は、訪日中のインドのモディ首相と日印首脳会談を行ったところ、概要以下
1. 冒頭
安倍総理から、年に一度の相互訪問は日印関係飛躍の原動力、強いインドは日本のためになり、強い日本はインドのためになる、
日印関係は世界で最も可能性を秘めた二国間関係であり、モディ首相と共にその潜在力を全面的に開花させ、地域や世界の平和と
繁栄のため貢献していきたい旨述べた。これに対し、モディ首相から、日本側の歓迎に感動、安倍総理の別荘にお招きいただいた
ことは一生忘れない、強いインドと強い日本はアジアのため、世界のために役割を果たすことができる、歴史ある二国間関係を新
しい分野に広げ、交流を強化したい旨述べた。
2. 安全保障
安倍総理から、閣僚級 2＋2 の立ち上げを歓迎、日印両国で地域の連結性を高めるため、バングラデシュ等における協力案件を
進めていく旨述べると共に、物品役務相互提供協定（ACSA）の正式交渉開始、海洋安全保障に関する海上自衛隊とインド海軍の
協力取決め作成、全軍種間での交流強化、日印宇宙対話の立ち上げ等、着実な協力の進展を歓迎する旨述べた。
モディ首相から、安全保障での協力が進展している、閣僚級 2＋2 の立ち上げや各軍種での協力の進展を評価、今後は海や宇宙
での協力が重要であると述べつつ、ACSA の交渉開始、日印宇宙対話、防衛装備協力に言及した。US－2 については、引き続き
両国で協議をしていくことで一致した。
3. 経済協力、高速鉄道
安倍総理から、高速鉄道では新たな円借款供与等、着実な進展を歓迎、インド在来線の鉄道安全に貢献すべく JICA 技術協力を
実施中、高速鉄道や連結性強化に資するインド北東部での橋梁建設等を含む 7 件の円借款供与を決定した旨述べた。モディ首相か
ら、高速鉄道のプロジェクトの進捗を歓迎、日本側の協力に感謝、円借款を含む ODA をインド国民は高く評価しており、感謝し
ている旨述べた。
4. 経済関係
安倍総理から、日印通貨スワップの合意に言及しつつ、日印デジタル・パートナーシップの下でスタートアップや IT 人材交流
の促進、
「インド長寿化計画」と日本のアジア健康構想の連携、食品加工等の農業分野での協力、新たな日本式ものづくり学校の
開校、特許審査ハイウェイを通じた投資促進、日印エネルギー協力転換プラン合意を含むエネルギー分野での協力等を進めていき
たい旨述べた。モディ首相から、日本企業の投資・進出、メイク・イン・インディアへの貢献を歓迎、IT、エネルギー、保健、農
業分野における日本との協力を重視しており、協力を具体化していきたい旨述べた。原子力協力について、昨年の合意に基づき作
業部会で引き続き議論を進めていくことで一致した。
5. 人的交流
安倍総理から、2020 年の東京五輪に向け、観光、ビジネス、スポーツ、有識者、地方政府、国会議員等の人的交流を抜本的に
拡大したい、来年 1 月からのインド国民に対する更なるビザ緩和を決定、デリーでの日本語教師育成センター立ち上げへの協力に
感謝、日本語普及に向け、引き続きモディ首相の協力を得たい旨述べた。モディ首相から、人的交流の拡大に賛意を示し、査証緩
和を歓迎した。
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6. グローバル課題
（1）太陽に関する国際的な同盟（ISA）
安倍総理から、日本はインドが主導する「太陽に関する国際的な同盟」
（ISA）の枠組協定の受諾を決定、エネルギー転換・脱炭
素化に向けた世界的な取組強化に向けて一層緊密に連携していきたい旨述べた。モディ首相から、日本の枠組協定受諾を歓迎する
旨述べた。
（2）国連改革
両首脳は、安保理改革で具体的進展を得るべく G4 の取組を加速していくことで一致した。
（3）軍縮・不拡散
安倍総理から、日印両国は核兵器のない世界の実現という目標を共有、日本は NPT 普遍化、CTBT 早期発効を重視しており、対
話を続けたい旨述べた。
モディ首相から、核兵器のない世界を目指すことは共通の目標であると述べた。
（4）東アジア地域包括的経済連携（RCEP）
、WTO
安倍総理から、保護主義への懸念が高まる中、自由で開かれたインド太平洋を実現し、RCEP 交渉の年内の実質的な妥結を、イ
ンドを含めた 16 カ国で実現するために、世耕経産大臣とプラブー商工大臣にしっかり取り組んでもらう旨述べた。また、多角的
貿易体制維持・強化のため WTO 改革は重要である旨述べた。 モディ首相から、RCEP でもよく協力していきたい旨述べた。
（5）シップリサイクル
安倍総理から、インドのシップリサイクル条約の早期締結を期待する旨述べた。
【地方日程】
（非公式昼食会）
10 月 28 日、午後 1 時 10 分から約 90 分間、山梨県のホテルマウント富士において、安倍総理大臣は、訪日中のモディ首相との非
公式昼食会を行ったところ、概要は以下のとおり。この昼食会には、日本側から西村康稔内閣官房副長官、谷内正太郎国家安全保
障局長、インド側からアジット・ドバル国家安全保障補佐官、ヴィジャイ・ゴーカレ外務次官他が同席した。
1. 安倍総理大臣とモディ首相は、自由で開かれたインド太平洋の実現に向け、地域情勢や連結性強化のための日・インド協力に
ついて幅広く意見交換を行った
2. 安倍総理から、昨日までの中国訪問について説明すると共に、北朝鮮情勢については、朝鮮半島の非核化に向けて日印で協力
していくことで一致した。また、南アジア情勢についても意見交換を行った。
（非公式夕食会）
安倍総理大臣はモディ首相を自身の別荘に招き、食事をともにしながら、非常に和やかな雰囲気の中で幅広く意見交換を行った。
安倍総理が総理大臣として外国要人を別荘に招くのは今回が初めてで、通訳のみが同席した。
［参考］モディ首相訪日
10 月 27 日～29 日、実務訪問賓客として訪日。2014 年 9 月、2016 年 11 月に続き 3 回目の訪日となる。
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5. イベント紹介
Japan-India Events


光の祭典 ディワリ・イン・ヨコハマ 2018 の開催

2018 年 10 月 13 日（土）と 14 日（日）の 2 日間、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 16 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。去年はあいにくの雨でしたが、今年は関係する皆さんの気
持ちが通じたのか、好天に恵まれ多くのお客さんが来場しました。
最初に、
インド大使館からシャルマ公使、
横浜市からは渡辺副市長、
公益社団法人在日インド商工協会チャンドラニ理事長と比良前理事長
の皆さんによるテープカットが行われました。
会場には、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、昼どきにはレストランに行列ができていました。インドスイーツもなかなかのもので、文字通りインド
を身近に味わうことができました。
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、
特にIndia International
School in Japan の子供たちのダンスも花を添えました。
イベントの最後に行われる「祈り」では、来年の皆さんの幸福を願って灯かりをともしました。
（写真提供：個人会員 櫻井秀武氏）



東京ディワリフェスタ西葛西に「ゼミ」として参加しました！

10 月 27 日(土)に明治学院大学社会学部で地域社会の振興について学
ぶゼミの学生 14 名がボランティアとしてディワリフェスタに参加しま
した。19 回目を迎えた今年は天候にも恵まれ、多くの人が来場し盛り上
がりを見せていました。
私たちは本部でのお客様案内や紅茶、
カレーのお店での販売サポート、
ごみの分別を主に行いました。ごみの収集に際して来場者の方々が分別
にとても協力的でこのお祭りに対する一体感も感じられました。また、
当初は言語の壁などを感じることもありましたが、日印双方が文化を披
露する機会が多く設けられており、インドに対する知識を深めるばかりではなく、日本の文化を再認識する場に
もなりました。最後にデリー・成田間の往復航空券などが当たる毎年恒例となっている抽選会も催され、それを
目当てに来場する方も多く、このお祭りの認知度の高さに驚かされました。今回のディワリフェスタを通じて普
段触れる機会が少ないインド文化に関われる貴重な祭典であると感じました。これからのゼミでの学習のみなら
ず、日印のさらなる発展に寄与していけたらと思います。
（本文・写真：明治学院大学社会学部社会学科 3 年 佐野琴海・竹島花観・吉田雄大）

2018 年度 1 回日印協会会員交流会を開催しました
2018 年 11 月 2 日午後 6 時から、 新宿中村屋 レストラン グランナにて、日印
協会会員交流会を開催致しました。当日は、法人会員・個人会員・非会員含め計
40 名の方にご参加いただき、更にインド大使館からは、ラージ・クマール・スリバ
スタバ首席公使をはじめ 3 名の方々にご出席いただきました。
最初に平林理事長から開会の挨拶があり、スリバスタバ首席公使はスピーチに
おいて先月のモディ首相の訪日に触れ、「これからはアジアの時代である。この
＜左：スピーチをするスリバス
タバ首席公使
時代に不可欠なものは、日本とインドの関係。日印関係の一層の深化には皆様の
右：平林 理事長＞
力が必要である」と述べられました。そして、ディスカバー・インディア・クラブ代表、
ラビンダー・マリク氏の乾杯の発声により歓談に移りました。今回は、新宿中村屋のレストラン グランナをお借りし
ました。洋風の食事もさることながらここでしか食べることのできないインド料理や、中村屋伝統のチキンカリーに
舌鼓を打ちました。いつも楽しみに来ていただいている方、学生の方、インドの文化に興味を持ちインドと日本を
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行き来している方、インドへのご出張が決まった方や、インドでのビジネス
を考えている方、日本でインド人相手のビジネスをされている方、実に
様々な方が、インドに関係の深い皆様と親交を深める目的でご参加いただ
きました。今後も、このようにインドを媒介として、人と人とを結ぶお手伝い
ができればと存じます。
今回参加頂いた皆様はもちろん、残念ながら参加できなかった方も次回
のご参加を心よりお待ち申し上げます。
（写真提供：個人会員 櫻井秀武氏）

＜サールナートにある初転法輪寺の、野生
司光雪が手掛けた仏教壁画の修復計画を報
告した、左から溝渕氏（個人会員）
、インド
大菩薩会事務総長シーワレー氏、生田氏（個
人会員）＞

6. 新刊書紹介
Books Review
『
「ギーター」書簡』ISBN978-4-476-18013-8
著者：ガンディー、訳者：森本達雄、補訂：森本素世子
出版社：
（株）第三文明社（選書 13）
、定価：本体 2,200 円＋税
近現代インド思想・文学分野で多数の研究論文や著書を発表された故・森本達雄先生（名
城大学名誉教授、2016 年 11 月 6 日没）が最晩年に翻訳した、ガンディーが獄中で書いた
「バガバッド・ギータ―書簡集」を、娘・森本素世子さん（東海学園大学心理学部教授、
インド英語文学専攻）が生前の父への思いを込めてまとめられた書です。父への思いは「あ
とがきに代えて」にさらりと記述されているから、その心温まる思いが読者の胸中になお
さら響いてくるように思います。
ガンディーが、ヒンドゥー教の最も重要な聖典の一つであると言われる「ギーター」に
初めどのように出会い、ガンディーが自らの「母」と呼び、行動の「道案内」にした「ギーター」に何を学び考
えたか、ガンディーの原点を知る上で最も重要なこの書簡を森本先生の名訳文と註により日本語で学ぶことが出
来ることは有難いことであります。森本先生の著書・訳書は数知れず、著書に「インド独立史」
、
「ガンディーと
タゴール」
、
「ヒンドゥー教～インドの聖と俗」
、
「ヒンドゥーの世界」
、
「ガンディー『知足』の精神」など、訳書
に「私の非暴力」
（マハトマ・ガンディー）
、
「タゴールの生涯」
「ガンディーの生涯」
（クリシュナ・クリパラーン）
、
「ガンディー：インド独立への道」
（B.R.ナンダ）
、
「ギタンジャリ」
「人間の宗教」
「原典でよむタゴール」
（ラビ
ンドラナート・タゴール）
、
「獄中からの手紙」
（ガンディー）
、論文「天心とインド」などが挙げられますが、長
年日印協会会員でもあった森本先生の著書は（全部ではありませんが）協会ライブラリーでも閲覧可能です。最
後になりましたが、あらためまして故・森本達雄先生のご冥福を心からお祈り申し上げます。
（文責：日印協会参与 宮原豊）

『南インドキッチンの旅』ISBN978-4-908356-04-9
著者：齋藤名穂、出版社：ブルーシープ、価格：本体 2,500 円＋税
「キッチンにこそ、その土地の文化や日常の暮らしの本当の姿がある」
。著者が、タラ
ブックスで本を制作する目的で訪れたインド。そこで、どこか懐かしいのに分からない
ことだらけのキッチンに出会い、この本のアイディアが生まれた。建築家・デザイナー
である齋藤名穂が、
旅人にとって一番遠い空間である家庭のキッチンを訪れ、
描き出す。
訪れるキッチンとその所有者の人となりが、訪問者の目線から優しく語られ、暖かい挿
絵は、その場の空気ともてなしの心を読者に届けてくれる。こうして、日常の様々なキ
ッチンが語られる中から、インドの多様性が見えてくる。各キッチン紹介の最後には、その日のレシピがあり、
実際に料理を楽しむこともでる。遠く離れた 2 つの地を、日常を通して繋いでくれる、そんな本である。表紙は、
南インドで料理のお皿として使われるバナナの葉のテクスチャーを再現している。五感を使い体験する本、南イ
ンドの風を感じる一冊である。

（文責：日印協会 主務 玉岡善美）
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秋の叙勲の受章記
日印協会 理事長 平林博
本年秋の叙勲で、筆者は瑞宝重光章を叙勲されました。
新聞紙上での発表によれば、元駐フランス大使の肩書が使われましたが、これまでの経歴・功績が累
積的に評価された結果です。駐インド大使 4 年 8 か月、日印協会理事長 11 年 6 か月の重みもそれなり
に勘案されたものと推測しますが、筆者の理解では、国家公務員の場合、最後の肩書が最も重視されま
す。その肩書が新聞紙上で発表されるわけです。
11 月 6 日午後、モーニングないし羽織袴姿の受勲者たちは、色留袖ないしロングドレスの夫人たちを
伴って 2 時 35 分までに皇居内の控室に参上し、係からの段取りと注意事項を受けました。午後 3 時か
ら、安倍晋三内閣総理大臣が菅義偉官房長官を従え、
「松風の間」にて、係が呼んだ順席にしたがって順

＜実際に叙勲され
た瑞宝重光章＞

次前に進んだ受勲者に対し、旭日ないし瑞宝重光章の勲記と勲章を授与しました。現在では、旭日勲章
と瑞宝勲章に同じ位であれば差別はなく、原則として前者は民間人や国会議員関係、後者は国家公務員（裁判官を含む）関係
とおおよその対象者が決まっているだけです。したがって、安倍総理の前に進み出る順序も、年齢順であったようですが、旭
日受勲者と瑞宝受勲者が混ざって順不同といった感じでした。
安倍総理と菅官房長官は、事前の説明にはありませんでしたが、新たに勲章を首と胸につけた受勲者と配偶者が居並ぶ控室
まで足を運ばれ、全員にお祝いの挨拶をされて回られました。国会審議などで極めて多忙な総理大臣による丁寧な対応に驚く
とともに、感激しました。その後、全員（配偶者を含む）が主殿である豊明殿に移り、お待ちする中、侍従が先導し、侍従長
が従った形で天皇陛下が御入室になりました。中央の壇上にお立ちになった天皇陛下に対し、最年長の受賞者がお礼の言葉を
述べると、天皇陛下は、全員に祝意を伝えられた後、
「皆様は日本の国、社会、人々のために長年にわたって貢献され、日本の
発展と国際社会との相互理解のために寄与されました。今後とも、体をいたわりながら活躍することを祈ります」との趣旨の
お言葉を述べられました。天皇陛下は、その後整列した受勲者や配偶者たちの前を、ゆっくりとした足取りで、柔和なご表情
で祝意の意をお伝えになりながら、退室されました。その後、受勲者と配偶者は、宮廷を背景にグループに分かれて集合写真
を撮りました。今回の授賞式は、平成天皇による最後の叙勲式であり、受賞者には特別な感慨があったと思います。筆者は、
（国賓に対する正式晩餐会、天皇陛下へのご進講、大使としての信任状奉呈式など）何回か皇居に参上したことがありますが、
いつも感じるのは、厳粛な雰囲気の中でも整然とした正確無比の式次第の進行ぶりです。今回も、宮内庁や内閣賞勲局の皆様
が大勢出向いて受勲者夫妻をテイクケアされましたが、儀礼・儀典の観点から一つのミスもないのが印象的でした。
1989 年 2 月 26 日、故昭和天皇のために雪の降る大喪の礼（於、新宿御苑）が挙行され、164 か国の国王や皇太子、大統領、
首相、外相ほかの閣僚 27 の国際機関の代表たちが参列しましたが、外務省官房総務課長として大喪の礼に携わった筆者は、
皇室と日本政府が分刻みの日程（大喪の礼のみならず、その後の平成天皇との会見など）を正確にこなし、多くの外国代表た
ちを驚嘆させたことに改めて日本人のすばらしさを感じたものでした。インドからは、ヴェンカタラーマン大統領が参列しま
したが、インドは故昭和天皇のために 3 日間の国喪を宣言したことは、各国の中でも例外であり際立っていました（詳細は拙
書「最後の超大国インド」ご参照）
。
なお、我々に先立って 6 日午前、格上の桐花大綬章、旭日及び重光大綬章を授与された方々が、直接天皇陛下から叙勲され
ました。安倍内閣総理大臣の補佐を受けて、天皇陛下が自ら勲記と勲章を授与されますので親授式と称します。この秋の叙勲
では、2 人の日本人の他に、マレイシアの首相に返り咲いた親日家マハティール氏が桐花大綬章を授与されたことが特記され
ます。
今回の叙勲では、
「旭日重光章」に元インド商工会議所連盟会長のオンカ－ル・シン・カンワール氏、
「旭日小綬章」に元ネ
ルー大学教授のマンジュシュリー・チョウハン氏、
「旭日双光章」に元海外産業人材育成協会ケララ同窓会会長のエドガー・モ
リス氏、と 3 人のインド人が受賞されました。カンワール氏は筆者と同等の勲章なので、筆者が参加した叙勲式に外国人叙勲
者の一人として参加していました。控室において見かけた同氏（シーク教徒独特のターバンをしていたのですぐにわかりまし
た）に対し、筆者は祝意をお伝えしておきました。ほかの 2 氏については、それぞれの推薦にあたった在インド日本大使館、
在チェンナイ日本総領事館にて、いずれ授与式が開催されるでしょう。
最後に、昨年の「月刊インド」4 月号で報告しましたが、日印協会の森喜朗会長は、昨年 5 月、元総理大臣などとしての特
別の功績に鑑み、民間人としては最高の桐花大綬章を授与されたことを付記しておきます。
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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、2018 年 12 月 21 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> インド、グジャラート州に世界最大の像が建設されました！インド初代副首相を務めた「インドの鉄の男」サ
ルダール・ワラッバイ・パテルを模したこの像は、
「Statue of Unity」と呼ばれています。サルダール・ワラッバイ・パテルは、
非暴力不服従を掲げ、ガンディーと共にインド独立を支えた（モディ首相お気に入りの）志士の一人です。この像は、グジャ
ラート州の中心都市アーメダバードから 200 キロ離れた場所に建設され、年間 250 万人の観光客を見込んでいるそうで、この
パテル像のお腹
（153m）
に設けられたヴューイングギャラリーからは壮大な景色を堪能できるそうです。
このプロジェクトは、
モディ首相がグジャラート州知事時代に着手され、建設には約 476 億円がかけられ、グジャラート州が建設費用の半分を捻出
したと言われています。空軍機が像のてっぺんから花を撒いたり、その完成を盛大に祝ってもらったパテル像ですが、現地で
は数千人規模の警察が配備され、ただならぬ状況が続きました。
「ただのブロンズ像に使うお金があるなら、もっとましな用途
があるだろう！」
「このプロジェクトのために政府に巻き上げられた土地の補償を！」というのが、デモ隊（地域の農民や部族
の人々）の言い分ですが、小市民である編集子は「ごもっとも！」と思ってしまいます…とはいえ、それぞれの立場にはそれ
ぞれの言い分があるのでこの辺にしておきましょう。
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さて、今回、編集後記でこのニュースを取り上げたのは、
「この表を読

Statue
of Unity

182m

者の皆様に見てほしかっただけ」という編集子本位の理由があります。
牛久大仏
日本

左の表をご覧ください。パテル氏の凄さが一目瞭然です！（日本の牛久

120m

大仏も驚きですが）

自由の女神像
アメリカ

120

追記：マハラシュトラ州では、現在、190m のシヴァジ王の像が建設中だ

93m
コルコバード
のキリスト像
ブラジル

80

そうです。あと数年でパテル氏は世界第 2 位になるわけですね！
(玉岡 善美)

38m

40

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。

0m

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

学生

１口(4,000 円)から

一般法人会員

１口(100,000 円)から

特別法人会員

１口(150, 000 円)から

☆入会金

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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