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1. 日本人のインドに対する親近感は？
Affinity of Japanese to India

―Poll by Cabinet Office

12 月 3 日、内閣府が毎年実施している『外交に関する世論調査』の結果が公表されました。内容
は下記の内閣府ホームページに掲載されていますが、日本と米国、中国、ロシア等の諸外国との関
係について全国の成人 3 千人を対象に実施したものです＊。
■インドとの関係については、
インドに対して親しみを感じる人 ······················· 40.8%
親しみを感じない人··································· 50.4%
と親しみを感じない方が 10 ポイントも高いという、正直意外な結果でした。
■日本とインドの関係が
｢良好だと思う｣人····································· 51.7%(過半数)
｢良好だと思わない｣人 ································· 31.9%
と昨年と大きな変化はありませんでした。
近年、インドは政治的にも経済的にも重要な存在として世界が注目し、日本とも政治･経済面での
関係は深まってきました。しかし一般の多くの日本人にとってはまだまだ｢遠い国｣ ｢知らない国｣
ということなのでしょうか。また膨大な貧困層の存在や 2 年前のムンバイのテロ事件で日本人初の
犠牲者がでたことなどが影響していると思われます。
インドはご存知の通りの“親日国”で、下記のような事例がいくつもあります。
終戦後の混乱期に、日本の子供たちの願いを叶え、象を贈ってくれたネルー首相
極東軍事裁判で、国際法に基づき「日本無罪論」を主張したインド代表のパール判事
戦後の経済復興に欠かせなかった鉄鉱石を唯一安定供給してくれた国
8 月 6 日の広島の原爆投下の日には、いまでもデリーの国会で犠牲者追悼の黙祷を捧げる国
昭和天皇の崩御に際しては、国喪を宣言し三日間国を挙げて弔意を示した国
現在のシン首相は、1991 年、インドが外貨危機に直面した時、わが国が緊急融資を実行した時の
大蔵大臣で、機会あるごとに謝意を表される大の親日家でもあります。現在、インドは日本政府の
開発援助の最大受給国ですが、首都デリーでの地下鉄事業における日本の総合力を高く評価し、現
在インドの主要都市では日本の支援で地下鉄事業が推進されています。
これらを通じて育まれたインドに対する親近感は、
年代別で 60歳代の方に深く刻まれる一方、
20-40
歳代そして、主に小都市に住む人々には情報も少なく、インドに対する理解も進んでいないことが
この調査結果となったものと思います。
日印交流の促進を目的とする当協会としては、来年は『日印国交樹立 60 周年』という節目となる
年でもあり、会員各位と共に、大使館等の関係機関･団体と連携し相互理解の促進に一層努めるべく
気を引き締めて臨む覚悟であります。
＊出典: 内閣府大臣官房政府広報室 外交に関する世論調査(平成 23 年 10 月調査)
URL

http://www8.cao.go.jp/survey/h23/h23-gaiko/1.html
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2. 日印協会主催 交流会
Members Gathering
『月刊インド』でもお知らせしておりましたように、去る 11 月 25 日(金)、インド料理レストラン
“マハラジャ 丸の内店”において、協会主催の交流会を行いました。会員非会員問わずインドに関
心をお持ちの方々が親しく集い、また会員同士が親交を深め、情報交換の場となる事を期待してお
りましたが、皆様にはお楽しみ頂けましたでしょうか。
当日は、在京インド大使館のパンダ公使ご夫妻、クリシュナ参事官も参加頂き、挨拶のお言葉を
頂きました。来年(2012 年)は、
『日印国交樹立 60 周年』に当たり、大使館での記念行事についても
触れられました。平林理事長の音頭で乾杯し、約 60 名の参加者は、インドの方にも｢Spicy!｣と大好
評の料理を堪能しながら歓談し、和やかな雰囲気の交流会となりました。皆様“インド”つながり
だけに、面識が無くともインドのお話で通じ合うのは、インドの包容力のおかげでしょうか。名刺
交換も盛んに行われていましたが、特に学生会員がキリッと威儀を正して社会人と名刺交換してい
る姿は、頼もしい限りです。
後半は、くじ引きを行い、当たりの方には景品を選んで頂きました。景品を手にされた方の笑顔
につられて歓声や拍手が起こり、いやが上にも盛り上がりました。
今回も、会場と料理の提供に協会法人会員の有限会社マハラジャ様に便宜を計って頂き、景品に
つきましては朝日新聞出版社様、NACIL(エア･インディア)様、石洞美術館様、河谷恵美子様、レヌ･
アロラ様からご提供頂きました。この場を借りて御礼申し上げます。
交流会に参加された、当協会の図書整理をお願いしている斎藤桃恵さん(中央大学 2 年生)から投
稿がありましたので、ご紹介すると共に、交流会の報告とさせて頂きます。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

中央大学 2 年
斎藤桃恵
11 月 25 日丸の内マハラジャレストランにて日本人とインド人、合わせて約 60 人が参加し、
日印協会主催の交流会が行われました。
――同じインドという国に行ったとしても、一人ひとり違うインドを見ている――
今回の交流会で私が一番感じたことです。
はじめまして。中央大学総合政策学部 2 年の斎藤桃恵です。私は大学でインド研究のゼミに所属
していて、日印協会はゼミの先生に紹介していただきました。現在は日印協会で図書整理のボラン
ティアをさせていただいております。未熟者にもかかわらず交流会に参加させていただき、大変貴
重な経験をさせていただきました。ありがとうございました。
私は今回初めて交流会に参加したのですが、普段触れ合う機
会の無い方のお話を聞くことができました。この交流会がなけ
れば出会うこともできないような方と交流でき嬉しかったです。
♪交流会
交流会では美味しいカレーを食べながら、方々で話に花が咲
いていました。私はその中でインドに住んでいた、あるいは住
んでいる、という方々のお話を伺いました。観光客として覗い
ただけの私が見たインドとは違う、新しいインドを見たように
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<もうすぐ乾杯>

感じました。加えてみなさまインド関連の方なのだと思うと、インドが更に身近な国に感じられま
した。
目の前にいる方がインドに駐在していたとさらっとおっしゃるわけで、私の中のインドに関わり
のある日本人に対するイメージが広がりました。インドへの関わり方は一人ひとり違うのだと再認
識したのでした。みなさまがどのような形でインドに関わりをお持ちで、日印協会に関わりがある
のだろうかと想像しながら過ごした 2 時間は興味深いものとなりました。
私がお話を伺った方の一人に元ムンバイ総領事の Y さんがいらっしゃいました。Y さんは各国に
駐在された経験の中で、子供の教育を一貫させるのが大変だったとおっしゃっていました。外交官
という立場でたくさんの国に行かれた Y さんにとって、インドはどのように映っていたのでしょう
か。
現在、現地採用で日本の会社に勤めていらっしゃる方にもお話を聞きました。彼女は大学時代に
インドに留学なさって、インドが好きでインドに基盤のある日本の会社に勤めることにしたと教え
て下さいました。彼女にとってのインドもまたきっと私の目に映っていたインドとは大きく異なる
でしょう。
他にも日本の大学で教えていらっしゃるインド人の先生、在京インド大使館の公使や参事官、ヒ
ンディー語を学んでらっしゃる学生さん、インドとの貿易会社に勤めている方、多数の業種の方が
参加されていました。きっと日常生活では出会うことのできない方々でした。
♪私のインド
私はインドが好きで、今年の夏休みに初めてインドに 3 週間行ってきました。旅のスタイルは貧
乏旅行で、宿も食事も現地価格で過ごしてきました。旅で知り合った日本人には私と同じ観光客の
他にも、自由に各国を周るような旅を住処としている人や、インドに住み着いている人、インド人
と結婚した人、などがいました。彼らと親しくしていく中で、インドにいる日本人のイメージが形
成されていきました。
こうして形成されていった私の勝手なイメージが、この交流会で覆されたのです。インドにもお
金持ちの日本人がいること、旅人としてではなく現地人としてでもなく、インドに滞在している日
本人がいること。私が想像できる形以外でも、色々な形でインドに滞在している日本人がいて、そ
れぞれの立場から見ているインドは、観光でほんの少し覗いただけの私が持つインドのイメージと
違うであろうという当たり前のことに気が付くことができました。
私はインドやインド関連の日本人が好きで将来インドに関連のあ
る仕事をしたいと思っております。今回大学生という立場で参加さ
せていただきましたが、参加されていた方が異業種間で交流されて
いたのを見て、
いつの日か名刺を持って参加できたらと思いました。
その日まで、そしてその先も、交流会が盛んに行われることを願っ
ております。
<中央 筆者>
今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
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3. 南インドの都市と田舎の散歩
My Visit to INDIA
日印協会個人会員 安藤眞吾
私は 30 年程前に、一度インドのムンバイとデリーを商用で訪ねた事がある。この二大都市の喧騒と溢れか
える人の波に呑まれそうになり、｢まだインドとは商売どころではないな｣と、私の想いからはインドは消え
ていった。
今年 3 月の東日本大震災と原発の事故を経験し、誰の目にも追い詰められた日本の国情が自分の事の様に
感じられたが、｢さてこれからどうなるのだろう。しばし静観するより他に道無し｣と考え、息子に誘われる
ようにしてインドの田舎へ。生業の開発に良き協力会社を探したい。それに念願の聖地を訪ねてみたい、と
インドへ旅立った。
近年世界で俄かに脚光を浴びた IT 産業の中心地、カルナータカ州首都ベンガルール
(旧称バンガロール)。私はムンバイで入国を済ませ、翌朝ベンガルール新国際空港に
降りて驚いた。
「へー…ムンバイ空港の雑踏とは打って変わって美しくすばらしいなー」
、
｢世界に引けを取らない近代空港だよ｣と、インドの常連である息子の寿英は自慢げに
言った。何と言っても空港はその都市の玄関である。ここは、南インド中央のデカン
高原の南端に位置する。｢インドの庭園都市｣と呼ばれ、標高 920m、人口 800 万人超、
最先端の町らしく町並みはいたって整然としていてインドらしくない。
｢第一ここは涼
しいじゃないか｣熱帯地方の酷暑を覚悟してきた私の第一印象は、予想を超えていた。
JETRO(日本貿易機構)は日本政府の出先機関で、海外進出の良きパート
ナーである。副所長のアーナンダさんは、我々を快く迎えてくれて、仕
事の協力工場を紹介してくれることになった。資料と共にベンガルール
へ進出している日系企業のリストを頂いた。上場企業から中小企業まで
150 社以上が操業しているという。インドの輸出品目のトップが宝飾製
品であるというのには、殊のほか驚いた。宝石の産地としてはさしたる
物は無いが、IT 技術を駆使して原石を加工し、低賃金という事もあって
<上: UB タワー、下: UB タワー内部>
安価で高品質の宝飾品に、世界が注目していると言う。
当地のホテルは高級住宅地にある閑静なところで、2 ベットルーム、大きなダイニングとキッチン、バス
ルーム付で家族向きである。1 泊約 8,000 円(1 ルピー約 2 円換算)と値も良い。
翌朝、散歩に出で驚いた。多くの木々の緑に囲まれた高級邸宅が続いている。その隙間から近代タワービ
ルが顔を覗かせている。中心街を走るマハトマ･ガンジー(MG)ロードを挟んで大きいクボン公園と、この高級
邸宅街に接して近代ビルが立ち並び、そこの中心に尖塔型の UB タワーが高級ブランドショップなどを展開し
ている。国際価格で私には手が出せない。
そこで旧市街に行くと見慣れたデパート、
庶民の店がある。
フード･コートもあってインド料理を堪能する。
インド名物に｢オート･リキシャ｣と呼ばれる三輪タクシーがあり、それはそれは沢山走っている。交渉次第で
値が決まり、チョコマカとまるで軽業師のように、ピーピーと警笛を鳴らしながら町を駆け抜ける。いつの
間にかリキシャのポールを握る手に汗がにじむ。
新旧好対照なこの都市は古いインドと近代が楽しめるが、やはり都会であ
る。
素朴なインドを知りたいと、
タクシーで 2 時間半ほどの田舎町を目指す。
高速道路を北上し、間も無くアンドラ･プラデシュ州に入り、めっきり緑の
少ない禿山が連なる。山上にはごろごろとした岩が不安定に点在しているで
はないか。｢アメリカの砂漠地帯とも違う、見た事の無い奇景だなー｣北上と
は言っても高地からの下りであり、次第に南国の暑さが応えてくる。椰子の
並木と田園が限りない大自然を見せてくれる。
目的地は北東に 150km 程の道のりで、地図にも無い様な田舎町のプッタ
パルティーである。一般道を走っていきなり見えてきたのが町の玄関口を
知らせるアーチである。一気に道が開け、ヨーロッパのお城のような大病
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院やら飛行場、やがて学園街が見事な景観を見せている。
ここは聖者サイババの生誕地である。ところが町中に多数の警官が非常警戒にあたっている。普通じゃな
い。
と、4 月 24 日午未明、聖者はサイババが昇天された。私は、朝の大ホールの礼拝で、この訃報を参加者の
一人として知らされ、慟哭する聴衆と悲しみを共にした。非常警戒の中、27 日の国葬は、儀礼兵による荘厳
な儀式から始められ、シン首相やアブドゥル･カラム前大統領等の弔辞を参会者の一人として拝聴し、初めて
出会った聖者に心から告別をした。
朝の散歩は自然が溢れる川沿いの道で、牛や豚や鶏の親子、猿の一家、それにカワセミなどの珍しい鳥た
ちの歓迎を受け、古き良き時代の田舎を思わせるノスタルジーを堪能しつつ、次第に町の様子や日々の暮ら
し振りが目に入ってきた。
熱帯地方の朝は早い。街角では多くの人達が軽食や飲料を楽しんでいる。仲良くボトルやカップを回し飲
みしているが、よく見ると飲むというよりは口に流し込んでいる。貴重な水分を皆と分かち合い、近親感を
深めているなんてすばらしい。真似してみても、こぼしてしまう。熱いカレーライスでも例の右手一本で、
ほど良くかき混ぜて口に運ぶ。我々は目で食べるというが、彼らは指で食べるが如し、他人の使ったホーク
などを使うより自分の指の方が衛生的でしかも省エネだという事だろう。これも挑戦したが熱くて指が受け
付けない。二度とごめんだ。
服装で目に付くのが婦人はサリー、男はなにやら腰巻を下げ、これを二つ折りにし、脛を出し裸足で炎天
下を歩いている。靴の底と変わりない本皮の足裏である。とても熱くて歩けたものではない。ビルの建設現
場で男女ともこの姿で重労働しているし、男は頭に重いコンクリートブロックをいくつも載せて、上階へと
運びあげる。
朝の門前町は露店商が席を取ることから始まり、商店の店先を塞ぐようにして並んでいるが、店はこれを
邪魔にはせずに、客寄せにもなるというのか、両者は共存しているのには理があるようだ。門前にはジャス
ミンなどの香り高い花束やレイをカゴに入れて信徒に売っている。散歩の帰りに果物屋で、｢朝のフルーツは
宝｣という事で旬の果実を楽しむ。完熟のマンゴ、パパイヤ、スイカ、オレンジ、もちろんバナナなども信じ
難い廉さである。ココナッツは台車に積んでくるが、手際よくナタで頭をカットして小さな口にストローを
さしてくれる。なまぬるいが新鮮である。
さて宿泊と医療が旅人には肝心だが、町の一流ホテルでも一泊 2 千円ぐらい、ロッジホテルの 2DK を月極
めすると一万円で泊まれる。心配していた医療だが、私自身開業医に診てもらっても、血液検査が千円しな
い。薬代は程度にもよるが 100 円台である。ブランド品でも易いのはなぜだろう。食事はホテルで食べても
美味しいし廉い。一回に 500 円遣うのは大変だ。
紀行文のおわりに
インドは｢宗教の国｣ともいわれ、ヒンドウー教をはじめ、仏教、シーク教の発祥地だ。イスラム教、キリ
スト教などの外来宗教も共存している。これら多くの宗教が根づく環境は、多民族国家にあってはお互いに
協調しあって生活する知恵があるからだろう。
そこには現代インドの父祖マハトマ･ガンジーによる｢非暴力｣
によってなしえたインドの独立が今でも根幹をなしていると実感する。これからは、｢インドの時代｣とも言
われ期待が高まる中、私は次第にこの魅力あるインドに、そしてインドの田舎にのめり込んでいくようだ。
できれば永住したい。こんな気が強く私を引き付ける。
後ろ髪を引かれる思いでインドを後にしたのは滞在 3 ヶ月たった頃であった。6 月 23 日、ベンガルール国
際空港から帰国の途についた。この度の体験は私の大きな財産であり感動であった。｢感動は必ず力になる｣、
私の過去の人生経験がそうであったように。
日印協会の会員になって久しいが、世界中を旅したはずの私はインドを
知らなかった。たかが 3 ヶ月間でも私にしては長旅であった。次回はイン
ドを覗くだけでなく、もっとどっかりすわって肌で感じ味わってみたい。
拙い紀行文だが、なにかインドの田舎を感じて頂ければ幸いである。
<筆者紹介>
昭和 9 年東京生まれ、31 年慶応大学卒業。
自営業は宝飾関係である。埼玉県川口市在住。
著作『昭和天皇を守った-男安藤明伝』(幻冬舎、2007 年)
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<象の行水 中央が筆者>

4. インドニュース(2011 年 11 月)
News from India
Ⅰ. 内政
11 月 4 日
 本年 9 月に連邦下院議会で可決されたオリッサ州の表記変更に関する関連法案に対し大統領が承認･署名
し、オリッサ州の州名がオディシャ州に変更される。
11 月 5 日
 英字各紙は、ジャヤラリタ･タミル･ナードゥ州首相は、仕事ぶりがよくないとして、IT 担当大臣や農村
工業大臣等 6 名の州政府の閣僚を更迭した旨報道。
11 月 7 日
 英字各紙は、
カラム元大統領がチェンナイの南西約 500km のところにあるクダンクラム原子力発電所建設
現場を約 3 時間訪問した旨報道。
メモ：
クダンクラム原子力発電所はロシアの支援により近々建設完了予定であったが、住民の反対により作業が
中止され、多くの労働者が帰還しているもの。カラム元大統領はマドラス工科大学で航空工学を専攻した技
術者で、インドのミサイル開発計画に関与していたことから、｢ミサイル開発の父｣と呼ばれている。今次訪問
でカラム元大統領は、原子炉には最先端の安全措置が施されており、何らパニックになる必要はない旨発
言したが、原発建設に反対している住民からは、カラム元大統領は自分たちと面談せず、原発建設計画へ
の明確な支持を表明しただけであり、失望と怒りを覚えると語っている。

11 月 16 日
 インド原子力庁は、11 日付けで原子力責任法が発効した旨発表。
11 月 22 日
 英字各紙は、22 日にジャールカンド州ギリディ県パラシュナス駅付近で、コルカタのハウラー駅発ウッ
タルカンド州デラドン駅行きの急行列車で火災が発生し、子ども 2 名を含む 7 名が死亡、30 名が負傷し
た旨報道。
11 月 25 日
 英字各紙は、西ベンガル州西ミドナプル県で、マオイストのリーダーであるキシャンジとみられる死体が
発見された旨報道。
メモ：
キシャンジ(55歳)はアンドラ･プラデシュ州出身で東部諸州を担当するマオイストのトップ。西ベンガル州では
本年 5 月のバナジー政権発足後、8 月末にマオイストとの折衝を開始し、9 月末には、マオイスト側が、治安
部隊の活動停止を条件に一時休戦を表明していた。しかし、対話には武器放棄が先決とする州政府側と治
安部隊の撤退が先決とするマオイスト側で対立が再び先鋭化し、11 月 14 日にバナジー州首相は治安部隊
による掃討作戦の再開を表明していた。

Ⅱ. 経済
11 月 4 日
 インディアン･オイル社は、
石油製造会社が1リットルにつき1.80ルピーの価格引き上げを行った旨発表。
メモ：
インディアン･オイル社は、前回(9 月 16 日)の値上げ以降、国際的な原油価格は緩やかに推移していたが、
ルピー安の影響でルピー･ベースでは値上がりとなり、内燃機関用燃料価格は 11 月に入ってからは 1 リット
ルあたり 1.52 ルピーの損失を産んでいた旨説明。

11 月 8 日
 インド商工省は、本年 10 月の貿易額の暫定値につき、輸出は前年同月比 10.8%増の 199 億ドル、輸入は
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前年同月比 21.7%増の 395 億ドルとなり、貿易赤字は前月の 90 億ドルから更に拡大し 196 億ドルとなっ
た旨発表。
メモ：
今回の商工省発表につき、英字各紙は、10 月のインドの物品輸出は 12 ヶ月で最低額となり、その結果、同
月の貿易赤字は 4 年間で過去最高となったと報じるとともに、クッラ-商務次官は、貿易赤字は懸念すべき額
であるが、輸入減速の兆候があり、貿易赤字は 11 月をピークに減少すると思われると発言した旨報道。
11 月 11 日
 英字各紙は、インド工業連盟(CII)南部支部が主催してチェンナイにおいて｢南インド･インフラ投資サミ
ット｣が開催され、ヴェール･マレーシア首相特使や寺村経済産業省資金協力課長らが参加した旨報道。
11 月 17 日
 インディアン･エクスプレス紙は、新明和工業が、日本として初となる多目的水陸両用機のインド海軍へ
の売却交渉を行っている旨報道。
11 月 23 日
 エコノミック･タイムズ紙他は、ガートナーの調査では、インドの携帯電話端末の販売数は、2012 年には
今年の 2 億 1,300 万台から 8.5%増の 2 億 3,100 万台となり、2015 年には 3 億 2,200 万台が販売されると
予測している旨報道。
メモ：
報道によれば、現在のインドでの携帯端末市場では、世界的メーカーのシェアが減少し、低価格の端末に注
力しているインド及び中国のメーカーが 50％以上を支配している由。インドの市場では、端末の平均購入額
が約45ドルであり、75 ドル以下の端末が 75％を占めている他、スマートフォンは全販売数の 6％を占め、来
年には 8％に拡大することを予測しているとのこと。
 ヒンドゥー紙は、インド商工省産業政策振興部が、インド国内の航空会社に対する海外の航空会社からの
直接投資を 26％まで認める提案を閣議にかける準備をしている旨報道。
メモ：
報道によれば、航空機燃料の高騰及びルピー安によって今年度第2四半期には、キングフィッシャー航空が
46 億8,000 万ルピー、ジェット･エアウェイズは 71 億3,000 万ルピー、スパイス･ジェットは 24億ルピーの損失
を計上しており、キングフィッシャー航空を含むいくつかの国内航空会社が深刻な財政危機に直面している
ことから、商工省は本件に関する閣議文書を閣議前に関係省庁に送り意見を求めている由。
11 月 24 日
 英字各紙は、ラタン･タタ氏が会長を務めるタタ･サンズの次期会長にサイラス･ミストリー氏が内定した
旨報道。
11 月 25 日
 英字各紙は、24 日の閣議でマルチブランドの小売業への外国直接投資を外資比率 51%まで認める決定を行
った旨報道。
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11 月 28 日
 ヒンドゥー紙は、26 日にナイヤール首相顧問が、チェンナイ－バンガロール産業回廊に関する調査、及
びチェンナイ市内の 3 港(チェンナイ港、エンノール港、カトゥパリ港)視察のためチェンナイを訪問した旨
報道。
メモ：
報道によれば、今回のナイヤール首相顧問のチェンナイ訪問の背景には、チェンナイに進出した日系企業
からの道路整備に関する強い要望が首相レベルに達し、この実態を調査するため、同氏が派遣された経緯
がある由。

Ⅲ. 外交
11 月 2 日
 ネイション紙(パキスタン)は、
インドがアフガニスタンからイランに至る総延長 900 ㎞の鉄道の敷設を計
画しており、まもなく計画書が完成する旨報道。
メモ：
報道によれが、この鉄道はイランのチャーバハール港からアフガニスタン内陸部を横断しバーミヤン州ハジ
ガク地域(カブールの西方130ｋｍ)を結ぶもの。ハジガク地域にはアフガニスタン最大の鉄鋼脈が埋蔵されて
おり、既に同鉄鉱石採掘への入札には 14 のインド系企業が参加しており、また、チャーバハール港はインド
の投資により建設されたもの。この鉄道が完成すればアフガニスタンにとってはアラビア海への新ルートと
なり、同国のパキスタンへの依存を減少することができると見られる。
11 月 3 日
 英字各紙は、
2日、
パキスタン政府がインドに対して貿易上の最恵国待遇を付与する決定を行った旨報道。
11 月 4 日
 英字各紙は、中国企業のパンフレットに掲載されたインドの地図が、ジャンム･カシミール州及びアルナ
ーチャル･プラデシュ州の一部をインド領として記していないとして、インド外務省がヤン駐インド中国
大使に地図を修正するよう申し入れた旨報道。
11 月 10 日
 英字各紙は、モディ･グジャラート州首相が 11 月 8 日より 5 日間、中国政府の招待により、経済界幹部約
20 名を伴って中国を訪問し、北京で中国人民政治協商会議との意見交換を行った他、上海や成都の視察を行
った旨報道。
11 月 11 日
 英字各紙は、モルディブで行われた SAARC 首脳会議の機会にシン首相とギラーニ･パキスタン首相との間
で印パ首脳会談が行われ、両首脳は、あらゆるレベルでの対話を継続するとともに、カシミール問題、テ
ロ問題及び貿易関係等の主要な問題を含むあらゆる事項について議論し、両国関係の歴史に新たな一章を
加えることで合意した旨報道。
 モルディブでの SAARC 首脳会議の機会にシン首相がバッタライ･ネパール首相と会談。会談後、ムカジー
財務相が二重課税防止協定への署名のため早期にネパールを訪問することや、近い将来シン首相がネパー
ルを訪問することを発表。
11 月 12 日
 インド外務省は、SAARC 首脳会議の際に行われたインド･モルディブ首脳会談が行われ、会談後共同声明
が発出された旨発表。
11 月 15 日
 オーストラリアの各紙は、
ギラード豪首相がインドに対する原子力発電用途のウランの輸出禁止措置を撤
廃することを 15 日に表明する旨報道。
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メモ：
豪州はインドがＮＰＴに加盟していないことを理由にインドへのウラン輸出を禁止しており、同措置はインドと
オーストラリア関係発展の大きな阻害要因と見られていた。ギラード首相は、今回の政策変更の理由として、
ウラン禁輸措置がインドとオーストラリアの二国間関係を傷つけているとして、ギラード政権が｢アジアの世
紀｣戦略を掲げようとする中で誤ったシグナルを発信することとなること、及びウラン輸出が豪州僻地におい
て雇用の創出を促進することを上げている。

 通信社 PTI は、駐インド中国大使がナーランダ大学における中国型図書館の建設資金として 100 万米ドル
の小切手をサブハルワル･ナーランダ大学副学長に手交した旨報道。
11 月 16 日
 英字各紙は、11 月 14 日から 15 日にかけて、デリーで第 6 回インド･パキスタン商業･経済協力対話が、
両国の商務次官が出席して開催された旨報道。
メモ：
同対話では、インドが、パキスタンがインドに対する最恵国待遇付与の決定をおこなったことを歓迎するとと
もに、二国間の貿易正常化に向けて、パキスタンはインドからの輸入可能品目を列挙したポジティブ･リスト
方式から、輸入禁止品目のみを列挙するネガティブ･リスト方式に移行し、来年 2 月までに短いネガティブ･リ
ストを作成すること、また、禁止品目を段階的にすべてなくす工程について来月 2 月に公表することとなっ
た。
11 月 17 日
 インド外務省は、ロシアを訪問中のクリシュナ外相がラブロフ露外相と会談し、12 月 16 日のモスクワに
おけるシン首相とメドベージェフ大統領との年次首脳会談に向けた準備をかねた協議を行った旨報道。
11 月 21 日
 タイムス･オブ･インディア紙は、
米国務省の公式ウェブサイトに掲載されているインドの地図がパキスタ
ン占領下のカシミールをパキスタンの一部として表示している旨報道。
メモ：
本件に関しては、インド外務省報道官が、インド政府は米国側に対しあらゆる機会を利用して米国政府が使
用する地図におけるインド国境の不正確さに対する懸念を伝えてきており、21 日にもインド外務省幹部は在
インド米国大使館次席に改めて伝達したと発表。22 日付けヒンドゥー紙は、米国大使館広報官は、我々は指
摘を受けたこの不正確な地図を削除したと述べたと報道している。

11 月 27 日
 タイムス･オブ･インディア紙は、11 月 28 日～29 日にかけてデリーで予定されていた印中間の第 15 回国
境問題に関する特別代表者会議が直前に延期となり、背景としてダライ･ラマの同時期のデリー訪問が背
景としてあった旨報道。
メモ：
報道によれば、11 月 27 日～30 日にかけてデリーで開催される世界仏教徒会合においてダライ･ラマに講演
させないよう中国側が求め、インド側がこの要求を断ると、中国は世界仏教徒会合の開催自体のキャンセル
を要求、インド側がこの要求についても拒否したところ、中国側は国境協議のキャンセルを伝達してきた由。

Ⅳ. 日印関係
11 月 2 日
 11 月 2 日～3 日にかけて、アントニー国防大臣が訪日し、2 日に一川防衛大臣と会談を実施。

今月の注目点: タタ･サンズの後継問題
今回タタ･サンズの次期会長に決まったミストリー氏は43歳で、
タタ･サンズの株式の18.4％
を保有する建設業界有力者のパロンジ･ミストリー氏の息子。タタ一族以外がタタ･グループ
のトップになるのは同グループ143年の歴史の中で第3 代会長のナロウジ･サクラトワラ氏
に続き 2 人目。11 月 23 日の会議でタタ･サンズの副会長に選出されたミストリー氏は、今
後 1 年間はラタン･タタ会長から指導を受け、2012 年 12 月にラタン･タタ氏より会長職を
引き継ぎ、第 6 代会長に就任する予定。
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5. イベント紹介
Japan-India Events
＝◇ 最近のイベント ◇＝
◆「日本インド学生会議」活動報告会
今年で 15 年目を迎えた｢日本インド学生会議」については、
『月刊
インド』10 月号に副実行委員長の三上さんが活動報告をしてくれま
したが、
今年は3年に一回のインドからの学生を受け入れる年でした。
コルカタから 8 名、チェンナイから 4 名、そして日本側実行委員
の“7 名の侍”による本会議の報告会が 11 月 26 日(土)本郷の東京
大学キャンパスで行なわれました。住野実行委員長以下“7 名の侍”
の報告は、交流を通じて得た成果、そして各人の成長を示す、すば
<発表風景>
らしいものでした。
活動報告はアーカイブを含め協会の書棚にも展示してありますの
で、
是非ご覧下さい。
また彼らのホームページ(URL http://www.japan-india.jp/)も覗いてみて下さい。

＝◇ 今後のイベント ◇＝
1952 年(昭和 27 年)6 月、日本とインドは『日本国とインドとの間の平和条約』(日印平和条約)を締結
しました。以来、友好関係を維持しています。
現在では｢戦略的グローバル･パートナーシップ｣が推進され、
毎年交互に双方の首相が相手国を訪問し、
政治･安全保障をはじめ各分野での協力関係が一層強化されています。今年は、野田首相が 12 月 27 日か
ら 29 日まで訪印の予定です。
そして、来年 2012 年は日印平和条約締結 60 周年であることから、
『日印国交樹立 60 周年』として、
日印双方で種々の記念イベントが開催されます。
日印協会としても、日本･インドの両国に於いて、記念イベントを行います。2012 年 1 月 16 日から在
京インド大使館で行う、
『日印交流の歴史写真展』は、日本における『日印国交樹立 60 周年』のキック
オフイベントとなります。多くの方にご覧頂き、日本とインドの関係がより一層深まる契機として頂け
れば幸いです。
この｢イベント紹介｣欄では、日印国交樹立 60 周年記念事業を紹介していく予定です。
『日本国とインドとの間の平和条約』の第一条には、｢日本国とインドとの間及び両国の国民相互の間
には、堅固な且つ永久の平和及び友好の関係が存在するものとする｣と記されています。この一文の重み
を噛みしめ、次世代に伝えていかねばと思います。

◇日印交流の歴史写真展―復興する日本と躍動するインド～新たな発見、新たな交流
日印交流-より強固な絆を目指して
日印国交樹立 60 周年という節目の年にあたり、当協会が設立された 1903 年(明治 36 年)以降の歴史的
な出来事を記録した写真を中心に写真展を行います。近年開催されたイベントや昨年の災害支援隊の活動
の様子を伝える写真なども、ご覧頂けます。
期 間: 2012 年 1 月 16 日(月)～1 月 20 日(金)
10:00～19:00
※1 月 16 日は関係者のみ
会 場: インド大使館カルチュアル･センターB１ギャラリー
東京都千代田区九段南 2-2-11
入場料: 無料
主 催: 在京インド大使館･公益財団法人日印協会
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◇魅せられて、インド。―日本のアーティスト / コレクターの眼
日本のアーティストを魅了してきたインドの美意識や造形がどのようなものか、日本でどう展開され
たのかを探り、また、日本の個人コレクターが蒐集してきた秘蔵コレクションを紹介します。
期 間: 2012 年 1 月 21 日(土)～3 月 11 日(日)
水曜休館日日 10:00～20:00(入場は 19:30 迄)
会 場: 福岡アジア美術館 企画ギャラリー(7 階)
福岡県福岡市博多区下川端町 3-1 リバレインセンタービル 7･8 階 ☎092-263-1100
観覧料: 一般 800(600)円、高大生 500(300)円、中学生以下無料
※( )内は前売りなど
主 催: 福岡アジア美術館、西日本新聞社、テレビ西日本
◇丸の内インドビジネス講座
インド進出を目論む、あるいはインドでの更なる充実を期している、またインドへの駐在員派遣を予
定している日本企業向けに、インド最新情報や社会慣習、文化、インド生活の知恵などを盛り込んだ講
座です。講師は、元駐印大使をはじめ、第一線で活躍中の方々です。
日 時: 2012 年 1 月 25 日より毎週水曜日(全 6 回) 8:30～10:00AM(開場 8:00)
会 場: 東京 21c クラブ コラボレーションスペース
東京都千代田区丸の内 1-5-1 新丸の内ビルディング 10 階 日本創生ビレッジ
対 象: 駐在員教育を含めて、インド進出を考える日本企業
定 員: 50 名
受講料: 1社1名-5万円 / 1社2名-8万円 / 1社3名以上-1名増にて2万円(3名で10万円、4名で12万円)
個別受講の場合は、1 回の受講につき 1 名-1 万 2 千円
(日印協会会員の場合、同一企業であれば2名までは規定通りの受講料、3名以上は1名分を無料)
主催･問合先: 株式会社サン･アンド･サンズ アドバイザーズ 担当者ラビーン･ガンジー / 笹田
☎ 03-3287-7360 / Fax 03-3287-7359
詳細 URL http://sunandsands.com/ils/
◇インドを語る集い<様々なインド>第 28 回 ご案内
協会会員の古山みどりさんを講師にお迎えし、今話題のアーユルヴェーダを中心に講演して頂きます。
同封致しました参加申込用紙をご確認のうえ、皆様のご参加をお待ちしております。
日 時:
会 場:
講 師:
定 員:
参加費:
主 催:

2012 年 2 月 17 日(金) 18:00～19:30
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
古山みどり (当協会会員 アーユルヴェーダセラピスト･カウンセラー･講師)
30 名(先着順 お断りする場合のみ連絡致します)
協会会員無料 (非会員 500 円)
公益財団法人日印協会 ☎03-5640-7604 / E-mail partner@japan-india.com

◇THE FIFTH MOTHER GANGA EXHIBITION OF OIL PAINTING BY TATSUKO HIRAOKA
今年も、ニューデリーで『第 5 回マザーガンガー 油彩画 平岡達子展』を開催します。今回は、日印
国交樹立 60 周年記念事業にも加えられています。
期 間: 2012 年 2 月 20 日(月)～2 月 25 日(土)
11:00～19:00
会 場: TENSHIN OKKAKURA GALLERY OF THE JAPAN FOUNDATION,NEW DELHI
5-A, Ring Road, Lajipat Narae-Ⅳ
☎ +91-11-26442967 / Fax +91-11-26442969
寄付について
今年 5 月に発刊した『月刊インド』の<編集後記>で皆様にお知らせ致しましたように、東日本大震災
義援金を、皆様から集めておりました。9 月のナマステ･インディア終了後も延長して募金を受け付け、
最終的に 15,000 円が集まり、全額日本赤十字社に寄付致しました。
ご協力下さいました皆様に御礼申し上げます。
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6. 協会図書紹介
Books of the Association
今年 1 年間の寄贈図書一覧です。順次協会図書として、貸出しをしております。どうぞご利用下さい。
題名
ガンディー

インド独立への道

アジア研究所紀要三十七号 (2010)
ガンディーの言葉

著作･編集者
著者: B.R.ナンダ
訳者: 森本達雄
編集兼発行者
亜細亜大学アジア研究所
著者: マハートマ・ガンディー
訳者: 鳥居千代香

出版･発行者
第三文明社
亜細亜大学アジア研究所
岩波書店

インド民主主義の発展と現実

広瀬崇子･北川将之･三輪博樹 編著

勁草書房

共同研究
『多民族社会における宗教と文化』14

編集: 八木祐子(共同研究代表)

宮城学院女子大学
キリスト教文化研究所

『広島大学現代インド研究―空間と社会』第1号

広島大学現代インド研究センター
研究報告書

『現代インド研究』 第1号2010年 Vol.1 2010

『現代インド研究』編集委員会

NIHUプログラム
｢現代インド地域研究｣

『インド特許法と実務』 現代産業選書

共著: シャラート ヴァデーラ
コロネル クリシャン ラール ヴァデーラ
訳者: 高橋 雄一郎 / 望月 尚子 / 北島 志保

財団法人 経済産業調査会

インド数学の発想―IT大国の源流をたどる

矢野 道雄

NHK出版

INDIA through JAPANISE Eyes

Toshio Yamanouchi

STERLING PUBLISHERS PRIVATE
LIMITED
New Delhi INDIA 2000

6時間でできる! 2ケタ×2ケタの暗算

岩波邦明

小学館クリエイティブ

東方 第26号

編集: 財団法人東方研究会

東方研究会

南部アジア (世界政治叢書7)

山影進･広瀬崇子 編著

ミネルヴァ書房

外交青書 2011
平成23年版(第54号)

編集: 外務省

発行: 日経印刷株式会社
発売: 全国官報販売協同組合

インド考古研究会 №32 2010-2011

『インド考古研究』編集委員会

インド考古研究会

決定版 レヌ・アロラの
おいしいインド料理

レヌ･アロラ

柴田書店

チャンパの花 第8号 2011年8月

編集: 鈴木 千歳

鈴木千歳

今こそ読みたいガンディーの言葉

著者: マハートマー･ガンディー
訳者: 古賀勝郎

朝日新聞出版

いちから始めるインドカレー

マバニ マサコ

柴田書店

凡人の凡人によるグローバル戦略
インドと踊れ vol.1
天の摂理 地の祈り
―インド哲学で読み解く、原発の過ち･再生への道
Professor Yamato Kawakami Foundation 18th
Eighteenth Annual Report for the Year 2010マハラジャ歓楽と陰謀の日々
―インド裏面史

原作: 土屋昭義
漫画: JUNGLE

創碧社

村山泰弘

東洋出版

Professor Yamato Kawakami Foundation
(川上やまと教授基金)
著者: ディワン･ジャルマニ･ダス
訳者: 佐野光昭

Apte's House, Near Ashok
Nagar,

財団法人下中記念財団2011年報

編集: 理事長 下中直也

財団法人 下中記念財団

ミセス 2012年1月号

広島大学現代インド研究センター/
人間文化研究機構 地域研究推進事業

荒地出版社

文化出版局
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7. 掲示板
Notice
<次回の『月刊インド』の発送日>
次回は、2012 年 1 月 20 日(金)の発送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。

<お知らせ>
協会事務局の年末年始休暇―12月29日(水)から1月3日(火)まで
(12月28日水曜日と1月4日水曜日の業務は午前中のみとなります)
お問合せ･ご連絡等は、休業期間を避けて下さいますようお願い申し上げます。

<編集後記>
今年も、皆様のご支援を賜り、
『月刊インド』12 月号を送り出す事ができました。本当にありが
とうございます。
いつも通りに年が明け、何と言う事のない毎日が過ぎて行くのが当たり前と思っていたのに、3
月のあの日、その日常がどれ程大切な事か思い知らされました。自然の前に人間の営みは小さなこ
とではありますが、人間同士の絆が誰かを救っている、あの災害の最中にあってそう信じることが
出来る話も多く耳にしました。
来年は、どのような年になるでしょうか。どうか、良き事の多き年となりますように、被災され
た方々にとっても幸多き年となりますよう、お祈り申し上げます。

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
学生
一般法人会員

6,000 円/口
3,000 円/口
100,000 円/口

特別法人会員

150,000 円/口

☆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)

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.108 No.10 (2011年12月16日発行)
発行者 平林 博
編集者 青山 鑛一
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/
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