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2011年 1月 

公益財団法人 日印協会 

代表理事･会長 森  喜朗 

会員の皆様、 

明けましておめでとうございます。 

皆様、お揃いでよいお年をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。 

さて、インドが近年、国際社会のみならず、日本においてもその存在感を益々増してきておりま

すことは、誠に喜ばしいことです。1月 26日はインドの第 61回共和国記念日にあたりますので、

私から公益財団法人日印協会を代表して、インド政府と国民の皆様に対し次のとおり御挨拶を贈り

ました。会員の皆様とこの喜びを分かち合いたいと存じます。 

 

 

 

第 61 回インド共和国記念日に際し、日印協会を代表して、インド政府と国民に対し心からの御

挨拶を贈ります。 

  2010年は、国際社会におけるインドの政治的および経済的地位が向上し、また日印二国間の関係

でもあらゆる面で関係が加速されたことは、喜ばしい限りでした。 

特に記すべきは、昨年 10月のマンモハン･シン首相の訪日は、日印包括的経済連携協定の合意を

達成し、また｢次の十年に向けての日印戦略的グローバル･パートナーシップに関する共同宣言｣を

発出したことです。 

二国間においては、二つの象徴的に重要なプロジェクト、すなわちデリー･ムンバイ貨物専用新

線の建設とデリー・ムンバイ産業大動脈構想(DMIC)が実施段階に入り、四つの日本企業グループが

産業大動脈沿いにスマート･コミュニティーを建設するためのプロジェクトに取り掛かりました。

インドは、引き続き我が国の最大の政府開発援助(ODA)のパートナーであり、我が国と協力して、

電力や運輸面でのインフラ建設、貧困改善策、植林から上下水道にわたる環境プロジェクトなどを

推進しております。デリーに加え、バンガロール、チェンナイ、コルカタでの都市交通メトロ･プ

ロジェクトも、顕著な成功を収めています。日本企業のインド進出もめざましく、2010年 10月現

在、インド全土に進出する日本企業は 725社に上りました。 

ますます多くのインド人ビジネス関係者やその家族が日本を訪れ、滞在するようになりました。

いくつかのインド企業は、日本ビジネスの中心である丸の内に進出いたしました。インド料理のレ

ストランは、大きな町では急速に増えています。日印協会は、東京の東、江東区にあるインド人学

校の新しい校舎への移転に協力いたしたことを誇りに思っております。 

科学技術分野の協力にも、新たな機運が出ております。文化や人の交流も、拡大し深化していま

す。アンドラ･プラデシュ州の州都ハイデラバードでのインド工科大学(IIT)建設の計画も進行中で

す。中世インドにおいて仏教界で宗教･文化の中心であったナーランダ大学の復興計画も、準備さ

れております。 

国際場裏においては、日印両国は、核軍縮、大量破壊兵器の不拡散、気候変動、国連安全保障理

事会の改革等のグローバルな問題について、協力して貢献しております。 

日印協会は、栄えある 108 年の歴史を背景に、昨年 10 月には新たに施行された法令に従って公

益財団法人へと衣替えをしましたが、今後とも我々にとって重要な日印関係のさらなる発展のため

に貢献する覚悟です。 

このお目出度い機会に際し、すでにして良好な日印関係が更に両国民のために役立つものになる

よう、また偉大な両国が国際社会の平和と繁栄に貢献することを祈念いたします。 

1. 第 61 回インド共和国記念日に際しての挨拶 
Greeting of Yoshiro Mori, Chairman of the Japan-India Association  

On the occasion of the 61st Republic Day of India 
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Greeting of Yoshiro Mori, Chairman of the Japan-India Association 

On the occasion of the 61st Republic Day of India 

                                                              January, 2011 

                                                              Yoshiro Mori 

 

  On the occasion of the 61st Republic Day of India, I am privileged to convey to the Government 

and the people of India the heartfelt congratulations on behalf of the Japan-India Association 

which I represent. 

  I am pleased to note that the year 2010 witnessed the increasing weight of India, both 

political and economic, in the international society as well as the accelerated development 

of Japan-India bilateral relations in all its aspects.  

I would like to stress that the visit of Prime Minister Dr. Manmohan Singh to Japan in 

October last year marked another memorable milestone by finalizing the agreement on the 

Comprehensive Economic Partnership between the two countries and issuing the “Joint 

Statement for Japan-India Strategic and Global Partnership in the Next Decade”. 

  On the bilateral front, I am happy to note that two symbolically important projects between 

our two countries, namely the constructions of the Delhi-Mumbai Dedicated Freight Corridor 

and the Delhi-Mumbai Industrial Corridor, have come into the implementation stage and four 

Japanese industries groups have started four projects to construct “smart communities” 

along the DMIC belt. India continues to be the largest Japanese ODA partner, and engages 

herself, in cooperation with Japan, in infrastructure building such as electricity and 

transportation system, poverty alleviation, environment projects ranging from reforestation 

to water supply and sewerage. Remarkable successes have been registered in the construction 

projects of urban Metro-systems in Bangalore, Chennai, Kolkata in addition to Delhi. To be 

noted also is the increase of Japanese direct investment to India which resulted, as of October 

2010, in the presence of around 725 Japanese companies all over India. 

An increasingly great number of Indian business people and their families visit and stay 

in Japan. Some Indian businesses have ventured into Marunouchi area, the very business center 

of Japan. There exist already several important clusters of Indian people in Japan in such 

places as Nishikasai in Eastern Tokyo in addition to Yokohama and Kobe. Indian restaurants 

are mushrooming in major cities in Japan. Our Association feels rewarded by helping the Indian 

community in Eastern Tokyo gain a new school compound for the Indian School of Koto-ku. 

Cooperation in science and technology is gaining further momentum. Cultural exchanges 

between the two countries are expanding and deepening. The promised project to launch a new 

IIT in Hyderabad, Andhra Pradesh, is on-going. A big project to revival Naranda University, 

very famous religious and cultural center of the Buddhist world during the medieval period, 

is now under preparation. 

  In the international front, our two countries are jointly contributing to the global 

community by cooperating in many areas of global issues covering nuclear disarmament, 

non-proliferation of mass-destruction weapons, prevention of climate change, reform of the 

United Nation Security Council. 

  The Japan-India Association, with its glorious 108 years history, gained a new status of 

Public Interest Incorporated Foundation in October 2010, in accordance with the new laws 

and regulations, and is determined to deploy utmost effortsfor further betterment of our 

very important relationship.  

  On this auspicious occasion, let me pray that the already excellent Japan-India 

relationship benefit more our two peoples and that the two great nations contribute to the 

peace and prosperity of the international community at large.      
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  2010年 11月 1 日をもって｢公益財団法人日印協会｣(新財団)として新たな第 1 歩を踏み出し

ました。今回は、前身である｢財団法人日印協会｣(旧財団)の最後となる決算を審議、承認を行

なうもので、昨年 12 月 21 日(火)、ホテル ルポール麹町(東京都千代田区平河町)において開

催しました。 

1. 新財団に移行後初めての評議員会及び理事会で、森会長以下、 

理事 10名、評議員 5名、監事 1名が出席しました。会議では平 

成 22年 4月 1日から 10月 31日の 7ヶ月間の 

①事業実施状況の報告  

②財務報告   

③新財団における会長、副会長等の役職の確認  

④旧財団から新財団への基本金の引継ぎ 

 などの下記議案を、評議員会及び理事会でそれぞれ審議の後、 

それぞれ全会一致で、原案通り承認されました。 

第 1号議案 事業報告(抜粋) 

(a)･機関誌『月刊インド』、WEB版季刊誌｢現代インド･フォーラム｣を刊行 

･9月のナマステ･インディアでは例年どおり協会主催の講演会を開催 

･協会所蔵の明治以来の日印交流を記録した写真や資料をナレーション付の DVD の作成 

(b) 10 月、日印首脳会談のため訪日されたマンモハン･シン首相の歓迎会を在京インド大使館にお

いて、当協会と日印友好議員連盟、インド大使館と共催。 

(c) 公益財団法人への移行－10月 26日に内閣総理大臣から認定通知、11月 1 日に設立登記完了。 

(d) 法人会員は 10月 31日付で 102社(平成 22 年3月 31日比 11社増)、個人会員 429名(同比 9名増)。 

第 2号議案 財務報告 

本誌(1月号)に掲載しました、貸借対照表(P.6)及び正味財産増減計算書(P.7)を参照願います。

7ヶ月間の変則期間でしたが、ほぼ当初予算通りの仕上がりで、新財団に引き継がれました。 

第 3号議案 公益財団法人への移行に関する件 

    省略 

第 4号議案 旧財団の事業計画及び予算の新財団による継承に関する件 

    新財団が、平成 23 年 3 月 31 日まで旧財団の平成 22 年度事業計画と予算を継承し実施するこ

とを原案通り承認されました。 

第 5号議案 基本財産の指定に関する件 

旧財団の基本財産 500万円を、新財団の基本金として公益目的特定財産と指定する旨説明があ

り、原案通り承認されました。 

 

2. 公益財団法人への移行後、定款第 38条第 2項による理事会によって、次のとおり会長、副会長、

理事長、業務執行理事が選任されたこと改めて報告、承認されました。 

会長       代表理事 森 喜朗                 副会長     理事     岡 素之 

副会長     理事     鈴木 修                 副会長     理事     坂根 正弘 

副会長     理事     大橋 信夫               副会長     理事     中村 維夫 

副会長     理事     佐々木 幹夫             理事長     代表理事 平林 博 

副会長     理事     張 富士夫               業務執行常務理事     原 佑二 

                                                                            以上

2. 第一回評議員会及び理事会の報告 
Report from the Council of Trustees & the Board of Directors 

 

<会議の模様> 
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（単位：円）
　科　　　　目 　　 当年度

Ⅰ 資　産　の　部

1 流動資産

現金預金 22,911,964

現金 116,386

普通預金 6,919,014

定期預金 14,568,029

振替口座 1,308,535

前払金 414,435 414,435

貯蔵品 261,030 261,030

流動資産計 23,587,429

2 固定資産

（１） 基本財産

定期預金 5,000,000

基本財産合計 5,000,000

（２） その他の固定資産

事務所敷金 2,197,000

什器備品 275,916

図書 886,000

立像他 505,671

その他の固定資産合計 3,864,587

固定資産計 8,864,587

資産合計 32,452,016

Ⅱ 負　債　の　部

1 流動負債

預り金 105,970

流動負債計 105,970

2 固定負債

職員退職給付引当金 587,197

固定負債計 587,197
負　債　合　計 693,167

Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産 0

2 一般正味財産 31,758,849
（うち基本財産への充当額） （5,000,000）
正味財産合計 31,758,849

負債及び正味財産合計 32,452,016

< 貸　借　対　照　表 > 

平成22年10月31日現在
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（A) （B) （A)-(B) (A)/(B) （単位：円）
科　　　　目 4月～10月実績平成22年度予算 差額 比率 注記

Ⅰ 事業活動収支の部
1． 事業活動収入

① 基本財産運用収入 0 15,000 △ 15,000
② 会費収入（含　入会金） 16,848,500 20,660,000 △ 3,811,500 82% ＊目標を上回る

維持法人会員会費 8,855,000 10,740,000 △ 1,885,000 33社⇒36社　
一般法人会員会費 5,560,000 7,320,000 △ 1,760,000 58社⇒66社　
個人会員会費 2,433,500 2,600,000 △ 166,500 420名⇒429名

③ 事業収入 1,385,351 2,190,000 △ 804,649 63%
a 情報収集･調査研究 0 0 0
b 現代インド･フォーラム 0 0 0
c ホームページ関連 0 0 0
d 会報発行事業 192,630 200,000 △ 7,370
e 親善交流 92,000 500,000 △ 408,000
f 講演等 0 200,000 △ 200,000
g 広告･広報関係 0 220,000 △ 220,000
h 寄付金 1,097,840 1,000,000 97,840
i 雑収入（受取利息収入） 2,881 70,000 △ 67,119

事業活動収入計 18,233,851 22,865,000 △ 4,631,149 80% ＊目標を上回る
2． 事業活動支出 0

① 事業費支出 0
a 情報収集 調査研究 495,664 1,200,000 △ 704,336
b 現代インド ･フォーラム ＊ 1,200,000 ＊  （ 11月～3月活動資金予定）

c ホームページ関連 ＊ 750,000 ＊ ・インド出張約100万円
d 会報発行事業 2,252,280 3,000,000 △ 747,720 ・新大使歓迎会 50万円
e 親善交流 374,355 1,300,000 △ 925,645 ・会報発行等  250万円
f 講演等 141,629 750,000 △ 608,371 ・交流事業費   50万円
g 広告･広報関係 ＊ 0 ・人件費      300万円
h 人件費 4,381,574 7,700,000 △ 3,318,426 国交樹立60周年 積立
i 事務所費 2,664,844 2,300,000 364,844               200万円
j その他 ＊ 0    計         950万円

事業費支出計 10,310,346 18,200,000 △ 7,889,654 57%
② 管理費支出
a 人件費 1,095,394 2,730,000 △ 1,634,606
b 事務所借料 ･光熱費 768,018 800,000 △ 31,982
c 会議費 ＊ 100,000
d 通信費 ＊ 300,000
e 交通費 ＊ 50,000
f 事務機器借料 ＊ 400,000
g 消耗品費その他 ＊ 1,000,000
h 租税公課 ＊ 0

管理費支出計 1,863,412 5,380,000 △ 3,516,588 35% ＊仕分け方法変更の為
事業活動支出計 12,173,758 23,580,000 △ 11,406,242 52%
　　事業活動収支差額 6,060,093 △ 715,000 6,775,093

Ⅱ 投資活動収支の部
1． 投資活動収入 0 0 0

① 固定資産売却収入 0
2． その他投資活動収入 0 0 0

投資活動収入計 0 0
① 固定資産取得支出 0 300,000 △ 300,000

投資活動支出計 0 300,000 △ 300,000
投資活動収支差額 0 △ 300,000 300,000

Ⅲ 財務活動収支の部
財務活動収支差額 0 0 0

Ⅳ 予備費支出 0 0 0

当期収支差額 6,060,093 △ 1,015,000 7,075,093
前期繰越収支差額 25,698,756 18,936,036 6,762,720
次期繰越収支差額 31,758,849 17,921,036 13,837,813

< 正味財産増減計算書 >
（平成22年度 4月～10月実績 及び 期初予算比較）
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Ⅰ. 内政  

12月3日 

 タイムス･オブ･インディア紙は、ヴァルマ海軍大将(インド海軍参謀長)が、インド国産原子力潜水艦アリ

ハントが2011年末から2012年に導入予定であり、その段階でインドの3軍が核運搬能力を保有すること

になると述べた旨報道。 

 

 

 

 

 

12月6日 

 英字各紙は、コルカタ市警察の特殊部隊がマオイストの幹部4名を逮捕した旨報道。 

12月7日 

 ウッタル･プラデシュ州バラナシ市のシトラガートで、爆弾テロが発生し、2歳の女児1名が死亡、邦人を

含む20名以上が負傷。 

 

 

 

 

 インディアン･エクスプレス紙は、インド海軍が海賊への警戒態勢を強化するためラクシャドウィープ諸

島に艦船を展開させている中、5日にラクシャドウィープ諸島西方約70海里のアラビア海で、欧州に航行

中のバングラデシュ船籍の商業船が海賊に乗っ取られた旨報道。 

12月10日 

 英字各紙は、インド軍が核弾頭搭載可能な新型｢アグニⅡプラス･ミサイル｣の発射実験を行ったが、発射

後海面に落下し、不成功に終わった旨報道。 

12月13日 

 インドの冬期国会が閉会。 

 

 

 

 

12月16日 

 インディアン･エクスプレス紙は、ガドガリ･インド人民党(BJP)総裁がイスラエルを訪問した際、チャッ

ティスガール、ジャールカンド、ビハールの3州でのマオイスト対策への協力を求めた旨報道。

3. インドニュース(2010年 12月) 
News from India 

メモ： 
ヴァルマ海軍大将によれば、陸軍はアグニミサイルを、空軍は Mirage-2000 及び Su-30MKI をすでに保有し
ており、海軍がアリハントを導入すれば 3 軍による核の効果的な作戦運用が可能になるとのことで、敵の核
攻撃から残存して反撃するためには、数ヶ月間水中潜航し、隠密に潜水艦発射型核ミサイル(SLBM)を発射
できる原子力潜水艦の保有が必要不可欠であり、アリハントは SLBMの発射が可能とのこと。 

メモ： 
冬期国会では、前国会からの継続案件 71 法案に加え、オリッサ州の州名を｢オディシャ州」に変更する法案
等13法案が新たに国会に提出され、合計84法案が審議対象となったが、汚職疑惑を巡り初日から野党が政
府の責任を追及して議事を妨害した結果、成立した法案は 4件の追加財政支出に関する法案にとどまった。 

メモ： 
シトラガートは、聖なるガンジス川の沐浴場の一つで、たくさんの信者が毎日沐浴する聖地の一つ。本件に
関しては、イスラム過激派組織の「インディアン・ムジャヒディン」が犯行声明を送付。犯行は、1992 年のヒン
ドゥー教至上主義者によるバブリー・モスク破壊事件の18周年の翌日に当たる日に行われ、犯行声明では、
バブリー・モスクの土地帰属問題に関する判決に言及があり、同モスク破壊への報復であるとしている。 
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12月17日 

 英字各紙は、コルカタ市及び隣接するハウラ県にあるコルカタ大学傘下のカレッジで学生組織同士が衝突

し、1名が死亡し、少なくとも10名が負傷した旨報道。 

 

 

 

 

 

12月19日 

 19日～20日にかけて、全国から党員約1万5,000人が参加してデリー市内で第83回コングレス党大会が

開催される。 

 

 

 

 

 

12月22日 

 英字各紙は、ラシュカル･エ･トイバがクリスマスから新年にかけてムンバイ及びアーメダバードにおいて

テロ攻撃を行う可能性があるとして、治安当局が高度警戒態勢下にある旨報道。 

 英字各紙は、21日にラジャスタン州東部地域において｢グルジャン｣住民が｢指定カースト｣への位置づけを

要求して鉄道線路上に座り込みの抗議活動を行い38本の列車が運休や迂回を余儀なくされた旨報道。 

 

 

 

 

 

12月26日 

 英字各紙は、インド宇宙研究機関(ISRO)が25日にサティッシュ･ダワン宇宙センターから打ち上げた通信

衛星 GSLV-F06は打ち上げ 47秒後に制御不能となり、同 63秒後に指令破壊され、打ち上げは失敗に終わ

った旨報道。 

Ⅱ. 経済  

12月1日 

 電気通信規制庁(TRAI)は、迷惑コール及びショートメッセージ･サービスに関する規制｢商用の電気通信に

関する顧客選択に関する規制2010｣を発表。 

12月6日 

 エコノミック･タイムズ紙は、中国電気通信機器ベンダーの華為(フアウェイ)がインドに最先端のサイバ

ーセキュリティ･センターを設置する可能性がある旨報道。 

 

 

 

12月8日 

 ビジネス･スタンダード紙は、7日に財務省から国会に提出された中間経済レビューにおいて、今年度の経

済成長率が最大9.1%見込まれていると記されている旨報道。 

 インド商工省は 11月の貿易額の暫定値を発表(輸出は前年同月比 26.8%増の 189億ドル、輸入は同 11.2%

増の 278 億ドル）。また、クッラー商務次官は、年度内の輸出額は、目標の 2,000 億ドルを達成するだけ

でなく、2,100～2,150億ドルに達しうる旨発言。 

12月9日 

 ミント紙は、グジャラート州が同意のない強制的な農地の収用は行わないことや市場価格での補償をおこ

なうことを柱とした新たな州の土地収用政策を発表した旨報道。 

メモ： 
州与党の共産党マルクス主義(CPI-M、党首はバッタチャルジー州首相）と州野党の草の根会議派(TMC、党
首はママータ・バナジー鉄道大臣）のそれぞれの傘下の学生組織同士が衝突。西ベンガル州では、2011 年
前半にも予定される州議会選挙に向けて、30 年以上長期政権を維持してきた与党左翼戦線の中核 CPI-M
と、政権交代の機運を逃すまいとする野党TMC間の政治的対決姿勢が先鋭化してきている。 

メモ： 
「グルジャン」はインド西部（ラジャスタン、ハリヤナ、ウッタル・プラデシュ、デリー等）に広く分布する農耕カ
ースト。政府機関への就職や大学入試に際して有利な割り当てが与えられる「指定カースト」への位置づけを
要求しており、2003 年のラジャスタン州議会選挙の際に、BJP は「グルジャン」への指定カースト付与を公約
に掲げたが政権獲得後前述公約を果たさなかったため、「グルジャン」が度々抗議活動を行っているもの。 

メモ： 
報道によれば、華為の今回の措置は、華為の機器がセキュリティ上の脅威ではないことについてインド政府
を納得させるための 1つの手段の由。 

メモ： 
コングレス党大会は概ね 3～5年おきに開催され、デリーで開催されたのは 1978年以来。昨年12月来行わ
れてきた党創設125周年記念行事を締めくくるもので、125周年決議等４つの決議が採択される。「外交決議」
の中で日本については、「日本及びマレーシアとの包括的経済連携協定交渉完了は、インドが世界と関与す
る姿勢を示すもの」と言及されている。 
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 エコノミック･タイムズ紙は、被雇用者プロビデント･ファンドの積立金をインフラ開発に活用する案が検

討されている旨報道。 

12月10日 

 インド統計局は、2010年10月の鉱工業生産指数(IIP)を前年同月比10.8%成長とする速報値を発表 

12月11日 

 エコノミック･タイムズ紙は、デリー訪問中のライデン･フィンランド通信大臣が、｢インドがネットワー

ク･セキュリティに慎重になるのは理解するが、規制は厳しすぎてはいけない、さもなくば企業がインド

で活動することはできない｣と述べ、ノキアはインドのセキュリティ規制に対応できないことを明らかに

した旨報道。 

12月15日 

 エコノミック･タイムズ紙他は、ムカジー財務大臣が物品サービス税(GST)に関し、従来の導入時期を延期

し2012年4月から実施すると発言した旨報道。 

Ⅲ. 外交  

12月1日 

 インド内閣は、外務次官の任期延長に関する規則改正を承認し、合計2年を越えない範囲において外務次

官の任期が延長される旨発表。 

 

 

 

12月2日 

 英字各紙は、インド訪問を希望していたムシャラフ前パキスタン大統領に対し、インド内務省が右訪問に

懸念を表明したことから、ムシャラフ前大統領への査証発給拒否が決定された旨報道。 

12月3日 

 インド外務省報道官は、北朝鮮による延坪島砲撃に関し、｢この遺憾な出来事によって人命が失われたこ

とに心を痛めている。(中略)インドは韓国が地域の平和と安定を保つために示している成熟さ･･｣と自制

を評価する旨発言。 

 

 

 

メモ： 
これにより、2010年12月末で退官予定であったラオ外務次官は、国防次官、内務次官、内閣次官と同様の 2
年間となり、2011年7月まで延期されることとなる。 

メモ： 
延坪島砲撃に関しては、インド外務省は 11月24にプレスリリースを発出しており、同一事件で 2回対外的な
発表を行うことは異例。1 回目のプレスリリースでは「我々は双方に対し、地域における平和と安定を維持す
るよう求めるとともに、国際的義務を守り、交渉の立場に戻る必要性を強調する」となっていたのに対し、今
回の報道官の発言では韓国の自制を評価するなど、韓国側に配慮した内容となっている。 

メモ： 
報道によれば、州の農民はこれまでもほぼ市場価格での補償を受けてきたが、州政府が土地を買い上げた
後、概して価格が上昇することからだまされたように感じる傾向にあり、これに対処するために、グジャラート
州政府は買い上げ後の売却価格と買い取り価格の差額の 10%を農民に配分することに決めた由。 
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12月6日 

 サルコジ仏大統領が 4 日～7 日にかけてインド(バンガロール、アグラ、デリー、ムンバイ)を訪問し、6

日にシン首相との間で首脳会談を実施。 

12月10日 

 ブリュッセルを訪問中のシン首相は、ファン･ロンパイ欧州理事会議長及びバローゾ欧州委員会委員長と

EU印定期首脳協議を開催し、印EU貿易投資協定(=FTA)交渉につき来年春までに合意することを確認。 

12月11日 

 シン首相はドイツを訪問しメルケル独首相と会談。 

 インド石油･天然ガス省は、トルクメニスタンで開催された TAPI(トルクメニスタン(T)、アフガニスタン

(A)、パキスタン(P)、インド(I))サミットで、TAPIパイプライン計画は中央アジア及び南アジアにおける

新しい｢シルク･ルート｣となる可能性があり、シン首相はTAPI計画を｢平和のパイプライン｣と説明してい

る旨の声明を発表。 

12月14日 

 インド外務省は、訪印中のエスパーセン･デンマーク副首相兼外相とクリシュナ外相との間で、印･デンマ

ーク共同委員会の設立合意に署名された旨発表。 

12月15日 

 シンガポール国防省は、12月 2日から 16日までの予定で、インドのカライクンダ空軍基地で共同訓練を

実施中である旨発表。 

12月16日 

 中国の温家宝首相が 15 日～17 日にかけて訪印し、16 日にシン首相との間で首脳会談を実施(滞在はデリ

ーのみ)。 

12月20日 

 インディアン･エクスプレス紙は、V.K.シン陸軍参謀長が20日～23日までネパールを訪問予定であり、ネ

パール首相はその際公式にインドからネパールへの武器輸出再開をインドに要請する見込みである旨報道。 

12月21日 

 インディアン･エクスプレス紙は、温家宝首相の訪印の数日後に、インド国家技術調査機関は、ブラマプ

トラ川付近及び中国側支流において、水力発電計画と思われる中国による新しい 24 のプロジェクトがあ

ることを報告した旨報道。 

 ヒンドゥー紙は、対話委員会の3名は18日からジャンム･カシミール州を訪問し、国境付近の地元住民等

と意見交換を行った旨訪問。 

 メドベージェフ･ロシア大統領が21日から22日にかけてインドを訪問(デリー、アグラ及びムンバイ)し、

21日にシン首相と首脳会談を実施。 

12月25日 

 タイムス･オブ･インディア紙は、27日から4日間の日程でミャンマーのウ･フォン･スィ内務副大臣が訪印

し、ピライ内務次官と協議を行うほか、刑事共助条約の署名を行う見通しである旨報道。 

 インディアン･エクスプレス紙は、インドがキシャンガンガ川(注: インダス川の上流)で建設を進めてい

るダムを巡る仲裁裁判所の作業が1月からハーグで開催される旨報道。 

 

 

 

 

 

Ⅳ. 日印関係  

12月4日 

 インド都市開発省と日本の国土交通省及びジェトロの共催で、日印都市交通セミナーがデリーで開催され

る。 

12月15日 

 第2回日印海運政策フォーラムが、日本側からは国土交通省や外航海運事業者、インド側からは海運省や

メモ： 
1960年にインド・パキスタン間で締結された｢インダス川水利条約｣第 9条では、印パ双方の意見の相違を常
設インダス川委員会で協議し、協議が整わない場合は中立専門家による調停、さらに仲裁裁判所に委ねる
旨規定している。印パ両国は中立専門家による調停を試みたが専門家の指名には至らず、仲裁裁判所の設
置は今回が初めて。 
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インド海運公社等が出席してデリーで開催される。 

12月28日 

 インド外務省は23日付けプレスリリースを発出し、アロック･プラサード国家安全保障副補佐官が次期駐

日大使に任命された旨発表。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝◇ 今後のイベント ◇＝ 

◇江ノ島アジア映画祭 2011 

～インドのドキュメンタリー映画｢シスター･チャンドラとシャクティーの踊り手たち｣上映～ 

毎年、旧暦のお正月(春節)にあわせて開催している、アジアのドキュメンタリー映画上映を中心

とした文化交流イベントです。多くの方々にアジアへの理解を深めて頂いています 

日 時: 2011年 2月 6日(日)  1回目上映 11:00～ / 2回目上映 14:30～ 

会 場: 神奈川県立かながわ女性センターホール 

    神奈川県藤沢市江ノ島 1-11-1  /  最寄駅 小田急線片瀬江ノ島駅 徒歩 15分 

☎ 0466-27-2111 

入場料: 1,000円(映画のみ) / 前売 800円 高校生以下･60歳以上 500円 

同時開催: インド舞踊･楽器公演ほか 

主催･問合先･映画前売り販売:  

江ノ島アジア映画祭実行委員会 / ☎ 090-6020-3769 

URL   http://enoshimaajiaeigasai.art.officelive.com 

◇第 7回エコプロダクツ国際展  Eco-products International Fair 2011 

アジア地域における最大級の国際環境展示会です。｢緑の生産性-持続可能なエネルギー･環境を目

指して｣をテーマとして、アジア太平洋地域における｢エコプロダクツ｣や｢エコビジネス｣の普及と振

興を目指し、企業の社会的責任の取組みによって域内企業の国際競争力向上と循環型経済社会の構

築がなされる事を目的としています。入場は無料です。 

    会  期: 2011年 2月 10日(木)～12日(金) 

    会  場: プラガティ･マイダン  ☎ +91-11-23371540(EPABX） 

4. イベント紹介 
Japan-India Events 

今月の注目点： 主要各国のインド詣で 

近年の急速な経済成長を遂げるインドに対して世界各国は関係強化をはかっているが、それ

を象徴する出来事となったのが、今年の国連安保理常任理事国である米、英、露、仏、中の

5 カ国(P5)すべての国の首脳が、インドへの(国際会議等への出席が目的ではない)2 国間訪

問を実施したことである。7月のキャメロン英首相、11月のオバマ米大統領に続き、12月

にはサルコジ仏大統領、温家宝･中国首相、メドヴェージェフ露大統領が相次いでインドを訪

問した。それらの訪問にほぼ共通して挙げられのが、多くの商談の成立等経済外交を全面に

打ち出しているところである。サルコジ大統領訪印時には 200 億米ドル相当の商談が発表

され、その中にはアレバ社とインド原子力公社(NPCIL)との２つの原子炉及び燃料の共有に

関する協定やエアバス社によるエアインディア社やジェットエアウェイズ社への航空機リー

スが含まれ、また、ミラージュ2000戦闘機のアップグレード等全体の1/3にあたる軍事

分野の商談も含まれている。温家宝首相の訪印には 300 人のビジネスマンが同行し、総額

約160億ドルに上る約50件の商談が成立したほか、2015年までに1,000億米ドル貿

易額を目標とすることや印中 CEO フォーラムの創設に合意した。メドヴェージェフ大統領

の訪印でも、2015年までに貿易額を200億米ドルとするための努力を継続することに合

意したほか、石油･天然ガス分野の協力強化のための政府間協定や第 5 世代戦闘機の準備設

計契約等30もの文書が取り交わされた。 
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INDIA TRADE PROMOTION ORGANISATION  

Pragati Bhawan, Pragati Maidan, New Delhi-110 001 

主催者: 国際機関 APO(アジア生産性機構)  ☎ 03-5226-3925 

        東京都千代田区平河町 1-2-10 平河町第一生命ビル 2F 

他に、インド商工省･産業政策推進局･インド生産性本部･インド工業連盟 共催 

問合先: URL   http://www.apo-epif.org/2011/japanese/ をご参照下さい。 

◇インドセミナー  機会の国インド 

  インドにおけるビジネス環境、特に法律面について学ぶために、インド国内において日系企業を

サポートしている｢KNM & PARTNERS｣のメンバーや、現地で活躍中の日本人･インド人による講演を行

います。なお、参加費は無料です。(同時通訳有) 

     日  時: 2011年 3月 10日(木)  13:00～17:00  (12:30より受付開始) 

     会  場: パシフィックセンチュリープレイス丸の内 30階   GCAサヴィアン㈱内会議室 

             東京都千代田区丸の内 1-11-1 / 東京駅八重洲南口から徒歩 3分) 

     共  催: 松田綜合法律事務所    KNM & PARTNERS 

     問合先･申込方法:  

松田綜合法律事務所(担当 高垣)  ☎03-3562-7271 

｢インドセミナーお申し込み書｣に必要事項を記入して FAX(先着 100名) 

講演者: ビジェイ･ネルー、ビベンダー･マン、ムケシュ･クマール(3名とも KNM & PARTNERS)、

平林博(当協会理事長)、他 

§『6人の容疑者』上･下巻     

         著  者: ヴィスカ･スワループ  

     訳  者: 子安 亜弥 

  発行所: 武田ランダムハウスジャパン 

定  価: 上下巻共に 1,800円+税 

ISBN 978-4-270-00602-3 C0097(上) / 978-4-270-00603-0 C0097(下) 

原書を読まれた溝上氏からの書評の一部を、本誌2009年11月号(Vol.106 №

9)で紹介しております。ミステリーファンもインドファンも両方が満足する

小説で、最後まで一気に読み進んでしまいます。総領事(現役)がここまで書

くのか!?と驚くことでしょう。 

5. 新刊書紹介 
Book Review 
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6. 日印貿易概況 (2010年第 3四半期-前年との比較) 
Trade statistics between Japan & India (July-September 2010) 

輸  出  総  額
2009年7～9月
第3･四半期

2010年7～9月
第3･四半期 輸  入  総  額

2009年7～9月
第3･四半期

2010年7～9月
第3･四半期

(日本 → インド) 154,201 196,429 (インド → 日本) 73,456 122,061
食 料 品 39 61 食 料 品　 11,413 21,543

原 料 品 2,622 2,589 　魚介類 7,069 9,909

鉱 物 性 燃 料 2,518 5,366 　(えび) 5,979 8,842

化 学 製 品 16,981 19,352 　肉類 0 0

　有機化合物 6,316 7,376   穀物類 30 27

　医薬品 466 697 　野菜 33 62

　プラスチック 5,009 5,780 　果実 1,033 1,137

原 料 別 製 品 37,100 46,572 原 料 品 11,499 15,148

　鉄鋼 23,121 29,093 　木材 21 54

　非鉄金属 2,288 1,442 　非鉄金属鉱 1,108 1,864

　金属製品 4,704 7,875 　鉄鉱石 5,718 8,361

　織物用糸・繊維製品 1,844 1,976 　大豆 0 0

  非金属鉱物製品 2,384 1,739 鉱 物 性 燃 料 19,538 41,807

  ゴム製品 2,197 3,662   原油及び粗油 0 0

  紙類・紙製品 559 782 　石油製品 19,538 41,807

一 般 機 械 39,556 59,370 　(ナフサ等) 19,535 41,802

  原動機 7,633 11,283 　石炭 0 0

  電算機類(含周辺機器) 281 664 化 学 製 品 8,377 10,062

  電算機類の部分品 346 354 　有機化合物 5,448 5,902

  金属加工機械 4,113 10,884 　医薬品 482 632

　ポンプ・遠心分離器 6,445 7,387 原 料 別 製 品 10,734 20,491

  建設用・鉱山用機械 1,800 2,433 　鉄鋼原料製品 1,390 8,270

  荷役機械 2,314 3,486 　非鉄金属 261 412

  加熱用・冷却用機器 1,597 2,254   金属製品 362 421

  繊維機械 1,865 4,775   織物用糸・繊維製品 2,303 3,427

  ベアリング 898 1,642   ダイヤモンド加工品 5,712 7,032

電 気 機 器 28,549 30,971   貴石及び半貴石加工品 129 226

  半導体等電子部品 5,307 3,935   その他非金属鉱物製品 310 281

  (ＩＣ) 3,631 2,549   木製品等(除家具) 24 17

  映像機器 796 1,063 一 般 機 械 1,682 2,153

  (映像記録・再生機器) 704 906 　原動機 196 444

  (テレビ受像機) 93 158   電算機類(含周辺機器) 35 15

  音響機器 10 17   電算機類の部分品 543 94

  音響・映像機器の部分品 134 154 電 気 機 器 2,082 1,862

  重電機器 3,541 3,266   半導体等電子部品 23 71

  通信機 3,992 1,377   (ＩＣ) 19 29

  電気計測機器 4,111 5,463   音響映像機器(含部品) 18 8

  電気回路等の機器 4,375 6,464   (映像記録・再生機器) 0 0

  電池 123 126   重電機器 786 453

輸 送 用 機 器 12,208 17,821   通信機 25 29

  自動車 1,447 2,421   電気計測機器 64 222

  (乗用車) 1,435 2,305   輸送用機器 508 853

  (バス・トラック) 11 16 　自動車 78 70

  自動車の部分品 10,430 14,836   自動車の部分品 381 756

  二輪自動車 14 36   航空機類 5 0

  船舶 0 0 そ の 他 7,623 8,144

そ の 他 14,626 14,355   科学光学機器 120 215
  科学光学機器 2,867 3,406   衣類・同付属品 4,000 4,036

  写真用・映画用材料 2,675 1,643   家具 65 86

  記録媒体(含記録済) 1,071 603   バッグ類 613 662

０は表示単位に満たないもの －はデータの無いもの  

(単位：100万円)

資料：(財)日本関税協会『外国貿易概況』『日本貿易月表』 
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<次回の『月刊インド』の発送日> 

次回は 2月･3月の合併号となり、3月 11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、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。どうかご検討下さい。 

<お知らせ> 

  ホームページには皆様からの提言を投稿して頂くコラムがございます。昨年は当協会理事のお二

人から投稿がありました。今年は、早速個人会員の方が投稿して下さいました。3 件とも協会ホー

ムページからお読み頂けます。新たな提言は勿論、掲載中の提言に対するコメントの投稿も可能で

す。皆様からの投稿をお待ちしております。 

また、『月刊インド』や｢現代インド･フォーラム｣へのご意見･ご感想等、事務局にお寄せ下さい。 

<編集後記> 

明けましておめでとうございます。 

新年の抱負として、うさぎ年にちなんで“飛躍”と言う言葉をよく耳にします。当協会も昨年 11

月に公益法人に認定され、｢今年は飛躍の年に｣と思いを新たにしております。 

日本カバディ協会理事で協会個人会員の方から｢第 16 回アジア競技大会｣でカバディ男子銅メダ

ル獲得(2010年 11月)のお知らせを頂きました。おめでとうございます。また、今年 10月の FORMULA1

はニューデリー開催予定です。モータースポーツの波もインドにも及んできました。予定(＊Subject 

to circuit approval)から確定になってくれればと願っています。スポーツ界では既に飛躍の年と

なっているようです。更に、仕事始めの日には駐印大使に斎木昭隆アジア大洋州局長が起用された

との一報が飛び込んできました。日印の絆が更に強まる“飛躍”の年になりそうです。 

(後日、新旧駐印大使の歓送迎会開催のお知らせを致します。皆様ふるってご参加下さい) 

本年も、皆様の日印友好を支える篤い想いに応えるべく、事務局員一同頑張ります。 

会員の皆様にとって幸多き年となる事をお祈り申し上げます。 

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) 


