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2016年度第 2回日印協会会員交流会を開催しました。 

日時: 2017年 2月 3日午後 6時～8時 

場所: マハラジャ 丸の内店 

当日は、会員・非会員含め計 59 名の方にご参加いただき、

更にインド大使館からチノイ大使をはじめ 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、｢本日は多くの会員に参集いた

だいたことに感謝。大いに交流を深めていただきたい｣と挨

拶。平林理事長の乾杯の発声により、懇談に移りました。チ

ノイ大使も公務でお忙しい中、交流会開始の 30 分後に会

場に到着されました。チノイ大使は、「日印協会は大変歴史

のある団体で、日印交流においては最も重要な団体の一

つです。そんな日印協会を支援されている皆様にお会い

できることは光栄であり、今後とも、日印の大切な架け橋と

なってほしい」と述べられました。 

法人会員、個人会員に加え、今回は非会員の方にも沢山ご出席いただき、

皆様には色とりどりのインド料理に舌鼓を打ちながら、新たな交流を楽しんで

いただきました。 

交流会中盤にお越し下さったチノイ大使は、スピーチの後、参加者の皆様

と料理を召し上がりながら、談笑を楽しまれました。 

余談ですが、交流会の前に別の展覧会レセプションに参加されたチノイ大

使、その時のネームカードをお持ちになっていらしたのですが、こちらが大使

を前にネームカードの用意にあたふたしているのを見て、「このネームカード

で僕は十分だよ（ニコッ）」とされたのを拝見し、大使の飾らないお人柄を垣間

見た気が致しました。 

2017 年度最初の会員交流会は、今年の中ごろに開催予定です。今回ご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。 

今回、学生会員の出席は飯塚渚さん（法政大学）のみでしたが、インドへの強い情熱を持つ彼女に、インドと

の関わりにおいて夢を少し語って頂き、交流会についての感想も頂戴しましたので、次頁でご紹介します。 

（本文中写真提供：個人会員 櫻井秀武氏） 

  

1.日印協会会員交流会 

Member’s Gathering 
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～日印協会主催の交流会に参加して～ 

「日本式交通インフラの海外輸出に携り、日本のインフラ産業を元気にしたい！」 

法政大学 法学部国際政治学科 3年 飯塚 渚 

私は2016年夏から日印協会の個人会員になりました。交流パーティーには、

今回はじめて参加しました。会員の方々は年齢層も幅広く、活躍されている分

野も多岐にわたっているため、どの方とお話をしても内容が刺激的で、有意義

な時間を過ごすことができました。 

私は、国際開発協力のゼミに所属しており、アジアの開発途上国に対する日

本の ODA（政府開発援助）を勉強しています。将来は、「日本式交通インフラ

の海外輸出に携り、日本のインフラ産業を元気にしたい！」と考え、開発コン

サルティング会社に就職したいと考えています。そして、この夢の実現のため

のステップとして、今年の 4 月よりインド・グルガオンに 10 ヶ月間インター

ンへ行くことになりました。そして私の日印協会との関係も、このことがきっかけに始まりました。私がイ

ンドへ興味を持つようになるのは、大学 2 年（2015 年）の夏にゼミの海外研修で 3 週間インドに行ったと

きのことです。30 社ほどの日系企業を訪問しお話を伺ったのですが、特に交通インフラの未整備のために、

ほとんどの企業が現地で苦戦しているという印象を受けました。そんな実態を目の当たりにし、とてつもな

い「使命感」に駆られ、インドの交通インフラ整備に携り日本企業がビジネスで利益を出すための礎をつく

りたいという強い思いを抱きました。帰国してからは、自分なりに勉強したり、自ら交通インフラの仕事に

関わる方々にお会いし、知見を広げました。そして、日本国内で道路やトンネルづくりに携る父親から話を

聞く中で、日本のインフラ産業が生き残って行くためには、海外輸出が必要不可欠だという事実を知りまし

た。現在、日本政府もインフラの海外輸出を促進していますが、厳しい状態にあります。そこで、私は将来、

開発コンサルティング会社の立場で、受注額を増やすことに少しでも貢献したいと思いました。インドは、

日本による交通プロジェクトがハードからソフトまで多岐にわたります。日本式交通インフラ輸出の成功事

例国となりうる国です。しかし、現在学生である自分には、インドで仕事をしていく知識と能力がありませ

ん。しかし、実際に現地へ赴き、長期間勉強することで、自身の知見と視野を広げることができます。加え

て、生活環境・対人関係が他の国よりも過酷であり、逆境下における問題解決能力を身につけることができ

るのではないかと考えています。帰国後は、インドで感じたことと問題意識の成果を積極的に発信していき

たいと思います。日本の未来を担う学生として、そしてまわりのインド人に埋もれてしまわないような日本

人女性として、10 ヶ月間精進してまいります。私は数少ない学生会員の１人として、日印協会の中に「新た

な風を吹かせる」とともに、若い世代間の人的交流を促進させる役割を担いたいと考えております。 

今後とも、どうぞよろしくお願い致します。                     （本文中写真提供：個人会員 飯塚 渚さん） 
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写真：故 櫻内義雄 元会長 
（出典：月刊インド 1982年 1月号） 

鹿子木 謙吉（日印協会元常務理事 現在同顧問） 

1. 櫻内義雄会長と日印協会創立 80周年記念事業 

1977 年 5 月 26 日の協会理事会は麻布の一万田会長邸で行われた。第 5 代一万田会長は健康上の理由から

辞意を表明され、櫻内義雄氏が第 6 代会長に就任された。櫻内新会長は三角専務理事の進言を受け入れ、こ

れまでの文化担当理事 田辺秀雄氏（東洋音楽学会副会長）、榊原帰逸氏（榊原舞踊

学園校長）、田中於菟弥 早稲田大学教授（インド文学）に加え、1980 年 3 月に荒

松雄 東京大学教授（インド中世史）、土井久弥 東京外国語大学教授（ヒンディー語）

が就任され、更に永井信一 女子美術大学教授（東・西洋美術史）、山辺知行 多摩美

術大學教授（前東京国立博物館染織室長）、柳宗玄 お茶の水大学教授（美術・民芸）

に文化担当理事に就任いただいた。この理事会において筆者も事務局理事に任命さ

れ、会報『月刊インド』の編集の他、講演会や催事、旅行の企画を行い、時には団

長の補佐役として同行した。こうした文化催事やインド旅行の実施により協会の活

動に関心を寄せる方が増え、個人会員は 80 年代後半には 400 名を超えたが、これ

には後述の日印協会創立 80 周年記念事業や’88 年の『大インド祭』が貢献したと考えられる。 

 櫻内会長は、1982 年新年のご挨拶の中で、「今年は協会の創立 80 周年に当るので、各種の記念行事を計

画している」と表明。「私は（1981 年）11 月 30 日外務大臣に就任致しましたが、日印間の相互理解を深め、

交流親善の事業を進める為、従前以上の熱意を以って当たりたい所存ですので、会員各位のご指導ご鞭撻を

重ねてお願いします」と述べられ、日印協会創立 80 周年記念事業に対する並々ならぬ熱意を示した。事業

計画の骨子は次の通り。①日本文化芸能の紹介。②全インド 30 余箇所に組織された印日協会活動を支援す

るため、首都ニューデリーに各地の印日協会の代表を集め、櫻内会長を中心に交流推進の会議を開き、各地

協会所在地へ日印交流支援グループを派遣し、日本紹介の行事（映画、スライドの会、写真展等）を実施す

る。③「日本小展示会」を 8～9 月にデリーとボンベイ 2 都市で各々10 日間開催する。④ 年度内に日印協

会創立 80 周年記念パーティーを行い、これまで日印文化、経済、政治の交流に携わってこられた日印関係

功労者の表彰と『日印関係 80 年の歩み』の出版を行う。櫻内会長の訪印は外務大臣としての日程、特に国

会会期延長などの理由から親善旅行団の訪印と合わせることが出来

なくなり、またこの事業に対する募金活動は目標の 1000 万円を下

回ったため、事業計画の見直しを迫られた。その結果、事業計画①

は、日印親善舞踊団（団長・榊原舞踊学校校長）として榊原舞踊団

団員 28 名が訪印、デリーとムンバイで公演した。訪印団には三角

専務理事が同行し、団員一行と共にインディラ・ガンディー首相を

表敬した。櫻内会長もニューデリー入りし、日印外相定期会議に

出席した後、ザイール・シン大統領を表敬訪問された。 

 計画②の印日協会の幹部の方との面談は延期され、15年後の1997年に櫻内会長が訪印した際に実現した。

計画③の「日本小展示会」はムンバイで 1982 年 8 月に行われ、雛人形、鯉のぼり、着物、盆栽、ミニ東北

新幹線の模型、ヴィデオカメラ、小型電子楽器などが展示され、折り紙や生け花のデモンストレーション、

着物の着付け教室も行われた。計画④の日印協会創立 80 周年記念パーティーは翌年 1983 年 3 月、憲政記念

館で駐日インド大使 K.P.S.メノン大使閣下をはじめ多くの来賓をお招きして開催された。当事業に貢献され

た日印経済委員会会長 永野重雄氏（協会副会長）、東京舞踊学校校長 榊原帰逸氏（協会理事）、高岡大輔副

2.日印交流の中の私とゆかりの人々（下） 

    Memories of Japan-India Exchanges 

 

  

 

 

 

 

 

写真：ガンディー首相表敬 
（出典：月刊インド 1982年 10月号） 
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会長、ムンバイ印日協会専務理事 G.S.ポエカー氏に感謝状を贈呈した。 

以上の他、ミティラー画を蒐集されておられる長谷川時夫氏の協力を得て、1982 年 10 月に『ミティラー・

アート展』を開催した。引き続き、同じ展示場で『インド紹介写真展』が開催され、沖守弘、三角佐一郎、

大野昌直、風間善次郎、櫻井秀武の写真を展示した。更に、駐日インド大使 K.P.S.メノン閣下をお招きし、

『日印友好の集い』を開催した。インドの民謡、筝曲演奏、シタール演奏、そしてムンバイから来日された

マルティ・パリック女史がインド古典舞踊を披露した。 

日印協会創立 80 周年記念事業の後、日印経済懇話会が発足した。1984 年 1 月に賀来倫二郎 副会長（大

倉商事顧問）から、約半世紀に亘るインドの商人・ビジネスマン、政府高官を相手に商取引をしてきた経験

を話してもらった。若い頃、インド各地の鉱山を歩かれた苦労話から、日印間の貿易の現状、商取引をする

時の心構えなど、貴重な助言と情報を提供された。これを機に、日印経済懇話会を発足させ、第 2 回・日印

経済懇話会では同年 3 月インド大使館経済担当公使 N.K.シン氏をお招きして、インド経済と対印投資環境に

ついて講演いただき、懇話会は 2001 年 10 月まで 92 回続いた。 

 

2. 大インド祭を開催 

櫻内会長は 1985 年 8 月に訪印し、ラジブ・ガンディー首

相と会見、中曽根首相からラジブ・ガンディー首相の訪日を

要請する親書を手渡した。グジャラート印日友好協会の創立

10 周年記念式典に出席し、ボンベイを訪問。ボンベイでは現

地印日協会会長ラルジ・メロトラ氏、G.S.ポエカー専務理事

と会談、その際にグジャラート印日友好協会会長のムケシュ・

パテル氏も参加し、3 協会との日印交流事業、特に日本での

「インド祭」実施について話し合った。その年の 11 月 28 日

～12 月 1 日、ラジブ・ガンディー首相夫妻が来日し、中曽根首相と会談したが、その中で『インド祭』の日

本での開催についても話し合われたと伝えられている。これら政府首脳の話し合いを契機に、「インド祭」は

86 年を通して検討されていたが、87 年早々に構想が発表された。名誉実行委員長に櫻内義雄会長、実行委

員長に小山五郎氏（日印経済委員会会長）、事務局長に松本洋氏（国際協力推進協会 専務理事）が就任する

事になり、4月にインド祭日本委員会が正式に発足した。 

1988 年 4 月 5 日国立劇場にラジブ・ガンディー首相

ご夫妻をお迎えして開会式が行われ、北は北海道稚内か

ら南は沖縄の与那国まで、全国 34 都市で多彩なイベン

トが繰り広げられた。また、子供達の爲の『インド祭・

メラー』が 5 月、上野公園で行われ、インド 4 大舞踊（カ

タック、カタカリ、バラタナーティヤム、マニプリ）、イ

ンド古典及び民族音楽、インド史劇「マハーバーラタ」、

サンスクリット古典舞踊劇 クリアッタム、大インド映画

祭（23 本のインド映画上映）、「インド宮廷衣装展」、「イ

ンド古代美術展」、「インド部族芸術展」、「インド現代美

術展」、「インド民芸展」、「ヴィスラ―・インド建築展」、「ミティラー民族画展」、「沖守弘写真展」などの展

覧会が各地で開催された。89 年 7 月にインド大使公邸で「ポスト・インド祭を考える」集いが開催され、イ

ンド祭を通じてインドに関心を寄せた方など 150 人が参加、「ポスト・インド祭を考える会」準備会を発足

させた。その後、「日印交流を盛り上げる会」（長谷川時夫氏主宰）により 93 年に「ナマステ・インディア」

（浅草）が始まった。2016 年 9 月に代々木公園で第 24 回ナマステ・インディアが開催された。 

写真：櫻内会長を表敬訪問し、歓談するグジャラート印日協会 
事務局長ムケシュ・パテル氏（右）左端は三角専務理事 

（出典：月刊インド 1985年 3月号） 

写真：インド祭開会式冒頭の灯火式に臨む日印両首脳、 
ラジブ・ガンディー首相（左）、竹下登総理大臣（右） 

（出典：月刊インド 1988年 5月号） 
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3. 様々な分野で日印文化交流が活発に 

個人による日印文化交流は様々な分野で多くの方々により展開された。学術交流を除くと、その頃の牧野

財士氏の活動は群を抜いている。同氏は 1958 年に渡印され、半生を日印文化交流に捧げた。サンチニケタ

ンのタゴール国際大学で日本語の講師として活躍され、『月刊インド』に 「サンチニケタン便り」や「イン

ド便り」を寄稿し、日本からタゴール国際大学に留学した学生や日本政府から短期派遣講師として派遣され

た先生方のお世話をされた。もう一人、戎野政子さんを紹介したい。彼女は 1972 年の日印協会の旅行に参

加した事がきっかけで、以後 1999 年まで独自に渡印すること 20 回、ボランティアで生け花指導をされた。 

 1978 年 3 月の協会個人会員懇親会の席で田村達馬氏より会員有志による、インド・ガイドブック出版が

提案された。仏像研究家の高橋秀夫氏（当時文化庁に依頼され日本の仏像を鑑定する仕事に従事）はじめ 10

名が賛同してインド文化研究サークルがスタート。高橋秀夫会長、田村達馬事務局長、水上治恵氏を会計担

当、小生が協会との連絡役と言う役割分担を決め「インドの魅力を発掘する会」が発足、英文名を Discover 

India Club（略称を DIC）とした。例会には、大倉商事の山内利男氏を招き、インドの神々のお話をいただ

いた。山内氏はヒンドゥーの神像の収集家としても知られていた方で、日本に渡来したインドの神々が日本

に取り入れられ、どのような仏像になったかチャートを作成した。1986 年 1 月に DIC は新会長に大野昌直

氏、副会長に今西創一郎氏が就任。大野氏は初・中等教育に従事され、趣味は写真で「インドに学ぶ・イン

ドで学ぶ」をモットーに日本の若い人達にインドに旅行することを推奨された。1983 年今西氏の指導でイン

ド関係書籍リスト『キターブ』（第 1 刷目 660 冊収録）を発刊、2003 年 10 月 26 日第 9 刷目は 3255 冊を収

録している。 

ところで、89 年 1 月の昭和天皇崩御に際して、インド政府は 3 日間（１月 7 日～9 日）喪に服すことを宣

言し、哀悼の意を表したが、このような宣言は世界でも例のない極めて異例のことである。これはインドが

いかに親日的であるかを象徴するものである。櫻内会長は同年、インド大統領よりパドマ・ブーシャン勲章

を授与された。 

 

4. 90年代、インド経済の自由化が進む 

 1991 年 5 月 21 日ラジブ・ガンディー首相が暗

殺され、元外相ナラシマ・ラオ氏が 6 月 21 日、

12 代目のインド首相に就任した。前年の湾岸戦争

の影響を受け原油価格が上昇し、またインドは農

業や製造業も低迷し、91 年はインドの保有外貨は

デフォルト寸前まで底をついた。この危機を乗り

切るために、ラオ新政権は７月に大胆な経済改革

に踏み切った。今までの社会主義型計画経済（混

合経済）から市場原理と競争重視の経済自由化政

策へ思い切った政策変更をした。当時、政権でか

じ取り役を担っていたのはマンモハン・シン蔵相（後の首相）であった。この改革により 90 年代は年平均

6%台の経済成長を実現した。91 年の危機に日本政府は直接・間接の金融支援を行い、その後の経済成長の

礎を築く上で重要な役割を果たした。 

92 年 4 月にマンモハン・シン蔵相が来日、衆議院議長公邸に櫻内会長を表敬。同年 6 月にナラシマ・ラオ

首相来日が実現し、8 月には日印国交樹立 40 周年記念を機に櫻内会長が訪印した。櫻内会長はインド大統領

官邸に S.D.シャルマ大統領を表敬。日本の桜の苗木と桜の種が入った箱を大統領に手渡し、大統領から菩提

樹の実が入った箱を受け取った。その間、88 年 6 月 8 日から 1992 年 7 月まで駐日インド大使として活躍さ

れたのがアスラニ大使である。アスラニ大使は二等書記官、参事官、大使として通算すると 10 年ほど日本

写真：櫻内会長インド大統領 S.D.シャルマ博士と会談 
写真左から三角専務、さくらの女王、小林駐印大使 

（出典：月刊インド 1992年 9月号） 
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に滞在。協会は 88 年 7 月に歓迎会、92 年 7 月に送別会を

開催した。 

90 年代には、ヒンディー語スピーチ・コンテスト、サン

チニケタンのヴィシュワ・ヴァーラティー大学に日本学院

建設の定礎式、インド・アマチュア写真コンクール、更に

「日印経済セミナー」など、様々な分野で日印交流活動が

展開された。特に 97 年はインド独立 50 周年記念として、

連続講演会（全 14 回）「インド・今！」が実施された。8

月に櫻内会長が訪印しインド独立 50 周年記念『日本文化

紹介アート展』（インド 10 都市を巡回、最終展示は 98 年 3 月サンチニケタン）、「日印友好の夕べ」が開催

された。この時期に特筆すべきは、櫻内会長は 99 年 11 月に訪印し印日友好団体との会議を開催したことが

挙げられる。この時は、インド 7 都市から 17 名がデリーに参集。通訳はアショック・チャウラ氏が務めた。

また、97 年 8 月には第 1 回日本・インド学生会議がコルカタで開催された。日印協会は最初から日本ンイン

ド学生会議を支援しているが、2016 年には第 20 期の学生が訪印、今年 21 期はインドの学生が日本を訪問

することになっている。3 年に 2 度インドで、1 度は日本で開催している。ここまで 20 年も継続してきた関

係者の努力に敬意を表する。 

 

5. まとめ 

後に日印協会理事長に就任される平林博氏が 98 年早々に駐印大使に任命され、2 月に大使歓送会を行っ

た。平林大使は 2002 年 10 月まで長期にわたり駐印大使を務められ、2006 年フランス大使を終えて帰国後、

2007 年 6 月に日印協会理事長に就任した。 

大使就任後間もない 98 年 5 月にインドは 2 度に分けて 5 回の核実験を実施したために、世界各国がイン

ドに対して経済制裁措置をとり、折角順調に拡大の機運が盛り上がっていた日印関係も停滞した。こうした

基調を大きく変えるのは、2000 年 8 月の森喜朗総理の訪印まで待たなければならなかった。我が国の現役

の首相としては 10 年ぶりの訪印で、この時に交わされた「日印グローバル・パートナーシップ」はその後

の継続的かつ緊密な歴代首脳の交流に引き継がれ、現在モディ首相・安倍総理の「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ている。 

日印国交樹立 50 周年を控え、2001 年にアフターブ・セート駐日インド大使から記念事業への協力要請が

あり、日本国内での日印国交樹立 50 周年記念のための各種事業が検討された。2000 年の森総理の訪印以来

再び日印間の交流が活発化し、2001 年 10 月に森前総理は小泉首相特使として訪印、同年 12 月のヴァジパ

イ首相来日と続いている。その後、2002年 12月に櫻内会長の辞任を受けて、

森前総理は日印協会第 7 代会長に就任、また 2007 年 6 月に平林理事長が就

任された。日印協会は 2003 年 11 月に創立 100 周年記念事業を開催。日印国

交 60 周年を経て、2013 年 12 月に天皇皇后両陛下が 53 年ぶりインドをご訪

問されたその年に日印協会は創立 110 周年を迎えた。 

2000 年代～2010 年代は年平均７％を超える経済成長を続けており、イン

ドは大きく変化している。2000 年代初めに日本の資金協力・技術協力による

デリーメトロ（地下鉄）が開通し、その成功を基礎に主要都市にメトロが走

り、またデリー・ムンバイ産業大動脈建設構想が始動している。経済・社会

の発展を背景に、昨年（2016 年）のモディ首相訪日時にはムンバイ・アーメ

ダバード間の新幹線建設計画の工期が明らかにされ、また長年の懸案であっ

た日印原子力協力協定に署名された。 

写真：着任の挨拶をされる A.G.アスラニ駐日インド大使(右) 
と櫻内会長(左)        （出典：月刊インド 1988年 7月号） 

『日印関係の回顧と展望 
―日印協会創立 110周年を記念して―』 

 



 

9 

 

私は 1971 年に日印協会に職員として勤務し始めて、1995 年 3 月から常務理事を務め、2001 年 12 月に退

任、事務局を退きました。私の在任中ご指導いただいた三角専務理事、その間に事務局員として勤めた久保

川秀子、上地恵理子、長田絹代の各氏に、また接点のあった全ての役員及び会員の皆様に心から感謝いたし

ます。常務理事退任後も 2016 年まで非常勤理事に就いていたので、1971 年から通算すると 45 年以上も日

印協会に関係しました。インドならびに日印協会は自分の人生の全てであると言っても過言ではなく、今も

なお DIC でインドの友人と積極的に関わっています。長い日印協会の歴史の中で、自らもその歴史の一端を

担ってきたことを誇りに感じます。 

最後に、両国関係がますます深化・拡大を続ける上で、現在の日印協会を支えておられる森会長と平林理

事長に深甚なる敬意を表し、今回ここに執筆の機会を与えていただいたことに感謝申し上げます。また、今

も協会を支えている方々の益々の奮闘を祈念申し上げます。3 回にわたり私の日印協会事務局在任中の回想

にお付き合いいただき深謝申し上げます。[完] 

 

 

 

1．内政  

【州議会選挙日程】 

1 月 4 日 

 インド選挙管理委員会は、3 月初旬から 5 月末に任期満了となる 5 つの州議会の選挙日程を発表した。

開票日は 5 州とも 3 月 11 日の予定。 

（１）ゴア州（40 選挙区） 投票日：2 月 4 日    

（２）パンジャブ州（117 選挙区） 投票日：2 月 4 日 

（３）ウッタル・プラデシュ（UP）州（403 選挙区） 

投票日（7 つのフェーズにわけて実施）： 

①2 月 11 日②2 月 15 日③2 月 19 日④2 月 23 日⑤2 月 27 日⑥3 月 4 日⑦3 月 8 日 

（４）ウッタラカンド州（70 選挙区） 投票日：2 月 15 日 

（５）マニプール州（60 選挙区） 

投票日（2 つのフェーズにわけて実施）：①3 月 4 日②3 月 8 日 

【タミル・ナド（TN）州情勢】 

1 月 16 日～24 日 

 16 日、TN 州の伝統行事であるジャリカットゥ（注：南インドの収穫祭（ポンガル祭）におけるタミル

の伝統的牛追い祭り。動物虐待を理由として最高裁が 2014 年に実施禁止の判決を出した。）が開かれ、

2014 年に最高裁判所判決に対する抗議のため、州内で暴動が発生した。 

 18 日、アンナ・ドラビダ進歩連盟（AIADMK）のサンカラ党首は、モディ首相とジャリカットゥの処

遇について協議するため、デリーを訪問した。19 日、パンニールセルヴァム TN 州首相がモディ首相

と面会した。 

 23 日、TN 州議会は、「動物愛護法（タミル・ナド改正）法案」（注：既存の動物愛護法を改正し、ジャ

リカットゥの実施を特例として認めたもの）を全会一致で可決した。他方、抗議者の一部が暴徒化し、

投石及び火焔瓶を投じて警察車両等に放火、警察当局も抗議者を離散させるため催涙ガスを使用、威嚇

3.インドニュース(2017年 1月) 

News from India 

 



 

10 

 

発砲を行って応酬するなど、緊張が高まった。これにより警察官 70 名を含む 160 名以上が負傷した。

周辺の主要道路は数時間にわたり閉鎖されたが、24 日夕刻には閉鎖は解除された。 

【予算国会関連】 

1 月 5 日～31 日 

 5 日、野党各党は、選挙管理委員会に対し、2 月 1 日に予定されている予算発表が州議会選挙の結果に

影響を及ぼす恐れがあるとして、行動規範に抵触しているとの陳情書を提出した。また 6 日、ザイディ

選挙管理委員長はシンハ内閣次官に対し、予算発表の時期を UP 州議会選挙投票日以降にずらすよう要

請した。 

 7 日、国会が予定通り 1 月 31 日に開幕することが正式に決定された。 

 31 日、予算国会が開幕し、ムカジー大統領が上・下院合同会議において演説した。 

 

2．経済  

【物品・サービス税（GST）】 

1 月 16 日 

 16 日、GST 委員会の第 9 回会合が開催された。ジャイトリー財務大臣は記者会見をひらき、同委員会

において、GST の実施時期につき、2017 年 4 月 1 日開始は容易ではなく、2017 年 7 月 1 日が現実的

な目標であるとの見解が示された旨発表した。 

【高額紙幣廃止に関する政府の対応】 

1 月 30 日 

 インド準備銀行（RBI）は、現金引き出し上限額の一部撤回を以下のとおり行う旨発表した。 

（１）当座預金口座等（Current accounts/ Cash credit accounts/ Overdraft accounts）からの現金引き出

しについては、上限額を撤回。一方、普通預金口座（Savings Bank accounts）からの現金引き出し

については、1 週間の上限額 23,000 ルピーを引き続き維持。 

（２）ATM からの現金引き出しについては、2 月 1 日を以て 1 日の引き出しに対し設定されていた上限額を

撤回。但し、銀行が独自の判断で上限額を設定することは可能。（注：これに先立ち、1 月 16 日、イ

ンド準備銀行（RBI）は、①当座預金等からの現金引き出し上限額を 1 週間 5 万ルピーから 10 万ル

ピーに引上げ、②ATM からの現金引き出しカード 1 枚当たりの上限を、1 日 4,500 ルピーから 10,000

ルピーへと引き上げ、といった緩和措置を既に実施。） 

 

 

 

メモ：今予算国会から、予算案が 2 月 1 日に発表され、予算はこれまでより 1 ヶ月前に発表されることになった。ま

た、鉄道予算が一般予算に含まれることになった。 

メモ：今回の会合での合意事項は以下の通り。 

1．物品及びサービスの両方の税務調査に関して、年間売上 1,500 万ルピー以下の小規模の納税者については、9 対 1

の比率でそれぞれ州政府と中央政府の管轄に分けられる。 

2．年間売上 1,500 万ルピーを超えるすべての納税者については、5 割ずつ州政府と中央政府の管轄に分けられる。イ

ンテリジェンスに基づく査定(intelligence-based assessments)に関しては、中央政府及び州政府の両方に調査権限が与

えられる。 

3．統一 GST(Integrated GST:州をまたぐ物品及びサービスに課されるもの)についても、法律の特別規定を通して、

上記の比率に基づき州政府は納税者を管理する権限が与えられる。 
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3．外交  

【インド・ポルトガル関係】 

1 月 7 日～13 日 

 サントス・ダ・コスタ・ポルトガル首相が訪印し、ムカジー大統領、アンサリ副大統領、モディ首相と

会談した。印ポルトガル共同声明及び第三国における協力に係る印ポルトガル共同宣言が発出された他、

両国間で 7 つの覚書が交換された。 

【インド・ケニア関係】 

1 月 10 日～12 日 

 ケニヤッタ・ケニア大統領が訪印し、印ケニア共同声明が発出された。 

【ヴァイブラント・グジャラート】 

1 月 10 日～13 日 

 グジャラート州主催第 8 回ヴァイブラント・グジャラートのサイドラインで、モディ首相は、世

耕経産相のほか（日印関係参照）、イスラエル農相、スウェーデン高等教育相、デンマーク・エネ

ルギー・気候相、セルビア首相、ポーランド副首相、ロシア副首相等と会談した。 

  （注）ヴァイブラント・グジャラートは，躍動するグジャラートと称する大型見本市・投資促進会 

【インド・ネパール関係】 

1 月 16 日～18 日 

 マハト・ネパール外相が訪印し、V.K.シン外務担当閣外相と会談した。 

（注）スワラジ外相は病気療養中。 

【ライシナ対話】 

1 月 17 日～19 日 

 印外務省及び当地シンクタンク ORF の共催により第 2 回ライシナ対話が開催され、モディ首相、ジョ

ンソン英外相、ハリス米太平洋軍司令官、ハーパー前カナダ首相、ラッド元豪首相、カルザイ前アフガ

ニスタン大統領等が基調講演を行った。我が国からは武井外務大臣政務官が出席して、基調講演を行っ

た（日印関係参照）。 

（注）ライシナは、大統領官邸や首相府、外務省、財務省、内務省があるニューデリーの小高い丘地帯を指す。 

【インド・英国関係】 

1 月 18 日 

 ライシナ対話のため訪印中のジョンソン英首相は、モディ首相及びアクバル外務担当閣外相と会談した。 

【インド・UAE 関係】 

1 月 20 日 

 第 1 回印 UAE 戦略対話がデリーで開催された。 

1 月 24 日～26 日 

 ムハンマド･アブダビ皇太子兼連邦軍副最高司令官が、共和国記念日パレードの主賓として訪印した。

同皇太子は、ムカジー大統領、アンサリ副大統領、モディ首相とそれぞれ会談した。同皇太子の訪印中、

両国間で 14 の覚書が交換された。 

【インド・ロシア関係】 

1 月 31 日 

 印露間で対テロに関する協議が行われた。インド側はサラン外務省東担当次官(Secretary East)が、ロ

シア側はシロモロトフ外務副大臣が代表を務めた。両国は、能力構築強化、専門家会合の開催、知見・

経験の共有に焦点を当てた共同行動計画に合意した。 
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4．日印関係  

【世耕経済産業大臣のインド訪問】 

1 月 8 日～10 日 

 世耕経済産業大臣は、インドを訪問し、モディ首相、ゴヤル電力大臣、シタラマン商工大臣、グジャラ

ート州ルパニ首相といった政府要人と会談を行うと共に、日印エネルギーフォーラム 2017 及びヴァイ

ブラント・グジャラート 2017 投資式典に出席した。 

（モディ首相との会談） 

 産業人材育成、エネルギー分野における協力、経済連携の促進、日本工業団地等の投資促進などの幅広

い話題について意見交換を行った。国際秩序の変革が起こる可能性を踏まえて、アジアの安定化に向け

た日印協力については、RCEP（東アジア地域包括的経済連携協定）を ASEAN が主導し、幅広く質の

高い協定にするため、日印で協力を強化すべきこと、また、アジア・アフリカ大動脈構想を具体化して

いくことを提案し、モディ首相から賛同を得た。 

 原子力協力については、先般、モディ首相から我が国の原子力防災対策を評価されたため、今般、イン

ド政府関係者を、福島第一原発をはじめ日本の原子力施設の視察に招待したいとモディ首相に提案した

ところ、モディ首相から謝意が表明された。 

（シタラマン商工大臣との会談） 

 知的財産分野における協力、質の高い RCEP による経済連携の促進などについて意見交換を行った。 

 投資促進に不可欠な知的財産制度の整備においては、ハイレベル会合の創設や研修の拡充等を通じた権

利付与の迅速化など、インドの知財制度の改善への協力の提案を行い、シタラマン大臣から高い評価を

受けた。 

【武井外務大臣政務官のインド訪問】 

1 月 17 日～18 日 

 18 日、武井政務官は，インドのニューデリーにおいて，インド外務省及びインドの主要シンクタンク

であるオブザーバー・リサーチ基金（ORF）共催の第 2 回ライシナ対話に出席し、250 人を超える聴衆

を前にして自由で開かれたインド太平洋戦略や海洋安全保障、法の支配の重要性等に関する我が国の見

解について対外発信するスピーチを行った。 

 武井政務官はこの機会を利用して、1 月 17 日、V.K.シン印外務担当閣外大臣と二国間会談を行い、日

印間の更なる協力の重要性や地域情勢について議論を深めた。  

 さらに、1 月 18 日、武井政務官はヤーダヴ印日議員フォーラム会長（上院議員）と日印関係について

意見交換を行い、引き続き議員交流、人的交流に取り組むことの重要性について一致した。ヤーダヴ会

長からは、早期の日本訪問の意思が表明され、今後につながる有意義な意見交換となった。  

 また、同日、武井政務官は、ハーパー前カナダ首相と会談し、日カナダの政治、経済面での緊密な連携

について確認した。また、ハリス米太平洋軍司令官との会談では、日米同盟を基軸とした更なる関係強

化について意見交換を行い、両国が引き続き緊密に協力していくことの重要性を確認した。ハリス司令

官からは、引き続き日米同盟が米国外交の中心である旨伝えられた。  

 この他、武井政務官は、在インドの高速鉄道に関わる現地進出日本企業関係者と意見交換を行い、事業

の推進において日本企業がインドで抱える課題等を聴取した他、日本の ODA により整備されデリー首

都圏において交通混雑の緩和と交通公害減少に大きく貢献しているデリーメトロと、同メトロの建設、

運行に関する展示が行われているメトロ博物館の視察を併せて行った。また、現地の日本人会幹部との

意見交換においては、インドにおける日本人社会の現状や課題を聴取した。 
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【第 9 回日印科学技術合同委員会】 

1 月 30 日 

 第 9 回日・インド科学技術協力合同委員会がデリーにおいて開催され、日本側からは、中根猛・科学技

術協力担当大使を共同議長として、外務省、内閣府、文部科学省、日本医療研究開発機構（AMED）、

科学技術振興機構（JST）、日本学術振興会（JSPS）、海洋研究開発機構（JAMSTEC）、宇宙航空研究

開発機構（JAXA）、産業技術総合研究所（AIST）等の関係者が参加した。 

 インド側からは、アラビンダ・ミトラ・インド科学技術庁顧問兼二国間協力部長を共同議長として、科

学技術庁（DST）、バイオテクノロジー庁（DBT）、外務省、地球科学省（MOES）、宇宙研究機関（ISRO）

等の関係者が参加した。  

 合同委員会は、両国の科学技術イノベーション政策に関し、インドの若手科学者の能力開発を目的とし

た「INSPIRE」プロジェクト及び「IMPRINT」等のイニシアティブ、日本における第 5 期科学技術基

本計画及び同計画で提唱された「Society5.0」など、両国の新しい取組や今後の展望につき情報を共有

した。 

 合同委員会は、ライフサイエンス、健康医療、宇宙、海洋、エネルギー、ICT をはじめとする協力分野

における取組の現状を確認し、今後の課題や一層効果的な協力のあり方ついて議論を行った。この中で

特に、重粒子線がん治療の技術・装置に関する日印協力の現状について共有し、今後のあり方について

意見交換を行った。また、日本とインドの代表らは、戦略的日印関係の強化に向けた科学技術分野にお

ける協力の重要性に留意しつつ、両国間の協力を更に強化させ深化させていくとの認識で一致した。 

 さらに、合同委員会は、IoT、人工知能、ビッグデータの日印共同研究推進に資する、ICT 分野におけ

る国際共同研究拠点事業（日印共同ラボ事業）のキックオフ・セミナーが翌日デリーで開催されること

を歓迎し、ICT 分野において日印両国が一層協力していくことの重要性を強調した。 

 加えて、合同委員会は、「日本・アジア青少年サイエンス交流事業」等を通じて日印両国間の若手研究

者の交流が拡大していることを確認して歓迎した。また、科学分野の研究者同士の交流は極めて重要と

の認識を確認し、今後の交流の促進のあり方について意見交換を行った。 

 次回の合同委員会を日本で開催することが提案され、具体的な期日は外交経路を通じて調整されること

となった。 

今月の注目点：インド州議会選挙 

3 月初旬から 5 月末に任期満了となる 5 つの州議会が、2 月 4 日から 3 月 8 日にかけて行われる。そのなかでも、有

権者数が、日本の総人口を優に超える 1 億 3800 万人を有するウッタル・プラデシュ（UP）州の情勢が最も注目され

ている。同州は、コングレス党と BJP という全国政党のみならず、有力な地域政党が多く存在し、それぞれの党首は

首相候補にも名を連ねるほどである。同時に、選挙資金を巡る問題や、汚職もはびこっていることで有名なため、モデ

ィ政権としては、クリーンな政治をアピールすることで、2014 年総選挙では、同州で圧倒的な勝利を収めた（80 議席

中 71 議席を獲得）。ウッタル・プラデシュ州は、人口比で上院議員議席数が最も多い州（245 議席中 31 議席）であり、

州議会議員による投票が行われる上院で過半数を持っていない BJP としては、同州の州議会選挙は、上院の過半数獲

得によるねじれ国会の現状の打開と、2019 年総選挙の前哨戦として、最も重要な州議会選挙であると言える。 

UP 州の州議会与党である社会主義党（SP）は、ムラヤム・シン・ヤダヴ党首とその息子アキレシュ・ヤダヴ州首相

との間で候補者選定を巡って対立が続き、一時期、党が分裂状態に陥った。SP と長年、州政権を取り合ってきた大衆

社会党（BSP）は、2014 年総選挙で大敗したが、復権を狙って支持基盤であるダリットや、浮動票となりやすいムス

リム票の獲得に力を入れている。他方で、選挙資金として多額のブラックマネーを保有するとされる BSP は、旧高額

紙幣廃止により大きく力を削がれたとの見方も多く聞かれる。コングレス党は SP と選挙協力をにおわせているが、ラ

フル・ガンディー副総裁の BJP 批判は支持率に結びついておらず、現有議席の維持も困難とも言われている。 
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（写真：ホテル・オークラでの式典の模様） 

 

＝◇ 最近のイベント ◇＝ 

 第 68回 インド共和国記念日式典 in TOKYO   “गणततं्र दिवस की बधाई हो！” 

1 月 26 日（木）12:00～14:00、ホテル・オークラに

おいてスジャン・チノイ駐日インド大使主催のインド共

和国記念日式典が、日印双方の政財界や在京外交団をは

じめとする各界から多数のご来賓の出席を得て、盛大か

つ厳かに執り行われました。 

 式典開催前、会場入り口には、チノイ駐日大使閣下は

じめ公使などがご婦人と並び、来賓者一人ひとりと握手

をしながら言葉を交わしました。開会にあたり、インド

国歌と日本国歌がそれぞれ流れ、大使と日本国政府代表

が共和国記念日のお祝いのスピーチをされました。合間

には、インド古典舞踊のバラタナーティヤムやオディッシーが披露され、インドの伝統文化で来賓をも

てなしました。軍服姿の駐在武官や、煌びやかなサリーを着たご婦人方など、絢爛たる雰囲気に、イン

ド国民にとっての建国記念日の重要さを改めて感じました。 

1950 年にインド憲法が発布され、共和国となったことを記念するこの日。本国の首都、デリーの中

心部に位置するインド門と大統領官邸を結ぶラージパト通りでは、毎年盛大なパレードが行われます。

このパレードでは、インドが誇る軍事力や多様な文化が色鮮やかに表現されます。今年は、UAE アブ

ダビ首長国の皇太子ムハンマド・ビン・ザーイド・アール・ナヒヤーンが招かれ、インド軍、UAE 軍

共同での行進も披露されました。 

 World Hindi Day（ह िंदी हदवस/国際ヒンディー語の日） 

1 月 10 日(火)、インド大使館にて World Hindi Day を祝して、東京外国語大学の学生によるヒンディー語

劇『デリーの休日』が上演されました。ヒンディー語は、インド国内において連邦公用語であり、多くの話

者を有する他、意外にも国外に多くの話者を持ち、英語、中国語に次ぐ世界で 3 番目に国際的な言語です。

World Hindi Day とは、そんな国際化するヒンディー語としての一層の発展を祝した記念日として、2006

年 1 月 10 日に始まりました。今年、在日本大使館において日本の大学生がヒンディー語劇に挑みました。

日本におけるヒンディー語教育の歴史は古く、1908 年に現在の東京外国語大学において始まりました。その

意味で今回、東京外国語大学の学生はその伝統を受け継ぐ大切な役割を担ったといえます。物語は近代都市、

ニューデリーで始まります。かの有名な『ローマの休日』のパロディー版であるこの物語の主人公は、プリ

次に注目されるパンジャブ州では、シロマニ・アカリ・ダル（SAD）と BJP の連立政権に対する反現職感情が高ま

っており、これまで SADと交互に政権を担ってきたコングレス党が、州民の 6 割近くを占めるシーク教徒を取り込み、

10 年ぶりに政権奪還できるかが注目点となっている。州連立政権は SAD が主体ではあるが、政権を失うことになれば、

BJP に一定の痛手を与えることになる。また，同州では、デリー準州政権を担う庶民党（AAP）も勢力を有しており、

2014 年総選挙で 13 議席中 4 議席を獲得した同党が、キャスティング・ボートとして，SAD、BJP、およびコングレ

ス党の 3 党にどれだけ食い込めるかが焦点となっている。 

4.イベント紹介 

Japan-India Events 
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（写真：デリー観光をするラーニーとラージ） 

（写真：プレゼンテーションをする笹田常務理事） 

ンセス”ラーニー”と、しがない新聞記者の”ラージ”です。この『デリ

ーの休日』は、ヒンディー語劇。しかし、なんと英語の多用されてい

ることか！怠慢ではないか！と思わせる程の英語の乱用ぶり。しかし、

よくよくインドの方との会話を考えてみると、日常的にプチ英語が混

ざってくることが頻繁にあることを思い出しました。この劇は現代の

デリーを忠実に再現したものなのだな、とその思惑に気づき、感心し

てしまいました。ボリウッドダンスもふんだんに盛り込まれ、楽しく

も甘酸っぱい素晴らしい劇でした。ちなみに、上演中もご覧になられ

ていたチノイ大使はボリウッドダンスが非常に気に入られたご様子で、

ダンサーの男の子に「君のダンスに対するアティチュードに感服し

た」とのコメントをされ、会場から拍手が沸き起こりました。 

 

 第 5回みなと国際交流・協力の日   テーマ：伝統とカルチャー 

日印協会の評議員である松本洋様からの強い薦めで、国際交流に熱心

な港区の『みなと国際交流・協力の日』に日印協会として出展、紹介な

どをしました。1 月 21 日（土）に港区麻布区民センターにて行われたこ

のイベントは、国際協力機構（JICA）の共催や各種公的、私的な団体か

らの後援を得て、海外との交流に尽力されている、港区に縁のある方々

による草の根の団体が主催したイベントです。まず、港区から国際文化

芸術担当課長が同区の取り組み姿勢を披露され、各参加団体が日頃の活

動を紹介し、日印協会も活動内容の紹介をしました。特別講演として、

アメリカの新大統領就任に伴い『どうなる世界、どうする日本』と『文化の多様性と活力』の講演があり、

講師として元 NHK 解説委員の高島肇久氏と元カナダ大使の石川馨氏が演壇に立たれました。面白かったの

は、『カナダ人落語家による落語』（桂三輝 かつらサンシャイン）。日本人顔負けの早口に加え、日本語の落

語を英語に置き換える難しさを面白おかしく語ってくれました。まだ港区内に限られた活動ではありますが、

これからの発展が期待でき、弊協会としても出来るだけ協力をしていきたいと考えます。 

日印協会常務理事 笹田勝義 （写真提供：「みなと国際交流・協力の日」実行委員会）
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＝◇ 今後のイベント ◇＝ 

 

 N.S.ハルシャ展 ―チャーミングな旅―     2月4日（土）～6月11日（日） 

 N.S.ハルシャは南インドの古都マイスールに1969年に生まれました。ベルリン、ロンドン、ムンバイを渡り

歩き最後に行きついた地は故郷のマイスール。彼はこの地を愛し、この地でインド現代美術の最先端を走り

続けています。彼の20年に渡る創造の歴史から、代表作約70点を集めたこの展覧会。自身のアイデンティテ

ィーを模索する初期から、政治的、社会的な興味が作品に表現される中期。そして、彼の作品の特徴でもあ

る反復の技法から連想される∞（インフィ

ニティ・宇宙）が後期の作品の集大成とし

て表現されます。ただ作品を鑑賞するだけ

ではなく、作品とハルシャ自身を理解し、

彼が描く未来の旅へと鑑賞者を誘うこの作

品展は、ハルシャの「チャーミング」な作

品もさることながら、多くの方に楽しんで

いただける内容となっています。 

 

詳細は公式ページでご覧頂けます。   http://www.mori.art.museum/contents/n_s_harsha/ 

[(左上写真)作家名／作品名：N・S・ハルシャ《ふたたび生まれ、ふたたび死ぬ》] 
 この写真は「クリエイティブ・コモンズ表示- 非営利 - 改禁止 2.1 日本」ライセンスでライセンスされています。 

 

 国際シンポジウム「現代日印関係の多角的分析」   3月 3日（金） 

2017 年 2 月下旬、堀本武功編『現代日印関係入門』が東京大学出版会から刊行されます（書籍は、今月

号の『新刊紹介』でご紹介。ご参照下さい）。そこで、第一線で活躍する本書の執筆陣 14 人をお招きして、

「インド太平洋」時代の政治、経済、国際関係で鍵を握る日印関係の実像を読み解くとともに、日印関係の

今後を展望します。 

日時：3 月 3 日(金)   13:00～18:00       入場：無料 

会場：笹川平和財団ビル 11 階 国際会議場（東京都港区虎ノ門 1-15-16） 

（地下鉄銀座線・虎ノ門駅 4 番出口から徒歩１分） 

地図：https://www.spf.org/profile/access.html 

お申込み：3 月 2 日（木）17:00 までに笹川平和財団ホームページよりお申し込みください。定員になり次

第締め切らせていただきます。なお、お申込みの際に皆様からいただく個人情報は、同財団の主催または後

援によるセミナー、講演会等へのご案内に使用されますことをご了承ください。 

案内ホームページ：https://www.spf.org/event/../spaf-j/news/article_23601.html 

プログラム：≪オープニングセッション≫ 

主催者挨拶：茶野 順子（笹川平和財団常務理事） 祝辞：平林 博（日印協会理事長） 

趣旨・概要説明：堀本 武功（岐阜女子大学客員教授） 

≪第 1 セッション[政治]≫ 

(1)インド外交における日本の周辺化 (2)戦略的パートナーシップの形成と拡大 

(3)核問題をめぐる対立から協力への転回 (4)日印と同盟・提携関係を結ぶアメリカ (5)討論 

≪第 2 セッション[経済]≫ 

(1)日印経済関係の軌跡 (2)日系企業から見た日印経済関係インド進出 

(3)インド経済の台頭と日印経済関係の新局面 (4)討論 

≪第 3 セッション[多国間関係と展望]The 3rd Session [Multilateral Relations & Prospects]≫ 
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(1)台頭する中国と日印関係 (2)インド太平洋時代における日印関係 

(3)日印関係の展望とアジアにおける役割 (4)権力移行期の世界と日印関係の創造的可能性 

(5)討論       ≪閉会の辞≫ 

 

 ナマステ福岡 2017    4月 15日（土）～4月 16日（日） 

 在日インド人達による手作りイベント第 2 回「ナマステ福岡」が 4 月に開催

されます！ステージでは、インドの多彩な文化を紹介する伝統芸能や、様々な

パフォーマンスが披露されます。ブースでは、インド料理やインド雑貨などの

販売もあります。 

九州地域における大規模インド・イベントの先駆けです！ 

場所：天神中央公園（福岡県福岡市中央区天神 1 丁目１） 

日時：4 月 15 日（土）10:00～18:00       入場：無料 

4 月 16 日（日）10:00～17:00 

主催：ナマステ福岡実行委員会 

「Namaste Fukuoka」の Facebook ページでも詳細がご覧いただけます。

 

§『現代日印関係入門』 

編者：堀本 武功 

発行：東京大学出版会 

価格：本体 3,800円＋税 ISBN4-13-032088-2 

 近年、日本とインドはこれまでになく強固なパートナーシップを構築して

いるが、1990 年代以降の日印関係を「模索の 90 年代」、「転換の 2000 年代」、

「飛躍の 2010 年代」と区分し、日・印だけでなく米・豪の第一線で活躍す

る 15 名の研究者により、日印両国がいかなる関係性を展開しているのかを多

角的に研究・分析、さらに今後の展望まで論ずる、政治的にも経済的にも緊

密化している両国関係を学ぶ上で最適である。充実した執筆陣により分かり易く論じられ、インド政治

研究の第一人者である堀本教授（前・京都大学大学院特任教授、現岐阜女子大学客員教授）を編者とす

る待望の書である。 

 

§『インドのお義母さん（Maa）』 

著者：じゃや(Jaya) 

発行：東方出版 

価格：本体 1,600円＋税 ISBN978-4-86249-276-0 

世界中を旅し、自身を見つめた著者が最後に選んだ地はインド。そこで

出会ったインド人男性と結婚した日本人女性が、20年間に渡るインドでの

生活でお義母さん（マー）と過ごした日々を回想する本書。お義母さんと

の生活の中で、何気ない日常からインドの精神世界に触れる一冊。日常に住む小さな神さまが優しく語

りかけるような本文と、柔らかい視線を感じさせる絵は、読む人の心を満たしてゆく。 

5.新刊書紹介 

Books Review 
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§『塩とインド―市場・商人・イギリス東インド会社―』 

著者：神田 さやこ 

発行：名古屋大学出版会 

価格：本体 5,800円＋税 ISBN978-4-8158-0859-4 

「植民地統治の影に隠された内部からの巨大な変化とは? 近世の主要財源にして

後の抵抗運動の象徴ともなった塩に注目し、消費や環境、金融も視野に、勃興す

るベンガル地域市場と現地商人が生み出すダイナミズムを示して、近代への転換

を摑みだす。インド史を書き換える瞠目の成果。」（本書帯） 

 

お知らせ【第 21期日本インド学生会議実行委員募集中】 

≪日本インド学生会議とは≫ 

日本インド学生会議（Japan India Student Conference）とは、今年で創設 21 年目を迎える学生会

議団体です。日本とインドの学生が分科会活動と呼ばれるディスカッションや企業訪問などフィール

ドワークを行うことで民間レベルからの両国関係の発展と参加者自身の成長を目指しています。イン

ド開催 2 年、日本開催 1 年のペースで毎年 8 月から 9 月にかけて本会議というメインイベントを中心

に活動しています。         

募集要項 

【概要】 

本会議 8 月―9 月予定、日本開催 

【参加資格】 

・日本の大学、大学院、短大、専門学校生（週一で行われるミーティングや本会議は原則参加） 

【応募方法】 

（件名）第 21 期参加応募・氏名 

（本文） 

①氏名/連絡メールアドレス/電話番号②大学・大学院・短大・専門学校名・学年 

③希望する理由・議論したいテーマ 

団体メールアドレス：japan.india.student.conference@gmail.com まで 

公式 HP からも応募可能です。：http://japan-india.wixsite.com/jisc 

【第 20 期助成・後援】 

・The Embassy of India ,Japan 

・在インド日本国大使館 

・公益財団法人 日印協会 

・独立行政法人 国際交流基金 

・公益財団法人 三菱 UFJ 国際財団 

・公益財団法人 双日国際交流財団 

私達と一緒に活動

しませんか？ 

mailto:japan.india.student.conference@gmail.com
http://japan-india.wixsite.com/jisc
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〈次回の『月刊インド』の発送日〉 

 次回発送は、2017年 4月14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> 

大手ファストフードチェーン店、Ｍ社が、インドで朝食メニューとして「マサラ・ドーサ・ブリオッシュ」 なるものを提供す

ることを発表しました（BBC 17 January 2017）。ドーサといえば、南インドを代表するクレープのような料理ですが、マ

サラ・ドーサは、その中にスパイスたっぷりのジャガイモなどの炒め物を挟んだ料理です。メニューを増やしてほしい！

という消費者の要望から実現したメニュー化ですが。。。？？主食（バーガー）に主食（ドーサ）に主食（じゃがいも！）で

すか？？ドーサって大きいし、どうやって挟むの？？？大きなハテナ？が頭についたところで、まずは新メニュー用の

イメージを作ってみました（写真右下）。どうしてもドーサがかなりはみ出てしまいます。。 

Twitterでは早速、「こんなメニューがあったらいいなぁ」 と、大盛り上がりなようですが、個人的には日本のM社でも

サモサを提供してくれたら嬉しいなぁ、とひとり Tweet してしまいました。ちなみにこの新メニューは、ムンバイにある 44

店舗で販売を開始し、販売店舗を徐々に広げていくようです。ムンバイに行かれる際には、是非試してみてはいかがで

しょうか（そしてどうだったか、是非感想をお寄せ下さい！興味深々）。     (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。 
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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) 

 

 

サモサ2２ピース 
マサラ・ドーサ・バーガー 



 

 

 


