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<日印協会主催の歓迎レセプションで挨拶をされるプラサド大使〉 

写真提供: 阪本倉造氏(当協会個人会員)  
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4月 26 日 火曜日、陽光まばゆいお昼、プラサド新駐日インド大使閣下の歓迎レセプションが、

当協会主催にて六本木の国際文化会館で盛大に開かれました。 

当初、3月 17 日開催予定でしたが、東日本大震災の影響により延期したものです。それにも拘ら

ず、予想を大幅に上回る 200 名以上の、当協会会員を含む各界の方々にお集まり頂きました。会場

もメインの『岩崎小彌田記念ホール』のほか、隣接の『樺山ルーム(救援隊の活動の紹介写真を展

示)』も使用するほどの盛況振りでした。特に日印友好議員連盟からもお忙しい中、福田 康夫会長、

川端 達夫 会長代行はじめ 15 名もの先生方にご参加頂きましたことは主催者にとり誠に光栄なこと

でした。外務省から佐々江 外務次官、別所 外務審議官、経済産業省から佐々木 通商政策局長が出

席されました。当協会からは、大橋副会長、岡副会長をはじめ理事、評議員、顧問が多く参列しま

した。 

レセプションは定刻どおり、12時15分から当協会理事長 平林 博の司会により進められました。 

  森 喜朗 当協会 会長に続き川端 達夫 日印友好議員連盟 会長代行が歓迎の挨拶をし、共にプラサド

大使のご着任をお祝い申し上げ、東日本大震災へのインドからのお見舞いや支援に対してお礼を述

べました。これに対するプラサド大使からのご答辞(要旨)は下記のとおりです。 

｢歓迎に感謝し、日本の大震災に心よりお見舞い申し上げる。日本人が今回の大震災に勇気と平

静さをもって立ち向かわれていることに尊敬の念を抱いている。この逆境を乗越えると信じている。 

私は友人としてこの困難な時期も日本人と共にいたい。シン首相は国会で、亡くなった方々への

哀悼の念とあらゆる支援を提供するという決意を述べられた。これは、先例のないことである。イ

ンド各地で日本のために祈りを捧げる集会が開かれたが､参加したインド人は、日本との精神的な

絆、アジアの国同士としての絆を感じている。 

インド政府からの多くの救援品が被災地で役立っていることを嬉しく思う。また、46人の救援隊

員は宮城県女川町で 10 日間作業を行なった。救援隊員は、日本人の精神があればこの災害は必ず

乗り越えられると述べていた。 

日印両国は、『日印戦略的グローバル･パートナーシップ』の下でかつてない緊密な関係を築いて

いる。本年 2 月、包括的経済連携協定が締結されて日印関係はさらに強化されたことは喜ばしい。

私はシン首相の下で国家安全保障を担当していた。よってシン首相から経済分野のみならず、政治

的、安全保障の分野でもさらに両国関係を発展させるよう指示された。日印両国は民主国家として

同様の見解を持っている。災害が徐々に解決に向かい、日本が躍動感を取り戻す頃、日印関係も未

来に向けて動き出すと確信している｣ 

プラサド大使はご挨拶に続いてインド大使館から出席された幹部館員 6 名を一人ずつ紹介され、

参列者は親しみを持ってお迎え致しました。 

その後、大阪大学及び大学院学生 5名によるヒンディ

ー語での歓迎の辞、インド国歌斉唱が行われました。 

“♪ Jana gaṇa mana adhinȃyaka jaya he”で始まる、

アジアで初めてノーベル賞(文学賞)を受賞し今年生誕

150周年を迎えるラビンドラナート･タゴールによる

作詞作曲です。“jaya he jaya he (勝利あれ～)♪”

の歌声で、会場の雰囲気が一気に和みました。 

福田 康夫 日印友好議員連盟 会長による乾杯と続き

ました。 

  その後は参加者同士歓談され、プラサド大使や森会長と挨拶を交わされる方々で、大いに賑わい

ました。プラサド大使が自ら参加者にお声をかけられる場面もあり、大使のお人柄が覗えました。 

  プラサド大使のさらなるご活躍を大いに期待しております。 

1. プラサド大使 歓迎レセプション 
Reception for H.E. A.Prasad, New Ambassador of India 

<ヒンディー語でインド国歌斉唱> 

写真提供: 阪本倉造氏 
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日印協会個人会員: 吉野 宏 

 私のインドとのお付き合いは、1987 年 5 月～91 年 5 月ムンバイに家族と一緒に駐在したのが最

初。時を置いて 2002 年 8月以来ニューデリーに単身で駐在し、去る 3月 31 日帰国した。インドと

ビジネスを進めるうえでインド人とインド社会の理解が欠かせないと出来るだけそれらを学びたい

と努力した。帰国を機に、自分がそして日本が学ぶべきインドの知恵とは何かと考えてみた。 

1. インドの知恵と名物 

インドは仏教を生んだ国。仏教の知恵の一つである｢小欲知足｣をインドで学んだ。ライフライ

ンである電力、上下水道、道路や鉄道などはいまだに整備途上にある。その他いろいろな面で日

本に比較して不自由さを我慢せねばならない。インド生活が長くなるにつれて、インドの風土病

を経験したり、お酒や肉食が減りベジタリアン生活も取り入れて、いつの間にか自ずから己の欲

は小さくなり足るを知った。又、国父ガンジーの教えは、７つの社会悪を示し守るべき社会人と

してのモラルを具体的に残している。2010 年 1月、鳩山前首相が国会における施政方針演説の中

でこれを取り上げて一時話題となった。インドには中央政府が決めている国民の祝日はたった 3

日しかないが、国父の誕生日 10 月 2 日はその一つ。しかも国連決議により国際非暴力の日でも

ある。ニューデリー市内のラージガート(荼毘に付された場所、記念公園)にこの戒めは掲げられ

ている。 

●理念なき政治     ●労働なき富       ●良心なき快楽     ●人格なき学識 

●道徳無き商業     ●人間性なき科学   ●献身なき信仰 

国父の誕生日と命日1月30日の午前にはラージガートで政府式典が行われる。大統領、首相、各

閣僚、三軍の長、そして与野党の各代表が出席。スピーチは一切なく、各宗教界代表者による持

ち時間各5分間の平和の祈りが約一時間続く。式典は、アルファベット順に仏教のお祈り｢南無妙

法蓮華経｣で始まる。私も出席して尊敬する国父の英霊に拝し、平和を祈ってこの戒めを思い起

こした。 

紅茶やマンゴーなど自然の恵みも白眉。3月には、ダージリンの一番茶とアルフォンソ･マンゴ

ーの初物が出る。この旪の味を楽しむことを覚えた。3月は、ブッダ涅槃の花、沙羅双樹が満開

を迎える季節でもある。私は、西ベンガル州シャンティニケタン(平和の園)にあるタゴール国際

大学を訪問して、この花見を楽しんだ。日本ではこの聖木は育たないので、平家物語の冒頭の句、

特に沙羅双樹の花の色を盛者必滅と詠んだ日本の古代人の想像力と感性に頭が下がる思いがした。 

インド人が生み出した産物も素晴らしい。かつて世界に誇った貿易品として｢更紗(綿の染め織

り物)｣がある。私の友人であるガーデンシルク社シャー会長は世界有数の収集家であり、彼は、

2回に分けてニューデリー国立博物館で自分のコレクション発表会を開催した。この第1回発表の

際、私は榎駐印日本大使にシャーご夫妻をご紹介申し上げ、京都の染め師吉岡幸雄先生をグジャ

ラート州スーラットにある同会長の美術館にご案内もした。16世紀インド伝来の更紗が京都祇園

祭のハイライトである山鉾巡行の山車を飾ることをお二人より教えて戴き、京都八坂神社の祇園

祭と東インドの聖地オリッサ州プーリーにあるジャガンナート寺院ラト･ヤートラー祭(Rath Yātrā 

｢山車の行進｣)との関係を学んだ。毎年7月になると、この祭りを思い出す。シャー会長は、日本

で更紗展覧会の開催の夢をお持ちである。この夢の实現を期待している。現代では、世界最安値

車｢TATA NANO｣がある。TATAのこの新車発表会に参加し、エローラ石窟寺院(世界遺産)を思い出

して、今更ながらインド人の持つ創造力･技術開発力に驚嘆した。その他、有権者7億人が演じる

世界最大の民主主義。この総選挙を2005年と2010年の2回も、現地で目の当たりにした。インド

は途方もない天才数学者ラマヌジャン(1887－1920)を生んだ。その出生地タミル･ナド州クンバ

コナムにある彼の生家を訪ねたこともある。 

2. インドの叡智と生活 

インドは広大な国土に多民族、多言語、多宗教が共存し、インダス文明に遡る長い歴史を有し、

2. インドの雑想 
Some Memories of India 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rath_Yatra
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E8%BB%8A
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何事も多種多様に満ち満ちて奥が深く語り尽くせない。そんな中で、インド5千年の叡智として、

現代のインド人の日々の生活に根づいている知恵は何かと観察した。それはヨガとアーユル･ヴ

ェーダ、そしてインド占星術の3つと理解した。時代や場所が如何に変わろうと、｢健康であり

たい。美しくありたい。より良い人生を送りたい｣と願う気持ちに変わりはない。そのインド流

の回答が、この3つの科学である。 

(1)ヨガ 

早朝にヨガを楽しんでいる多くの人を見かける。ニューデリーにある国立モラルジ･デサイ･ヨ

ガ学院に、あしかけ4年間にわたり通った。出勤前の早朝午前6時から7時の一般コースを選択。

この学校は、インドの伝統であるヨガを国民の健康に役立てるため、国が主体となってヨガの効

果について科学的な調査研究を行い、広く国民の利益の為に｢予防医療としてのヨガ｣と｢慢性病

の治療としてのヨガ｣の普及を行っている。ラジオ体操くらいに思って始めたが、そんな簡単な

ものではないことが直ぐにわかった。ヨガをマスターすると聖者となる。インド社会には2つの

生き方がある。世俗世界で経済力と権力の頂点に立つ覇者マハ･ラージャへの道、そして世俗か

ら離れて悟りを開き、精神世界の頂点を極めた聖者となり、世俗の人々を導くヨギ･ラージャへ

の道。世俗で生きる一般人の人生は4つの期間: 学生期、家住期、林住期、遊行期に分けられて、

世俗にあっても人生の後半は世俗から離れて、言わば林に住む生活が推奨されるという極めてス

ピリチュアル人生の教えがある。インド人のヨガ仲間に初孫に恵まれた感激の話をしたら、｢い

よいよ林に移る時期が近づきましたね｣と言われた。 

(2)アーユル･ヴェーダ 

インドの伝統医療であるアーユル･ヴェーダは、毎日の食事に反映されている。病気の90%は誤

った食習慣によって生じているので、病気の90%は食事療法によって治すことが可能だと言う。 

私のインドの友人の一人は糖尿病を患い、毎年７月～9月雤季になると、3週間インド南部のケ

ーララ州、或いはタミル･ナド州コインバトールにあるアーユル･ヴェーダ病院に通って30年以上。

そんな彼から教えられた。｢心と体と魂の3つのバランス｣を回復させるのだと言う。アーユル･ヴ

ェーダ病院は敷居がちょっと高いと話したら、先ずはSPA(療養目的の温泉)から始めてはどうか

と助言を受け、ヨガの聖地リシュケシュを眼下に見下ろす｢アナンダ･イン･ザ･ヒマラヤズ｣を2回

訪ねた。ここは世界ベスト10に入るSPAセンターだ。朝は、ヨガと散歩或いはガンジス河で沐浴。

午後は、アーユルヴェーダ･マッサージ。 

そして夕方は、インドヒマラヤ山脈に落ちる夕陽に向かって瞑想を行う。浴槽には真っ赤な

バラの花びらが浮かび、浴室全体がローソクの火でローズオイルの香りが充満する。そんなお

風呂を自分の部屋で味わいリラックスした。ここはマハ･ラージャの館をSPAセンターに造り変

えたもので、海抜約800mの小高い山の頂きにある。夜は満点の星、朝は百鳥のさえずり、季節

の花々が咲き乱れ、微風が吹く静かな別天地である。 

(3)インド占星術 

インド占星術は、特に結婚相手探しに威力を発揮している。毎週日曜日になると、結婚相手探

しの新聞広告増補版が配達される。これは親が子供の結婚相手を捜す広告である。カースト、年

齢、職業、年収、身長、学歴、趣味、出身地、肌色、宗教などなどの希望条件が並べられて、神
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様が決めた息子や娘のパートナーを探す世界が広がっている。その最低必要条件は、何と言って

もホロスコープがマッチングすることだ。親は子供が生まれると、その子の生まれた日時(何年

何月何日何時何分何秒)と場所を正確に記録して占星術師にホロスコープ(出生時の星の配置)を

書いて貰う。これが一つのパスポートとなり、伴侶探しは、これを相手に出して双方がマッチン

グを確認し合うことがヒンドゥーの慣わしである。インド占星術はお日柄も見る。イギリスから

分離独立したパキスタンとインドは、何故か独立記念日が一日だけ違う。英国が指定した1947年

8月14日を、インド占星術師がインドはこの日では祝福されないと進言した背景があることを、

当世この学問の大家であるK.N.ラオ教授より教えられた。ラオ先生は、最高裁で｢インド占星術

は大学で教授するに値する科目である｣と争って、2004年5月5日、最高裁判決が下り勝利した。

その裁判闘争の中で行った意見陳述の中で、インド独立に際しインド占星術が果たした役割につ

いて明らかにした。そのさわりはこうである。 

  《インド占星術家ハルデオ･シャルマ･トリヴェディに拠れば、1947年に英国の統治者達が｢イン

ドの独立は8月14日｣と決定を下した時に、ウッジェインの占星術家は後にインド初代の大統領に

なるバブ･ラジェンドラ･プラサドに対し、インドは｢この日では祝福されない｣ことを伝えた。こ

の日のいかなる時間を選択しても英国は認める用意がある事を知らされたので、自分(トリヴェ

ディ氏)は真夜中を主張した。月の位置が昼より幸運だから(プシャヤ･ナクシャトラ）が第1の理

由。次に、ヒンドゥーの二大神話、｢ラーマーヤナ｣に登場するラーマ神、そして｢マハーバーラ

タ｣に登場するクリシュナ神の誕生時刻(アビジット)が、それぞれ昼の中間時刻と夜の中間時刻

であることから、この時刻であれば祝福される。この場合は夜が先に選択されている。14日の日

の入り時刻が午後5時33分31秒、15日の日の出の時刻は午前6時57分31秒をとり、この間の中間時

刻は15日午前零時15分。この時刻の前後20分が祝福される許容範囲であることから、ネルー首相

はインドの臨時国会を14日の真夜中に召集して、15日午前零時の鐘の音と共に独立を祝ったので

あった。1947年8月15日午前零時零分一秒が、独立国家インドの誕生時刻となった》 

インド占星術はその人の輪廻転生(前世、現生、来世)のみならず、一国の政治、経済、自然現

象などいろいろな分野を予測して、将来を読む一助になる情報を与えてくれる。たかが占いと馬

鹿にしてはならないと反省した。1857年、セポイの乱から始まった英国からの自由独立闘争は、

まさにインドの独立後の将来を祈って最後の一秒獲得まで続いた歴史なのだと理解した。 

3. さいごに 

インドは、今やBRICSの一角を占めて世界中から注目を集めて存在感を増している。インド外

交の圧巻は、昨年2010年。国連安保理常任理事国5ヶ国の首脳が相次いでインドを訪問し、トッ

プセールスが展開されて、言わばインド争奪戦が繰り広げられ注目された。インドの都ニューデ

リーで暮らし、世界中から押し寄せた多くの要人訪問ドラマを目のあたりにした。訪れた人々は、

それぞれ一陣の新たな風を巻き起こした。大統領宮殿での祝賀や首相官邸での式典、又、要人に

同行して迎賓館(ハイデラバード･ハウス)にも足を運んで、そんな風を肌で实感した。インドに

吹いている風は、順風満帆の感がある。我が日本勢は、風の神様マルチを社名に戴く｢マルチ･ス

ズキ｣社が先頭に立って勢力を増しつつある。政界、官界、産業界、学界、観光など幅広い分野

での日印交流の一層の拡大発展を祈念したい。 

私は日本に帰国して、火曜日は猿の神様(ハヌマーン)のお祭りの日であったことを思い出す。

絵本を片手に孫に孫悟空の話をしながら、風の神様の子供であり、孫悟空の原型とも言われるハ

ヌマーンに乗ってインドに一飛び、一陣の風を巻き起こす夢を見る。                       了 

 

筆者: 吉野 宏 よしの･ひろし  

1953 年生まれ。東京大学理学部卒業後、三菱商事勤務。 

現在インフラプロジェクト本部付、インド特命担当。 

『鉄道車両輸出組合報』2008年 4 月発行 235 号～2009 年 1月発行 238 号に 

｢インド最新事情～鉄道は国家なり～｣を連載。 

『鉄道の世界史』(悠書館、2010 年)に｢独立後のインド鉄道｣を執筆。 

以上 
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日印協会個人会員  中島 敬二 

1. はじめに 

世界的霊能者であるサイババは 4月 24日亡くなり、彼の死去は世界中で大々的に報道された。25日

にはマンモハン･シン首相、ソニア･ガンディー国民会議派総裁、クリシュナ外相等が、全ての予定をキ

ャンセルして、空軍機でサイババの遺体が安置されているアンドラ･プラデシュ州プッタパルティを訪れ

て哀悼した。26日には 1.6kmの信者の列が並び、27日のヒンズー教式の国葬には、チベット仏教僧やイ

スラム聖職者等、政治家、軍高官ら数十万人が参列し、世界各地数百万の信者から神秘的な力を持つ生

き神として崇められたサイババの死を悼んだ。サイババに関しては沢山の書物で書かれているので、こ

こでは以下簡単に触れるにとどめたい。 

 サイババは、1926年、プッタパルティという小村の貧しい家で誕生した。但し、カーストはクシャト

リアであった。14歳のとき、「自分はシルディ･サイババの生まれ変わりでシヴァ神の化身であり、人々

の悩みを取り払うために降臨した」と宣言し、説法を開始した。不治の病を治すという数々の奇跡が人々

に知られるようになり、サイババの名前は次第にインド全土に広がった。 

1990 年代末から 2000 年にかけて、サイババに対する批判が高まった。主な批判は、サイババの物質

化(?)はインチキな手品であることとか、青尐年への性的虐待とサイババ病院の臓器売買の噂であった。

ヨーロッパのメディアがスキャンダル記事を掲載し、さまざまな波紋を生んだ。日本でも、サイババは

ペテン師であるとの風評も出た。 

このメディア報道により、ユネスコは、2000 年 9 月に予定されていたサイババ教育機関主催の｢世界

価値教育会議｣への出席を急遽取りやめた。サイババは一連の批判に対して、｢誰もこういった虚偽の申

し立てを恐れる必要はありません。どうして自分が犯していない過ちを恐れなければならないのですか?｣

泰然自若の態度をとった。 

 インドでは、バジパイ元首相や最高裁判所元長官らがサイババは潔癖であり、批判の内容は事实に反

するという声明文を発表した。2001 年を迎えるとサイババの活動は見直され、再び信奉者が増え始め、

無料の病院や学校、水道設備の供給といったサイババの社会奉仕事業が高く評価されるようになった。

また、同年、ノーベル賞選考機関はサイババにノーベル平和賞を与えることを決めた（サイババは辞退）。

ユネスコは 2004年、ユネスコの間違った対忚に謝罪した。 

私はこのサイババに約 10年前にお会いし、｢サイババ体験記｣を書いた。今回はこの体験記の一部を抜

粋してご紹介しようと思う。 

 

2. 私のサイババ寺院訪問動機はとても軽い好奇心 

私はサイババ信奉者ではないが、この有名人を一目見ておきたい、そして本当に超能力者なのかどう

か知りたいという軽い気持ちの好奇心で、2001 年 11 月アンドラプラデシ州のサイババ寺院を家内と共

に訪問した。サイババ寺院を訪れても、直接サイババに会うことはとても難しいと言われていたので、

遠くからサイババの姿が見られればそれでよいという軽い気持ちであった。 

 私がサイババの名前と彼の顔を初めて知ったのは、1989年である。取引先のインド人社長室で、髪が

伸び放題の目玉が大きく目つきの鋭い異様な男の顔写真を初めて見た。私は、この社長の目つきが写真

の人物ととても似ていたので、｢あなたの御父さんですか?｣と、尋ねたところ、彼は｢とんでもない。こ

のお方は、父親以上に尊い人で、お名前はサイババ師というのだ｣と。 

 この社長は写真に向かって一礼した後、私にこう語った。 

｢サイババ師は神であり、私の命の恩人である。20 年前のことであるが、サイババ師の使者より『○月

○日には家を離れよ』との連絡が入ったので家族全員ホテルに避難した。その日の深夜、自分の家が全

焼した｣と。私はこの話を聞いていい加減な話だと、思った。サイババという人物が若し神様なら、｢○

3. 私とサイババとの出会い 
I and Sai Baba  
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月○日は火事が発生するので注意せよ｣ともっと具体的に親切に言ってくれるはずではないかと、思った。 

だが、その数年後、私はそのインド人友人にサイババ寺院訪問の手配をお願いした。 

 

3. 初日でのサイババとの出会い 

私は VIP席に座ることができた。そこから 150ｍ離れた特別入口(サイババの住居と大講堂の渡り廊下

の通路)から、オレンジ色のインド服を着た人物がゆっくりと舞うように軽やかに登場してきた。大柄の

男と私は思っていたが、遠くから見るサイババは 160㎝程度の小柄な男性であった。 

 サイババの歩調はその後もきわめてゆっくり。会場には 1万人以上の人がいたが、多くの人たちは、

サイババに自分の願いを書いた手紙を必死に差し出す。サイババが手紙を受け取ってくれたら、その願

いは叶うと言われているからである。私はこのことを知っていたが、信者でもない私がサイババに手紙

を書くことに抵抗感があったので、私は手紙を書かなかった。 

サイババは、この時は 2通の手紙しか受け取らなかった。手紙を受け取ってもらった人の顔の表情は

至福そのものであった。一方、手紙を受け取ってもらえなかった多くの人たちは、サイババが通り過ぎ

ると、その顔には失望感が漂った。でもそれは一瞬のことであり、｢今日はだめなら、明日がある｣とい

う感じに戻り、彼らはサイババの後ろ姿に向かって再び拝み始めた。 

 サイババは中央の椅子に向かい始めた。私の同席者たちは、一斉に、サイババに向かって手を合わせ

拝み始めた。私は、どうしたらよいか迷った。サイババの恩恵にはできたらあやかりたい。でも私の自

尊心がそれを許さない。何も分かっていないのに、欲得で迎合するのはいやだ。そんな複雑な気持ちで

迷っている内に、サイババはどんどん近寄ってくる。肝を据えて、拝むことはやめにしようと決め、一

人の冷静な観察者としてサイババの本性をこの目で見届けようという気持ちに変えた。私は、サイババ

の顔を直視した。そんな私をサイババは見た。それまで柔和な表情で同席者にアイコンタクトしていた

サイババが私を見た瞬間、とても険しい目つきに変わった。 

 

4. 私はサイババ宛て手紙を書いた 

翌朝 4時にそのサイババの険しい目つきで目が覚めた。突如として、今日はサイババに手紙を書いて

みようという気持ちになり、｢My dream to see you came true. I will try to understand YOU more and 

more in my life｣という内容の短い手紙を書いた。 

 

5. 私は確かに見た! サイババが空中から灰、金の首飾り、宝石指輪を取り出したのを・・ 

7時半ごろ、サイババは、昨日と同じオレンジ色の服装で大講堂に現れた。ゆっくり歩きながら、時々

立ち止まり信者から手紙を受け取る(でも全部で 3通だけだった)。暫くすると、彼は右手を挙げて親指

と人差し指を擦った。その途端、手の中から白い粉末が出てきた。この灰を受け取った信者はそれをあ

りがたく押し頂き、額や体などにすりつけた。 
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 当日はサイババ寺院奉仕団員へ感謝日。今度はキラッと光るものを空中から取り出した。かなり大き

な金のネックレスであった。それからしばらくの間は、サイババの宝石指輪ワンマンショーであった。

出すわ、出すわ、次々と空中から指輪を取り出し、奉仕団の人たちに与える。サイババの手は小さくそ

してしなやかであり、ほんの 4～5ｍ先の至近距離でその光景を見て、これはマジックではなく、本当に

空気中から取り出していると考えざるをえなかった。何とも表現できないようなゾクゾク感が体中に充

満してきた。 

 

6. サイババが私の手紙を受け取る! そしてサイババとの私の短い会話 

この後、サイババは祈祷室に入っていった。これで本日の行事は終わりである。聴衆も席を立ち始め

た。同席した人たちも帰り仕度を始めた。サイババには手紙を受け取ってもらえなかったが、私のすぐ

目の前で 30分ほどのサイババショーを見ることができたので私は大満足であった。 

 さあ、帰ろうと、立ち上がろうとした瞬間である。サイババが祈祷室のドアを尐しだけ開けて、私の

座っていた席の幹部たちにアイ･サインを送り出した。彼は何人かの人の名前を呼び、名前を呼ばれた人

たちは嬉しそうにサイババに向かって合掌した。再びサイババは部屋の中に入ったが、その時、私もサ

イババに向って合掌していたのである。 

 ｢おい! おい! お前は何をしているのだ。お前は信者でもないし、名前も呼ばれていないのに･･｣と、

私は自分自身に問いかけた。サイババ･パワーを感じて、体が熱くなり無意識にとった私の行動であった。 

 これで本日の行事が終わりと思ったとき、私にとっての奇跡が起こった。またサイババがドアを開け

て、私たちの方を見始めたのである。私とサイババの目が合った。昨日とは別人、いや別神の柔らかい

優しいまなざしであった。私はとっさに、手紙を握っていた右手を尐し上げた。サイババは暫く私を見

つめた後、私の方にゆっくり歩み始めてきた。足音もなく、舞っているように近づいてきて、私の前で

彼の足は止まった。 

 間近に見るサイババは、とても 75 歳には見えなかった。その時私が受けた印象は、40 代後半の男性

であり、とても近寄りがたい神々しさを感じ、その姿を見て、私は拝み始めた。彼は右手を出してきた

ので、私はうやうやしく手紙を差し出した。受け取った手紙を開封もせず、暫く眺めている。彼は透視

で中味が読めてしまうということを聞いてはいた。わずか唇を動かし、それからかすかに頷き、私に至

宝とも言える微笑を投げかけてきた。1 万人以上の中の私だけに投げかけてくれた私専用のほほ笑みで

あった。私もほほ笑みもって忚じた。 

 彼は“Your name ?”と小さな声だったが、はっきりした声で私に話しかけた。英語発言の｢ナカジー

マ｣とジに強いアクセントで自分の名前を伝えしたところ、サイババは｢ナ･カ･ジ･マ｣と、日本人と同じ

発音で彼の記憶に残すがごとく呟いた。感激と興奮で酔ってしまったこともあるが、私が我に戻ったと

きには、サイババはそこにおらず、祈祷室の部屋に姿を消す寸前であった。まわりの人たちからは｢すご

いことが起きた。あなたは非常に幸運な人だ!｣と、興奮しながら祝福された。 

 

7. サイババとの出会い後の私の気持ちの変化 

ごく最近の話であるが、インドの友人にこのことを話したら、その後再度サイババ師に会ったかとの

質問があった。私としては、一度会って自分の好奇心を満足させられたので、再度会いたいという気持

ちは起こらず、サイババ寺院訪問はその後实現していないと答えた。この友人は、｢貴方は 10 年前に 1

回の訪問で奇跡的にサイババ師と会えた人である。だから、再度サイババ寺院を訪問していたら、また

会うことができたであろう。私は 30回以上サイババ寺院を訪れているが、まだ一回もお目にかかれてい

ないのに･･｣と、うらやましそうにつぶやいた。 

 この友人はさらに言う。｢サイババ師と会ってから貴方の運はよくなったでしょう｣と。これはその通

りである。彼と会った以降の私の人生において、仕事面･生活面でいくつかの危機に遭遇したが、そのた

びに運命の女神の恩恵に浴すことができ、難なく乗り越えることができたのは事实である。でも、これ

がサイババのおかげなのかは私にはわからない。 

私は定年後の62歳の年、元勤務先の住友商事よりインド関連会社経営を依頼され、再びインドに来た。



 

10 

戻ってきたというべきだろうか。そしてこの任務が終わった以降の現在もインドに留まり、8 社のイン

ド会社の顧問をしながら、自分自身の会社も 2社所有するに至っている。どう考えても私の能力を考え

ると、出来過ぎである。傲慢ないい方であるが、その後の私の人生では想っていることが、实現してし

まうことが極めて多いのである。 

 たとえば、嫁いだ娘の子ども(私の孫)と一緒に住んでみたいと想ったが、インドに婿のための事業を

立ち上げて、現在娘夫婦と 2人の孫娘と同じ家に住んでいることも一つである。これもサイババのお陰

なのか? そんなことはあるはずがないと思っている。 

 だが、サイババのことなど何とも思っておらず、その存在すら普段は忘れていた私は、サイババの病

状悪化を耳にした突端、私の心は騒ぎ、何とも云われない寂しい気持ちとサイババに対する親密感が湧

き起こり、もう一度会いたいという気持ちになった。突然体内から出て来たこの不思議な気持ちは何だ

ろうか? 目を閉じると、サイババの鋭いが優しいまなざしが浮かぶ。なぜなのだ? いくら考えてもわか

らない。私の妄想に過ぎないのかもしれないと思い直し、忘れるように努めているが、目を閉じるとあ

のサイババの顔が現れる。                                                                以上 

 

筆者: 中島 敬二  なかじま･けいじ 

1944年生まれ、慶忚大学経済学部卒。 

現在インド企業 8社の顧問をしながら、 

デリーにて金型製造会社とコンサルタント会社を経営。 

主な職歴は、住友商事理事、自動車部長、インド住商社長、 

デリー商工会長、クボタリース社長、 

DMICプロジェクトのインド政府アドバイザー、 

インドのトラック･バス製造会社の取締役、立教大学非常勤講師。 

インド駐在期間 13年。 

Ⅰ. 内政  

4月 3日 

 ヒンドゥスタン･タイムス紙は，インド中央捜査局が，第 2世代携帯電話(2G)用周波数における不正

疑惑で摘発され現在拘留中のラジャ前通信 IT大臣についての起訴状を提出した旨報道。 

 

 

 

 

 

 

4月 5日 

 タイムズ･オブ･インディア紙は，南アジア地域のマオイスト･グループが、ナクサライト運動を強化

するために、5年ぶりに再集結することを決定した旨報道。 

4月 13日 

 タミルナードゥ州、ケララ州及びプドゥチェリー中央政府直轄領で州議会選挙の投票が行われる。開

票は、4月 18 日～5月 10日にかけて 6回に分けて投票が行われる西ベンガル州と、4月 4日及び 4

月 11日の 2回に分けて投票が行われるアッサム州の開票とあわせて、5月 13日に行われる。 

4月 19日 

 英字各紙は、18 日にマハーラシュトラ州ジャイタプール原子力発電所の建設に反対するデモに警察

が発砲し、住民 1名が死亡、住民 8名と 40名以上の警官隊が負傷した旨報道。 

4. インドニュース(2011年 4月) 
News from India 

メモ： 
上記報道によれば、起訴状は、スワンテレコムの前身の会社2社が、2Ｇ周波数免許の割り当て条件を満
たしていなかったにもかかわらず、ラジャ前大臣が既存のガイドラインを適用せずに割り当ての優先順リ
ストを操作し、また、ラジャ前大臣は、スワンテレコム及びユニテックの申請を優先的に受理するため、イ
ンド電気通信規制庁、法務大臣、総理大臣の助言を無視し、一方的に提出期限を前倒しした旨主張して
いる。 
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4月 24日 

 サティヤ･サイババ氏が、アーンドラ･プラデーシュ州の病院で心不全のため死亡(享年 85歳)。 

 

 

 

 

4月 26日 

 シン首相は、チャバン･マハーラシュトラ州首相、ラメシュ環境･森林相のほか原子力庁長官や原子力

公社総裁らの出席の下、ジャイタプール原発計画及び原子力安全に関するレビュー会合を開催し、既

存の原子力規制委員会に代わる、独立した原子力規制機関を創設するための法案を次期国会に提出す

ることを決定。 

Ⅱ. 経済  

4月 6日 

 ヒンドゥー紙は、ハイデラバード･メトロ･プロジェクトを实施するために設立された特別目的会社

L&Tメトロ･レイル Ltdが、プロジェクト实施に係る資金体制を確立させた旨報道。 

 

 

 

 

4月 8日 

 エコノミック･タイムス紙は、マハーラシュトラ州政府が、ムンバイ湾横断海上道路(MTHL)の建設母

体をムンバイ都市圏開発公社(MMRDA)に決定したことを発表した旨報道。 

 

 

 

 

 

 

4月 11日 

 インド原子力庁は、バナジー･インド原子力委員会委員長とスタッグ駐インド英国大使が｢民生用原子

力協力に関する共同宣言｣に署名した旨発表。 

4月 13日 

 ヒンドゥー紙は、デリー･メトロ公社が、CO2換算で 82,000トンを日本カーボンファイナンス社に売

却することにより、2008年と 2009年で 2,000万ルピー以上の収入を得た旨報道。 

 

 

 

4月 15日 

 英字各紙は、インド原子力公社(NPCIL)がインド国内のすべての原子力発電所への追加的安全措置を

とることを決定した旨報道。 

 

 

 

 

 

4月 19日 

 インド商工省は、2010年度の輸出額が前年度比で 37.5%増加したと発表。 

 

 

メモ： 
上記報道によれば、ステート･バンク･オブ･インディア率いるコンソーシアムは、1,148 億ルピーの借り入
れを承認し、Ｌ＆Ｔグループは、344 億ルピーの資本注入を行う。同プロジェクトはアーンドラ･プラデーシ
ュ州を通じ、中央政府から 145.8億ルピーの採算性のギャップを埋める補助金を受け取るとされている。 

メモ：  
上記報道によれば、ＭＴＨＬは 6車線の道路と 2本の鉄道からなり、ＰＰＰ方式により全 2フェーズで建設
され、建設費用は 1,100億ルピーと見積もられる由。また、同月28日の報道によれば、ＭＭＲＤＡはＭＴＨ
ＬのＦ/Ｓのためのコンサルタント選定国際入札を 4月27日に発表し、当日は16社が入札書類を購入、ま
た、アスタナＭＭＲＤＡ総裁が、ＪＩＣＡとＭＭＲＤＡが協議を行い、ＪＩＣＡは本案件に対する融資に関心を示
したと述べた旨報道。 

メモ：  
上記発表によれば、2010年度の輸出額は 2,459億ドルで初めて 2,000億ドル(同年度の目標額)を超える
とともに、貿易赤字が 1,044億ドルに減じた由。 

メモ： 
上記記事によれば、デリーメトロは、回生ブレーキを使うことにより国連のクリーン開発メカニズムに登録
された初めての鉄道プロジェクトである由。 

メモ： 
上記報道によれば、ＮＰＣＩＬの作業部会による提案の中には、地震活動を察知し自動的に原子炉を停止
させる新しい技術の導入や沸騰水型原子炉2基をもつタラプール原子力発電所における先進津波警報メ
カニズムの設置、海岸付近に位置するマドラス及びタラプール原子力発電所における追加的海岸防護措
置、及び使用済燃料プールへの注水点の追加などが含まれる。 

メモ：  
サイババの死亡に際しては、パティル大統領が国賓訪問中のモーリシャスから弔意のメッセージを発出
した他、シン首相やソニア･ガンディー･コングレス党総裁も、26 日にアーンドラ･プラデーシュ州を訪れ、
故サイババ氏に最後の祈りを捧げ、た。27日には国葬が行われ、数十万人が参列した。 
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4月 20日 

 ヒンドゥスタン･タイムス紙は、アレバ社のウルセル原子炉部門社長が｢本年中旪までにジャイタプー

ル原子力発電所の商業協定に署名したく、我々がインド原子力責任法の規則の成立を待っている｣と

述べた旨報道。 

 

 

 

 

4月 27日 

 ヒンドゥー紙は、デリー準州がポッド･カー･システム(乗員定員 7人で専用軌道上を走行する小型電

気車両)の導入を検討している旨報道。 

 

 

 

 

 

Ⅲ. 外交  

4月 13日 

 BRICS首脳会合の機会に、シン首相とメドヴェージェフ露大統領との間で印露首脳会談が行われ、原

子力の安全と基準を再検査することを協議するとともに、安全が保証されれば、原子力に代わる経済

的にも環境的にも完全な代替物は今日では存在しないことを確認。 

 BRICS首脳会合の機会に、シン首相と胡錦涛国家主席との間で印中首脳会談が行われ、2011年を公式

に印中交流年に設定。また、胡錦涛国家主席はシン首相を、シン首相は胡錦涛国家主席をそれぞれ自

国に招請し、両首脳はこれを承諾した。また、国境問題に関する協議･調整のための作業メカニズム

の構築に原則合意した他、シン首相から、より投資に焦点を当て印中関係を高めること、中国が特に

IT、製薬、農作物、エンジニア部門におけるインドからの輸出のためによりよい市場アクセスを提供

するべきことに言及。 

4月 14日 

 シン首相は，中国三亜で開催された BRICS首脳会議に出席。 

 

 

 

 

4月 19日 

 クリシュナ外相は、インド外務省の｢2010年国家安全保障年次レビュー｣公表に際し講演を实施。 

 

 

 

 

 

 

4月 21日 

 ネパールの英字各紙は、クリシュナ外相が 20日にネパールを訪問し、カナル･ネパール首相と会談し

た旨報道。同会談上、クリシュナ外相からカナル首相に対し、ネパールにおける不安定な状況の長期

化はインドへの越境犯罪を煽りかねず、結果的にインド･ネパール関係を損ないかねないとの懸念を

表明。 

4月 28日 

 27日～28日にかけて、第 5回印パ商務次官協議がイスラマバードで開催され、協議後に共同声明が

発出される。 

メモ：  
この講演の中で、クリシュナ外相は、パキスタンとの関係では、インドは開かれた精神で未解決の問題を
解決するため対話の道を求めてきたこと、中国との関係では、他国の懸念に関し相互に敏感さを持つと
の原則に基づき両国関係を築くことを求めてきたと述べるとともに、東日本大震災にもふれ2004年のイン
ド洋大津波以降インドは災害救助能力の強化のため多くの措置をとってきており，宮城県での国家災害
対応部隊の活動はその能力を示すものであった旨発言。 

メモ： 
上記報道によれば、アレバ社は，欧州加圧水型炉(ＥＰＲ)の設計であれば福島第一原子力発電所の事故
は起こらなかったとしつつ、ジャイタプール原子力発電所建設に向けた最大の障害は、供給者責任法に
関する厳格な条項を持つインドの原子力責任法であると述べている由。 

メモ： 
今回のＢＲＩＣＳ首脳会合でははじめて南アフリカが正式メンバーとなり、ブラジル(Ｂ)、ロシア(Ｒ)、インド
(Ｉ)、中国(Ｃ)、南ア(Ｓ)の 5カ国で開催。また、初めてのアジアでの開催となった。2012年の次回ＢＲＩＣＳ首
脳会合は、インドで開催される。 

メモ： 
ポッド･カー･システムは、道路の中央分離帯に直径 40ｃｍの柱を建てて、幅 1.6ｍの高架軌道となるもの
で、バッテリー電源で走行する。この技術はグルガオンで先行しており、2011年 1月にグルガオン地方長
官が本プロジェクトの担当として任命され、105ｋｍに及ぶ計画が発表されている由。 
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 インド外務省は、スーダンのケルティ外相及びクフ南部スーダン政府大統領府担当大臣が訪印し、ケ

ルティ外相は 27日に、クフ担当大臣は 28日にそれぞれクリシュナ外相と会談した旨発表。 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ. 日印関係  

4月 6日 

 英字各紙は、日本からの食品への放射能汚染が懸念される中、インド政府は向こう最低 3ヶ月間の日

本からの食品の輸入停止を決定した旨報道(注: パイオニア紙のみ、インド保健家族福祉省の食品安

全局は、日本からの食品輸入を 3ヶ月または放射線の危険が許容範囲まで戻ったという信頼できる情

報が得られるまで停止する勧告を行ったと報道)。 

4月 8日 

 ラオ外務次官が訪日し、別所外務審議官及び佐々江外務事務次官との間でそれぞれ外務次官級政務協

議及び外務次官対話を实施するとともに、松本外務大臣を表敬訪問。 

 英字各紙は、インド政府は日本食品の輸入に関しシャルマ商工大臣が議長を務めるハイレベル会合を

開催し、日本からの食品の輸入の全面停止は行わず、そのかわりすべての食品荷物の検査を实施する

モニタリングの強化で対忚することを決定した旨報道。 

4月 12日 

 ヒンドゥー紙他は、東日本大震災におけるインドからの支援に対する菅総理の謝意広告を掲載。 

4月 21日 

 ヒンドゥスタン･タイムス紙は、福島原子力発電所事故に対処するため、インドが IAEAを通じて専門

家を派遣することを提案した旨報道。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の注目点： 福島第一原子力発電所事故とインド 

 高い経済成長に伴いエネルギー需要の急増が見込まれるインドでは、原子力発電の積極

的な推進を通じてこの問題に対処しようとしていたことから、東日本大震災による福島第

一原発事故は同国でも大きな関心が寄せられている。インド政府はシン首相自らが、イン

ドの原発の安全性は確保されている旨述べるとともに、気候変動やエネルギー安全保障と

いった問題に対処するため、すべての国がとらなければならない｢不可欠の選択肢｣の 1

つであり続けると確信していると述べ、原子力エネルギーの役割を再考する考えはないこ

とを明言している。また、インドの主要紙の報道振りも、原発政策は、安全性を確保の上、

推進すべきという論調が大部分を占めている。一方で、ラメシュ環境･森林大臣は、1 万

ＭＷの発電能力を持つジャイタプール原発の建設計画に関し、｢(福島のように)1 つの場

所に巨大生産能力を持つ原発団地建設のコンセプトを再考すべきではないだろうか｣と記

した書簡をシン首相に送付した旨報じられており、また、ジャイタプールでは原発建設に

反対する住民と警官が衝突し住民 1 名が死亡する事件も起きている。ロシアによる原発

建設が計画されている西ベンガル州ハリプールに関しても、全印草の根会議派のバナジー

総裁が｢ハリプールは人口密集地であり原発建設に適した場所とは言えない｣と述べ、今後

の対応に含みをもたせる発言を行っている。 

メモ： 
インド外務省によれば、スーダンにおけるインド出身者及び非居住インド人は1万人。また、スーダンにお
けるＰＫＯ武装要員の約 3分の 1はインドが派遣してきている他、アンゴラ･ナイジェリアと並びインドにと
ってアフリカにおける炭化水素の重要な生産国であり、今回インドは石油･天然ガス部門の協力のための
インド･スーダン作業部会を立ち上げた。また、南部スーダンについては、インドは 2007年 10月にジュバ
総領事館を立ち上げた最初のアジアの国の 1国であり、同総領事官は間もなく大使館に昇格予定の由。 

メモ：  
本協議では、パキスタンによるインドへの最恵国待遇の付与や、現行のポジティブ･リストによる貿易から
ネガティブ･リストによる貿易への変更に対する前向きな姿勢が示されたほか、ビジネス査証の発給を促
進することで一致するなど、極めて包括的かつ生産的な協議となった。 
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＝◇ 今後のイベント ◇＝ 

◇インドを語る集い<様々なインド>第 25回 ご案内 

｢インド細密画の魅力｣についての講演です。お申込は、先月号に同封のお申込み用紙をご利用下さい。

お電話でも承っております。皆様のご参加をお待ち申し上げております。 

日  時: 2011年 5月 27日(金)     17：30～19：00 

会  場: 公益財団法人日印協会  事務所 

東京都中央区日本橋茅場町 2－1－14  スズコービル 2階 

講  師: 辻村 節子(当協会会員･細密画愛好家)  

定  員: 30名(先着順)  

参加費: 協会会員無料    (非会員 500円) 

主催･問合先: 公益財団法人日印協会 

§『共同研究 多民族における宗教と文化』№14  

     編  集: 八木 祐子(共同研究代表) 

  発行所: 宮城学院女子大学キリスト教文化研究所 

非売品 

｢多民族社会における宗教と文化｣をテーマとする共同研究の、2010年度の研究会の

記録です。今号には、南アジア地域の若手研究者の南出和余氏による｢結婚前後の女性

の学歴形成-バングラデシュ農村の社会変容を背景に-｣、針塚瑞樹氏による｢ストリー

トチルドレンの｢自己決定｣をめぐる理念と实践-インドのNGOの事例から-｣の2編が含

まれています。｢ストリートチルドレンの～｣は、計 20ヶ月に及ぶフィールドワークに基づく研究です。 

 

本欄で紹介した協会所蔵の図書は、会員の方への貸し出しも行っております。 

   貸し出し期間は2週間、1回につき5冊まで可能です。どうぞご利用ください。 

   

5. イベント紹介 
Japan-India Events 

6. 新刊書紹介 
Book Review 
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<次回の『月刊インド』の発送日> 

次回は 6月･7 月の合併号となり、6月 17日(金)の発送を予定しております。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。チラシには、当協会会員に対する料金等

何らかの優待を盛り込んで下さいますよう、お願い申し上げます。 

 

<お知らせ> 

  この度、ホームページの安定運用に向けて作業を行ってきましたが、作業に伴い、当協会ホーム

ページのURLは変更無くhttp://www.japan-india.com/のままですが、IPアドレスが変わりました。

ブックマーク等で URL を登録しておいたのに、協会のホームページが見られなくなってしまったと

いう方は、検索エンジンを使って協会ホームページを改めて登録して下さい。お手数ですが、宜し

くお願い致します。 

 

<編集後記> 

3 月の地震以来、節電のために東京は何となく薄暗くなっています。最初は戸惑いましたが、今

ではすっかり慣れてしまい、これで十分と思うようになりました。一方で夏の暑さをどうやって凌

ごうかと今から心配しています。男性はドーティー、女性はサリーでクールビズ! とは流石に無理

でしょうし、扇風機では机上の資料が飛んでいくし、昔懐かしい氷柱を事務所の真ん中に立てたら

…。若い方には何のことかお分かりにならないでしょうか。 

暑い事くらい、被災地の方々のご苦労を思えば何という事はありませんね。被災地の方々を忚援

するために、協会では、9月のナマステ･インディアまで募金箱を設置し皆様からのお志を集める事

に致しました。普段は事務局に置き、イベントの時には会場にも設置致します。集まった募金は、

すべて日本赤十字社に寄付致します。皆様の善意をお待ちしております。 

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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7. 掲示板 
Notice 

日印親善のために会員の輪を広げましょう  

法人会員･個人会員の入会をお待ちします 
 

1903 年、大隈重信、澁澤榮一らによって創設された日印協会は、これまで日印の相互理解と両国

の親善増進のために、日々地道な努力を続けてまいりました。ここ数年来の日印の良好な関係がよ

り一層深まるためにも、会員の獲得は重要な課題であると考えています。インドに興味のあるお知

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            6,000 円/口             ☆入会金：個人 2,000 円 

学生            3,000 円/口                       学生 1,000 円 

一般法人会員  100,000 円/口                       法人 5,000 円 

特別法人会員  150,000 円/口        (一般法人、特別法人会員共に) 



 

 

 


