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今年は、日印協会が創立されてから110年という節目の年となります。 

現在は『月刊インド』として引き継がれている協会の機関誌『日印協會々報 第壹

号』は、1909年(明治42年)8月に発行されました。協会が創立された1903年(明治

36 年)は、前年に日英同盟締結など、日露戦争が始まる前年という風雲急を告げた

時代で、機関誌どころではなかったものと思われます。 

戦争の傷跡も癒えた1909年に、協会の総会が開催され、当時の會頭(会長)であっ

た大隈重信伯爵による｢経済的日英同盟」と題する講演が行われました。『日印協會々

報 第壹号』に、論説として収録されています。 

下記にその全文を掲載致します。 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆ 

論  説 

経済的日英同盟   (三月本協会総会に於て) 

会頭 伯爵 大隈重信 

東西文明の調和と云う事は、日本及び日本人の天職である。古代の日本は東洋の文明を吸収(イントロ

デュース)して之を日本固有の文明に同化した。而して現代の日本は盛んに西洋の文明を咀嚼し、又之

れを同化しつヽもあるのである。斯くて東西両洋の文明の長を採り、是を混和し融合し一種独得の新文

明を創建せんとするが是れ日本の使命である。 

今や我が日本は幸いにして東洋の各国中に於いて独り世界に対し相当の位地を占めて、却って東洋の先

進国として曾て東洋各国より受たる恩恵に謝礼せねばならぬ位置に居る。嘗て日本が支那及び印度から

受けた文明の恩恵は非常なもので、物質上にも精神上にも、今日吾々が欧米の文明より受けつヽある利

益に譲らざる大なる利益を日本に与えたのである。殊に印度は宗教や哲学や文学やの方面即ち精神上の

方面に、我国人の受けたる思想は甚だ大なるもので、天竺即ち印度と云えば昔の日本人は直ぐに極楽即

ち天国と思って居た程である。現在東洋の各国々民は不幸にも進んで東西文明の長処を採って其国を強

くし、其文明を進むる力の鈍いのは甚だ遺憾な事である。それ故世界の先進国たるものは其の責任とし

て弱き弟分を引き立てねばならぬ。又遅れたる国民は一日も早く其位置を高めるに何物をも犠牲に供し

て向上するの大決心がなければならぬ。 

世界で今日の文明の競争は稍々遅れた所の国は実に数多き事であるが、殊に吾々日本人が支那及び印度

に向って外の国よりも先に其開発に助力し一家に於ける兄弟の如く相扶けて行かなければならぬと云う

事は我日本人が祖先から其恩恵を受け最も親しき国民であった関係からして起こるべき自然の結果であ

る。 

翻て日本は西洋文明の恩恵を受け始めたのは何国からであったかと云うに第一北米合衆国より鎖国の睡

を覚され、次で英吉利の親切なる指導を受けた。語を換えて云えばアングロサクソン人種の国に依て西

洋文明の恩恵を受け始めたのである。アングロサクソン人種の健全なる思想及び行為が日本の新たなる

物質的及精神的の革新の上に偉大なる影響を与えたのである。此アングロサクソンの東洋に於ける勢力

は誠に偉大なるものであって、政治上にも商業上にも此人種の占むる位置は他に比肩し得るものがない。

然して我日本は現在東洋平和の維持即ち世界の平和の維持の上からして、英吉利を利害を同じうし、そ

れがために同盟が成立して居る。殊に第二回同盟に於いては、従来絶東に限られて居った、同盟の効力

が更に進んで印度にまで及び此東西の二国が世界の平和を保つ上に於て充分なる効果を収めて居るので

ある。此二国の同盟を歓迎し、これを助けて居るのは、此日英の両国に次で利害の東洋に最も多き米国、

次では仏蘭西、露西亜等であって、これらは総て日英同盟を同情を以て迎えるて居る。而して斯の如く

日英同盟は国際間に於て是認せられて永久に平和を保証して居るのであるから、此際東洋の各国民は此

平和の間に物質の上にも精神の上にも一日も早く古い思想悪い習慣を改めて其智其徳其富の程度を高め

1. 日印協會々報 第壹號 
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て世界の文明国に比肩し得るようにならなければならぬ。是れ実に世界人類の上に於て最も必要なるこ

とである。 

以上は日本の世界に対する位地と、及び東洋各国民に対する我等の希望を述べたのであるが、次にいさヽ

か東洋に於ける経済的日英同盟と云うことの効果に就て述べよう。日本が勃興して国の信用がやヽ高ま

たにつけこヽ五六年間に文明諸国の資本が日本に輸入さるヽ事はなかなか大なるものである。殊に資本

の大部分は英吉利の資本である。戦後産業の勃興につれて日本の商工業者が英国の資本に俟つ事は大な

るものである。即ち政治上戦時の同盟は平和の戦争たる経済上の同盟ともなって居るのである。総て世

界の市場に於ける現状を見るに英国の製品は世界に於て最も信用あるもので堅実を特色として英国品と

云えば最も品の善良なる事を意味して居る。然れども同時に英国の品物は其特色として値の低廉でない

と云う事が伴って居る為め、未だ富の程度の低い東洋の各国には需要の十分ならぬと云う傾がある。随

って独逸其他の国々が盛に東洋の市場を目がけて英国の商品と競争をして、英国の商品はこれがために

打撃を受けた趣がある。日本現在の生産品はまだまだ幼稚なるもので、英吉利の商品が独逸品と等差が

あるよりも日本品が独逸品に対する等差の方が大であると云う程に幼稚ではあるが、又日本の品物には

到底英の為し能ざる。また独逸や米国の為し能ざる所の特色を以て居るのであろう。則ち此特色を以て

日本は英国の短処を補って日英同盟してほかの国々の商品に当たり得ると信ずる。日本人は生産上の第

一要件たる資本及び労働に就いて、労働の方は世界に類の無き善良で怜悧で且つ廉い多数の労働者を得

る事が出来る。しかしながら只資本が乏しい、が、其資本の点は英国から今入りつヽあるのであるから

して日本今後の生産業は隆々として起こるに違いない。且又其知識と経験の幼稚なる点は長き間の経験

と充分の知識を以て居る英国の技師達が日本へ来て日本の労働者を使用して日本人と共同の下に或いは

独立に産業をやれば最も安全にして有利なる結果が得らるヽ。而して此生産物は如何なる国にも負けな

いで充分英国以外の安き生産物を供給する国々と東洋の市場で競争し得られる事と思う。 

東洋全体はまだ生活の程度が余程低いから品物を安くすると云う事が必

要である。独り東洋全体のみならず南洋の於ても亦そうである。若し此

安き生産物が日本に英国の資本と機械とを以て生産せられる事となれば

南洋のみならず中央亜米利加、南亜米利加までも是を供給する道が充分

につづくであろうと思う。これ日英経済的の同盟の興らねばならぬ所以

である。 

日本は二年後の条約改正に於てますます外人が日本に投資し又は事業を

初めるに便利多くなり世界の人も疑惧の念を懐く必要がなく、安心をし

て日本の内地で種々の仕事に着手さるヽことが出来る。さすれば英国の

資本を以て初まる日英同盟の事業が倍々今後に於て発達する事は争われ

ない傾向である。而して物質の上から精神上から此同盟は倍々強固にな

って来て東洋の平和即ち世界の平和を維持するのである。 

これ東西文明の調和者たる日本が東洋勃興のために世界平和のために為

さねばならぬ仕事である。 
 

(※ 旧漢字･旧仮名遣いは現代漢字･現代仮名遣いに変更し、原本に ある傍点は省略しました。その他は、原文を尊重し変更を加えず掲載しました) 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆ 

東京外国語大学21世紀COE｢史資料ハブ地域文化研究拠点｣プログラムでは、アジア･アフリカ地域を中心として

史資料の保存･共有･情報資源化･発信といった活動を行い、さまざま関係研究機関と共同して史資料ハブセンター

を構築しています。 

2002年10月から活動が始められたこのプログラムには、南アジア研究のための資料収集も含まれており、戦前

に刊行された日印協会の会報がその対象となりました。当時は、『日印協會會報』の第 1号から8号までの所在が

不明でした。 

翌 2003年、日印協会創立 100周年にあたり、創立以来の会報のマイクロフィルム作成をその記念事業の一つと

し、協史資料ハブ地域文化研究拠点プログラムと協力する事になりました。所在不明の『日印協會會報』の第1号

から8号までを探す作業も協力して行い、6月上旬に成田山仏教図書館(千葉県成田市田町)で、見つける事ができ

ました。協会の礎ともなる資料であり、当時の日印関係･交流を知るうえで貴重な資料となっています。 

<1922年9月号(№32)の会報に 

掲載された大隈会頭の写真> 
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インド･インターナショナル･スクール･ジャパン(IISJ)は、昨年 12月、インドの教育機関からその年

の傑出した学校に与えられる｢アウトスタンディング･スクール･オブ･ザ･イヤー2012｣を受賞しました。 

2004 年 8 月、27 名の生徒で開校した学校は、その後今日までの日印関係の発展を反映して、この 9

年間で江東本校に 500名、横浜校に 100名の生徒を数えるまでに大きく成長しています。 

同校を開校したジェイン理事長兼校長より同校の成り立ちやその後の発展振りについての寄稿があり

ましたので、その寄稿文を掲載します。 
 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆ 

 

IISJ  Principal / Director  Nirmal Jain  

India International School in Japan IISJ won the prestigious 

“Outstanding School of the Year” award in December 2012. It 

was conferred by the School of Educators for Global 

Education. IISJ was recognized and awarded a trophy during 

a lavish ceremony in New Delhi, India.  

 

IISJ is the first Indian school to open its doors in Tokyo . It 

was started out of necessity. Thousands of Indian IT 

professionals have been recruited in recent years by Japanese 

computer firms, but most used to come without their families. 

Because of the exorbitant tuition charged by international 

schools in Japan, they had to leave their children and wives in India. Recognizing a need, Mrs. Nirmal Jain as 

the chairperson of a Non Profit organization started IISJ for these families. In nine years, the school has grown 

from 27 students to over 500. Mrs. Jain actively sought - and got – CBSE(Central Board of Secondary 

Education) affiliation. And thanks to efforts by the Indian Embassy, 3 years ago IISJ moved into its huge 

campus, complete with gym, a big playground, and even tennis court.     

 

I take this opportunity to renew our heartfelt appreciation to Mr. Yoshiro Mori, Chairman of the Japan-India 

Association and former prime minister, for his kind and thoughtful help to us in acquiring, and moving to, the 

present school premises.  Mr. Mori successfully persuaded Mr. Takaaki Yamazaki, Head of Koto-ward to 

concede the use of one of the closed schools of Koto-ward.  I would like to express our deep gratitude to Mr. 

Yamazaki for his kind decision. 

 

By maintaining the family unit, IISJ has been instrumental in allowing 

families to experience Japan together, thereby creating generations of 

global citizens. This has allowed for deeper understanding between the 

citizens of the two countries as they communicate and interact at 

various levels. And thanks to the success of IISJ, a second campus in 

the nearby city of Yokohama was inaugurated.    

 

2. India International School in Japan, Tokyo 

<IISJ Receives  

“An Outstanding School of the Year” Award> 

<India International School in Japan> 
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The school operates as a non-profit. All fees are put back into bettering the school, increasing the number of 

school buses, hiring more teachers, etc. That has also allowed for low tuition fees at the school, a rate 

affordable to the young engineers. 

 

The school has come to be a crown in the relationship between India and Japan. As proof IISJ students had 

the opportunity to welcome India’s Prime Minister Dr. Manmohan Singh at the official residence of Japan’s 

Prime Minister Mr. Abe in 2005 . In 2006 IISJ students lead the inauguration of India- Japan Friendship 

Year in honorable presence of Prime Minister Abe. In 2007 Japan’s First lady Ms. Akie Abe inaugurated the 

new premises of IISJ at Morishita. And in 2010 the chief guest at the inauguration of the new campus was 

former Japanese Prime Minister Mori.  

IISJ has also spawned a flurry of interest from the Japanese population regarding the benefits of Indian 

education, in particular the way math is taught. Therefore today many Japanese students want to study at 

IISJ 

 

Students graduated from IISJ have all enrolled in prestigious universities in India, but for the first time in the 

school’s history, some have also been accepted at colleges right here in Tokyo. Thanks to a recent initiative by 

the Japanese government called Global 30, IISJ students are being actively recruited by Japanese universities 

to pursue engineering and liberal arts degrees, all taught in English.   

 

This is a great source of pride for IISJ and we have high hopes that these numbers will only increase.  

 

IISJ students have also reached major milestones in other areas, receiving 1
st
 place finish for its cricket team, 

a top six finish in the International History Bee and Bowl, a Hall of Fame entry into the International 

Mathematical Olympiad. And at Present IISJ team is visiting USA to Compete in History Bee and Bowl 

Championship. 

 

This is the story of IISJ’s success and hopefully it will continue further with combined efforts of India and 

Japan . 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆ 

 

Brief Profile of Ms. Nirmal Jain 

Ms. Nirmal Jain Came to Japan in 1969 . She got her education in India . 

Received Bachlor of Arts, Master of Arts, Bachlor of Education And Bachlor 

of Law Degrees. After coming to Japan worked as Hindi News Anchor with NHK’s 

Radio Japan service, worked as Hindi professor at Asia-Africa Language 

institute, Worked in the field of early education with Seisen International 

school, taught Hindi to Students of International baccalaureate at Saint 

Mary’s International School, International School Of Secred Heart and 

Yokohama International school. Also worked as Hindi Professor at Training 

institute of Ministery of Foreign Affairs Japan. In 2004, Established a non Profit organization 

and as the chairperson of the organization founded India International School in Japan. And since 

then running the school as the director of the school. 

 

※ P.5 <IISJ Receives “An Outstanding School of the Year” Award> の写真は IISJの提供です。 
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 Ⅰ. 内政  

4月 4日 

 ヒンドゥスタン･タイムズ紙(HT)紙は、4日、インド西部ムンバイ郊外で建設中の7階建てビルが崩壊し、

72人が死亡したと報じている。犠牲者は、ビルに住んでいた建設労働者が大半であり、崩壊したビル自

体は、未認可で質の悪い材料を使用して建設されていた。地元当局者は｢7階建てのビルは、わずか 2～3

ヵ月で建設され、建材も劣悪ではじめから倒壊する運命だった｣と語っている。 

4月 4日 

 5 日付ザ･ヒンドゥー紙は、モディ･グジャラート州首相が、初めて、自身のインド首相への意欲を覗か

せたと報じた。これは、4 日、実業家のグプタ氏の著書出版記念式典での演説で、モディ氏が、グプタ

氏の｢モディ氏はそろそろインドに対して恩返しするとき」という発言に対し、「誰しも国に恩返しする

義務があり、その機会を利用すべき」と返したもの。 

4月 14日 

 15日付 HT紙によれば、14日、ニティーシュ･クマール･ジャナタ･ダル(統一派)(JD(U))党首(ビハール州

首相)は、同党全国大会において、次期首相候補と目されるモディ･グジャラート州首相の世俗性に疑問

を呈しつつ、BJPに対して、年末までに排他的でなく世俗的な首相候補を選ぶよう求めた。 

メモ： 

JD(U)は、下院20議席を有し、インド人民党(BJP)率いる国民民主連合(NDA)における第2の主要政党。支持基盤には

ムスリムが含まれ、世俗主義を標榜。クマール党首は、上記党大会において、ヴァジパイ前首相のような皆を率いて

いける人物がリーダーとなるべき旨発言した。 

4月 16日 

 17日付タイムズ･オブ･インディア紙は、現地調査会社が1月-3月に実施した次期総選挙に関する世論調

査について報じている。世論調査の結果、コングレス党及び現連立政権(UPA)は、議席を大幅に減らす見

込みである一方、これにより現野党連合(NDA)の議席数が増加することはないことが判明。社会主義党(SP)、

全印草の根会議派(AITC)、全アンナ･ドラビダ進歩連盟(AIADMK)等の地域政党が議席数を大幅に増やし、

これら政党及び大衆社会主義党(BSP)、ビジュ･ジャナタ･ダル(BJD)及び左派政党が政権樹立のためのキ

ャンスティング･ボードを握るとする。 

4月 17日 

 18日付HT紙他は、17日午前、カルナタカ州バンガロ-ル市のBJP事務所近くの路上で爆発があり、警察官

を含む16人が負傷した旨報じた。同州では、5月5日に州議会選挙を控えている。 

4月 19日 

 20日付 HT紙は、デリーで 5才の少女が、25才の隣人にレイプされ部屋に監禁されていた状態から、17

日に救出されたと報じている。少女は、14日、家の近くで遊んでいたところを誘拐され、その後 3日間

にわたり、レイプと暴行を繰り返された。少女は、病院に搬送され、現在様態は安定している。 

メモ： 

警察は、当初、家族の捜索願を受け付けず、また、病院前の本件抗議デモに参加した女性を平手打ちするなど、警

察の対応も問題となっている。 

メモ： 

本調査は、無作為に選出した 38,833名を対象に、インド国内 540カ所で実施。なお、調査は、本年 1-3月に実施され

たため、モディ･グジャラート州首相を BJPの次期候補と見なす世論の高まりを十分に反映していない可能性があ

る。 

3. インドニュース(2013年 4月) 
News from India 
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 Ⅱ. 経済  

4月 1日 

 2日付 HT紙他によれば、1日、インドの最高裁は、スイス製薬大手ノバルティスが開発した同社の抗が

ん剤｢グリベック」の改良版の特許認定について、従来の薬剤を微調整した形では真に新しい製品ではな

いとして、特許を認めないとの判決を下した。今回の判決は、患者を益するのみならず、インド国内の

ジェネリック医薬品を奨励するものとなった。 

4月 3日 

 4日付HT紙他によれば、3日、シン首相は、インド産業連盟(CII)年次総会にてスピ-チ行った。各紙は、

同スピーチについて、経常収支を含むマクロ経済安定化、インフラ整備、海外直接投資(FDI)誘致を推進

するとした点を評価すると報じた。 

メモ：  

シン首相のスピ-チにおける発言ポイントは次のとおり。 

＊ マクロ経済バランスの回復が先決課題。インドの財政赤字増加の一因は、これまでの経済刺激策にあるが、他国

と同様、同政策を見直す時期にある。 

＊ 投資回復に向けた環境作りに向け、最重要事項は、インフラ事業の実施阻害要因、例えば許認可取得の遅れ等を

除去することである。 

＊ 海外直接投資(FDI)誘致の姿勢を明確に打ち出してきている。小売業、航空業等の自由化は、かかる重要なメッセ

ージである。現在、包括的FDI政策の見直しを行っており、数ヶ月中に作業を終える予定。 

4月 8日 

 10日付 HT紙は、日系企業がムンバイメトロ 3号線に関心を示していると報じている。コラバ～バンド

ラ～シープズ間の建設は、予算や技術面でリスクのある事業だが、日系企業数社が全線地下による建設

に関心を示す。ムンバイ都市開発公社(MMRDA)によると、川崎、三菱、日立等は、8日に MMRDAと協議し、

関心表明を行い、MMRDAに対し、期限内に事業を完了できると述べた。 

JICAは総工費 2,450億ルピーの同事業への資金提供を決定しており、日系企業が有力な事業候補となっ

ている。MMRDAは多国籍企業のみを入札の対象とすることを検討している。 

メモ： 

ムンバイメトロ1号線の建設は、当初より大幅に遅れており、2号線は未着工である。このため、ＭＭＲＤＡはフェーズ

3を直轄で行うことを決定した。ＪＩＣＡは、3号線の総工費の 56％を負担し、中央政府が残りを負担する予定である。 

4月 15日 

 16日付 HT紙によれば、15日、インド政府は、3月の卸売物価指数が、過去 3年間で最も低い 5.96％に

とどまったことを発表。これにより、来月のインド準備銀行･金融政策会合における利子率切り下げへ

の期待が高まる。 
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4月 18日 

 18日、インド商工省は、2013年 3月分及び 2012年度(12年 4月～13年 3月)の貿易額(暫定値)を発表。

19 日付ヒンドゥー紙他は、2012 年度の輸出額は前年度比でマイナスとなったが、過去 3 ヶ月連続の成

長となり、明るい兆しが見えてきたと報じた。 

メモ：  

 商工省のプレス･リリ-スによれば、以下のとおり。 

＊ 2013年 3月の輸出額は 308.50億ドル(前年同月比 6.97％増)、輸入額は 411.65億ドル(前年同月比 2.87％減)。 

＊ 2012 年度の累計輸出額は 3,005.71 億ドル(前年同期比 1.76％減)、累計輸入額は 4,914.87 億ドル(前年同期比

0.44％)であり、貿易赤字は 1,909.17億ドル。 

4月18日 

 18日、インド商工省は、貿易政策に関する2013年度の追加政策を発表した。新たに経済特区(SEZ)の承認

要件を緩和した他、資本財の輸入関税削減制度(EPCGスキーム)による関税率を3％から無税にした。19日

付各紙によれば、産業界には、今次措置を歓迎する声がある一方、効果は限定的との批判もある。 

 Ⅲ. 外交  

4月 7日 

 7日付 HT紙は、インド洋に進出する中国潜水艦の増加が、インドの安全保障上の利益に重大な危険をも

たらすという内容の印国防省機密文書の存在が明らかとなった旨報じている。文書は、中国海軍の暗黙

の活動が、重要なシーレーンを確保するための印海軍の優位性を損ねつつあると警告するとともに、二

国間の緊張が今後 3年間で高まると予測している。一方で、専門家は、中国の戦略は過大評価されてお

り、インド洋でのインドの影響を弱めるに至らないだろうと見ている。 

4月 11日～ 

 12日付ザ･ヒンドゥー紙他によれば、シン首相とメルケル独首相は、11日、ベルリンにて、印独合同閣僚

級会合後の記者会見において、インドEU間のFTA締結に向けた交渉が進展したとの見解を示した。また、

両国は、本件会合をとおし、高等教育分野の協力に関するMOU等、6つの政府間文書に署名した。 

 16 日付ビジネス･スタンダード紙他によれば、15 日、ブラッセルにて、インド EU･FTA 交渉の閣僚級会

合が開催されたが、双方はそれぞれの立場を守ったまま、妥結に至らなかった。自動車分野について、

インド側は、自動車関税の引下げを求める EUに対し、これ以上譲歩しない旨述べた。 

メモ： 

インドとＥＵのＦＴＡ交渉は、2007 年に開始した。上記記者会見において、メルケル首相は、合意に到達可能な状況と

しつつも、インドにおける自動車関税の削減と保険分野の外資出資比率引上げに向け、一層の進展が必要との見解

を示した。シン首相は、双方のバランスが取れた協定の早期妥結の重要性について合意したと述べ、また、インドが

保険分野の外資出資比率引上げにコミットしている旨言及した。インド政府は、昨年10月、保険会社への外資出資比

率の上限を現行の 26％から 49％に引き上げる案を閣議決定しているが、今後、議会の承認が必要となる。 

4月 15日、16日 

 15 日付インディアン･エクスプレス紙他は、中国の李克強総理が最初の外国訪問先として、5 月にイン

ドを訪問する可能性があると報じている。二国間訪問は交互に実施するという外交慣例に従えば、2010

年の温家宝首相(当時)の訪印から、次はインドの首相が訪中する順番であるが、中国側は、(首脳会談

を)強く望んでいることから、この通常の慣例から逸脱することを計画している。 

 16 日付 HT紙は、中国の李首相が、シン首相の訪日の前にインドを訪問することを希望している旨報じ

ている。情報筋によれば、5月の第 3週に李首相がインドを訪問する可能性を示唆している。 

 

中国軍によるインド･カシミール･ラダック地方におけるインド側への侵入 

4月 15日～30日 

インディアン･エクスプレス紙等各紙は、15日にカシミール･ラダック地方で、中国軍が、実効支配線か

らインド側に進入したとされる事案に関し、以下のとおり報じている。 

 18日、マタイ外務次官が駐印中国大使を招致し、インド側の懸念を伝達した。 

 22日、中国外務省報道官は、定例記者会見において、中国軍は実効支配線を越えていないと主張。同日、
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クルシード外相は、記者団に対し、今回の事案が雪だるま式に悪化することを望んでおらず、印中双方

は、均衡からのいかなる逸脱にも反対していると述べた。また、同日、アントニー国防大臣は、｢我々

は、国益を守るため、あらゆる対応をとっており、また、あらゆる措置を講じていく｣と報道陣に述べ

た。 

 23日、インド側の要請に基づき、フラッグ･ミーティングを開催したが、解決には至らなかった。 

 27日、シン首相は、記者団に対し、インドは状況を際だたせることを望んでおらず、この問題の解決を

信じていると述べた。シン首相の発言を受けて、28 日に中国外務省は、声明を発出し、その中で、｢シ

ン首相の発言に留意し、印中双方が国境における会談や外交チャネル等を通じて連絡を取っている。中

印の戦略的かつ協力的なパートナーシップの健全かつ安定した発展促進のため、我々は、相違の適切な

処理と、国境地域での平和と平穏の維持に向け、インドと協力する用意ができている｣と述べた。 

 30日、中国軍が、実効支配線のインド側 19㎞のところに、5つ目となるテントを設置したことが判明。

情報筋によれば、侵入地点における中国軍の数は約 40名になるという。第 3回フラッグ･ミーティング

を開催したが解決に至らず。 

メモ： 

本事案は、4月 15日に、カシミール･ラダック地方のデサン地区で、22名～40名の中国軍が、中国軍ヘリコプターの

支援を得つつ、実効支配線のインド側に侵入し、テントを設営したもの。インド側も、これに対し、中国側と同規模のイ

ンド･チベット国境警察(ＩＴＢＰ)を、中国が設営したテントから 300～500m離れた所で対峙させている。 

実効支配線の場所についての認識が係争中であるということを考慮し、印中双方は、それぞれが主張する実効支配

線の付近までパトロールするのが通例で、同パトロール部隊は、巡回後に戻るのが通常であるが、今回の事案のよ

うに、30名前後の規模からなるパトロール部隊が、紛争地域にテントを張ったのは、ここ数年で初めてである。インド

側は、中国パトロール部隊はインドが主張する実効支配線よりも 10 ㎞内側にいると判断しているが、情報筋によれ

ば、中国が実効支配線と主張するとインド側が認識している線からも、更にインド領に 2 ㎞入ったところに中国の部

隊はキャンプを張っているという。これに対し、インド軍も中国軍に接近し、現時点では、中国軍の真向かいに展開し

ている。 

編集部注; インド･中国両軍によるにらみ合いが続いていたこの問題について、5 月 5 日夜、両国政府は軍を撤

退させることで合意に達し、その後、両軍は撤退を始めたもよう。 

 Ⅳ. 日印関係  

4月 1日 

 日本外務省の発表によれば、1 日、訪日したチダンバラム財務大臣は、安倍総理大臣を表敬。同財務大

臣は、来るべきシン首相の訪日に向け、両国関係を更に発展させていきたいと述べ、より多くの日本企

業のインド進出を希望し、日本の技術によるインドのインフラ開発に協力を求めた。安倍総理大臣は、

金融規制緩和や税制面の改善の必要性や、デリー･ムンバイ間産業大動脈構想及び高速鉄道等について更

に協力が進むことに対する期待を述べた。 
 

今月の注目点：モディ首相は次期連邦首相(候補)になるのか 

 2014年の総選挙に向けて、モディ･グジャラート州首相が、次期連邦首相(候補)になり得るのか

否かが注目されている。1月の総裁選でラージナート･シン新総裁が就任して以降、BJPにおいては、

総選挙に向けてモディ氏を候補に据える動きも強まりつつある。4月4日には、これまで首相候補

への意欲を明示的には見せなかったモディ氏も、初めて自らの意欲を覗かせており、現与党のコン

グレス党の人気が低下している中で、ますます次期与党としてのBJP、そして次期連邦首相として

のモディ氏が注目を浴びている。しかしながら、モディ氏自身は、グジャラート州での政権運営や

経済発展等の手腕が評価される一方で、同氏が任期中の2002年に同州で起きた大規模な宗派間暴

動を黙認したことによる国内外からの批判も強い。いまだBJP党内の意思統一ができてない上、ジ

ャナタ･ダル(統一派)(JD(U))等、BJP主導の政党連合である国民民主同盟(NDA)に属する政党にも

反対派がいる。世論調査では、コングレス党の人気が低下しても、BJPの議席が増えるわけではな

い、という結果が公表されており、モディ氏が連邦首相(候補)になるには、まだまだ乗り越えなけれ

ばならない課題が多いようだ。 
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＝◇ 最近のイベント ◇＝ 

◆インド映画 ｢きっと、うまくいく｣無料特別試写会  早稲田奉仕園アジア語学講座 開設 40周年記念プログラム 

4月 26日(金)、当協会が後援する早稲田奉仕園アジア語学講座 開

設 40周年記念プログラム｢きっと、うまくいく｣(原題: 3 idiots)の無

料特別試写会が、早稲田奉仕園スコットホール講堂で開催されました。

会場は満席で、休憩なしの 3時間に及ぶ上映の間も、次から次へと繰

り広げられるテンポの速い画面から目を離す余裕すらなく、席を立つ

者は一人もなく全員画面に釘付けの状況でした。 

  とにかく面白い!  従来のインド映画の感覚で観に行った者は、歌、

踊り、活劇も織り込まれているものの、これまでのありきたりの娯楽

映画の殻を打ち破ったものである、と思うに違いありません。 

 この映画のチラシに『あなたの人生が光り輝くヒントがきっとある! 

大学時代の親友 3人が織りなす、至高の人生感動エンターテイメント』

と謳われているが、それだけではありません。屈指のエリート理系大

学を舞台にして、3人の主人公の学生が繰り広げる抱腹絶倒の学園コ

メディーと見せかけながら、大学卒業10年後、行方不明の親友を探し、

学生時代を振り返りながら、学歴競争が過熱するインドの教育問題にも一石を投じているのです。 

さらにこの映画は、歴代の興行収入ナンバーワンを記録したそうですが、当然のことと思われます。イ

ンド映画もここまで進化したかと思わせる傑作です。インドを良く知っている方も、そうでない方も、こ

の映画の楽しさを満喫しながら、インド社会の将来の変貌にも思いを馳せてみてはいかがでしょうか。 

*2010年インドアカデミー賞史上最多 16部門独占 

*監督･脚本:  ラージクマール･ヒラニ 

*出演:       アミール･カーン、カリーナ･カブール、R. マーダヴァン ほか   

  5月 18日(土)から全国公開が始まります。 

※早稲田奉仕園アジア語学講座は、語学を通じて多くのアジアの人々と交流する機会を持ち、アジアの中で生き

るものとしての自己理解を深めようという事を目的に1973年に開設されました。ベンガル語、ヒンディー

語をはじめ多くのアジア語講座が開かれています。 

＝◇ 今後のイベント ◇＝ 

◆マンモハン･シン インド首相  講演会 

シン首相の来日を記念して行う講演会につきましては、既に会員の皆様にご案内通りです。お申込頂い

た方々には、順次返送をしております。当日は、受付番号記入済み返信メール、または受付番号･確認印付

申込書 FAXを受け付けに御提示下さい。お忘れになりますと、入場をお断りする場合がございます。郵送

でお申込みの方には、返送は行いませんので、当日は申込書の控えをお持ち下さい。受付後、手荷物検査

等のセキュリティチェックを受けて頂き、入場となります。 

16時45分には全員ご着席になられますよう、ご協力お願い申し上げます。 

講演中の録音、撮影、携帯電話等は、全て禁止となっております。ご了承ください。 

日 時: 5月 28日(火)17時00分    受付開始 16時 00分 

会 場: ホテルオークラ東京･本館1階｢平安の間｣    東京都港区虎ノ門2-10-4    ☎03(3582)0111 

参加費: 招待(無料) 

※日／英の同時通訳付  

4. イベント紹介 
Japan-India Events 
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◆アイセック インドフォーラム～海外インターンシップの可能性～ 

 アイセックは、海外インターンシップ事業を主要な活動としている団体です。 

 日本企業がインド市場に注目する反面、現地人材のマネジメントや優秀な学生へのアプローチなどに頭

を抱える企業があります。優秀なインド人学生が日本企業でのインターンシップを希望しても、日本企業

の門戸は決して開かれているとは言えません。 

 今回は、海外インターンシップの導入によるインドへの進出や社内国際化などについて、実際にアイセ

ックを利用してインド人学生を研修生として迎えてくださった企業のご担当者様にお話しして頂きます。 

日 時: 2013年 6月 21日(金) 18:30〜21:30 

場 所: 新丸の内ビルディング 10階 日本創生ビレッジ内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   

参加費: 3,000円 / 公益財団法人日印協会会員 1,000円 

主 催: 特定非営利活動法人アイセック･ジャパン 慶應湘南藤沢委員会 インド事業部 

共 催: Sun and Sands Group 

問合先: 特定非営利活動法人アイセック･ジャパン 慶應湘南藤沢委員会 インド事業部 

     担当: 村田    TEL 080-4453-7703    E-mail satoshi.murata@aiesec.net 

申込方法: 必要事項(ご芳名・貴社名・メールアドレス・電話番号・本セミナーへ期待する事)を明記

の上、E-mail  satoshi.murata@aiesec.net  にてお申し込み下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表紙の写真について】 

 4月 12日から 14日まで、当協会も後援した Holi Festival of Rainbow in Yokohama 2013 が、横浜赤

レンガ倉庫イベント広場で開催されました。表紙はその時の様子です。 

◆インドを語る集い<様々なインド>32回 『ムンバイのこと』 

本年 4月、新たに協会事務局参与として加わった前ムンバイ総領事の持田多聞を講師に迎え、ムンバイ

でのビジネス･経済･生活等についての講演を行います。同封の参加申込用紙をご確認の上、お申込下さい。 

日  時: 2013年 6月 28日（金） 午後 6:00～7:30 

場 所: 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 

定 員: 先着 30名 (お断りする場合のみ、連絡致します) 

参加費: 協会会員 無料      (非会員 500円) 

〆 切: 2013年 6月 20日(木)  ファックスかメールで事務局にお申込み下さい。 

FAX: 03-5640-1576E-mail: partner@japan-india.com 

主 催: 公益財団法人日印協会 
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§『インド人コンサルタントが教える インドビジネスのルール』 

著者: パンドランギ･シャンカル / 加茂 純 

発行: 中経出版 

価格: 1,900円+税    ISBN 978-4-8061-4527-1 C2034 

著者は日印のビジネスに精通したインド人と日本人です。 

我々日本人が知らないインドの社会。それを理解するうえで大切な歴史、宗教、生活習

慣等を、日本人と日本のビジネス慣習をよく知ったインドの方が解説されているので、読

むうちに目からウロコの落ちる思いがする方も多いでしょう。 

著者は次のように指摘します。インドと取り組むなら、インドを「あるがままに」受け入れてみましょう。

先ず、現実を受け止め、そして理解し、消化が出来るかどうかで結果は大きく違ってきます。 

これからビジネスでインド(インド人)と取り組もうとしている方や、すでに活動を始めたが現地の事情を本

社の幹部や同僚に理解してもらうので苦労している方にとっても、役立つ好著です。 

§Creating Visionary Leaders in Indian Manufacturing 

  Aouthers: Shoji Shiba / Kalpana Narain 

  Published by: JICA 

  非売品(協会事務所にて閲覧可能、会員の方には貸出もしております) 

 2007 年 8 月から JICA が始めた製造業経営幹部育成支援(Visionary Leaders for 

Manufacturing; VLFM)プロジェクトは、多くの成果を残し、本年4月に終了しました。 

 本書は、VLFM プロジェクトに協力するに至った経緯やその後の活動や成果について、

まとめたものです。 

著者の司馬正次 筑波大学名誉教授は、当初よりVLFMプロジェクトを指導し、その功

績により2012年にインドの国家勲章“パドマ・シュリ”を受賞されています。 

§各研究機関からの機関誌の紹介(到着順) 

いずれも非売品です。(協会事務所にて閲覧可能、会員の方には貸出もしております) 

題名 編集･発行 

NIHU Research Series of South Asia and Islam 1 

南アジアとイスラーム－知的ネットワークと民衆運動－ 

ISBN 978-4-904039-58-8  

発行:  

京都大学大学院ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ地域研究 

研究科附属ｲｽﾗｰﾑ地域研究ｾﾝﾀｰ 

NIHU Research Series of South Asia and Islam 2 

南アジアとイスラーム 

ISBN 978-4-904039-59-5  

発行:  

京都大学大学院ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ地域研究 

研究科附属ｲｽﾗｰﾑ地域研究ｾﾝﾀｰ 

現代インド研究  第3号 2012年  Vol.3 2012 

ISSN 2185-9833 

発行: 

NIHU プログラム｢現代インド地域研究｣ 

広島大学現代インド研究 －空間と社会 

vol.3  2013. March 

ISSN 2185-8721 

編集発行: 

広島大学現代ｲﾝﾄﾞ研究ｾﾝﾀｰ /  

人間文化研究機構 地域研究推進事業  

｢現代ｲﾝﾄﾞ地域研究｣広島大学拠点" 

東方 第28号 (中村博士生誕100年記念号) 

ISSN 2186-0440 

編集兼発行人: 

公益財団法人中村元東京研究所 

5. 新刊書紹介 
Books Review 
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4 月 22 日、菅義偉官房長官は記者会見で、天皇･皇后両陛下のインドご訪問に向けて調整を始めたと

発表しました。両陛下は、皇太子･同妃時代の 1960年に初めてインドを訪問されています。その時の写

真が、インド政府から日印協会に提供され、保管しておりますのでご紹介致します。 

 

 

Photo shows His Imperial Highness the Crown 

Prince Akihito of Japan chatting with some of the 

Japanese children who were among the large crowds 

of people who greeted the Prince on his arrival 

at the Palam Airport, New Delhi on November 29, 

1960. 

 

 

 

 

 

The Crown Prince and Princess of Japan, 

witnessed a rally by members of the National 

Discipline, in New Delhi on November 30, 1960. 

Photo shows a young child greeting the Princess 

on the occasion. 

 

 

 

 

The Prime Minister, Shri Jawaharlal Nehru, gave 

a lunch in honour of Their Imperial Highnesses 

the Crown Prince Akihito and Princess Michiko 

of Japan at New Delhi on November 30, 1960. 

Their Imperial Highness being received by the 

Prime Minister. 

 

 

 

 

The Crown Prince and Princess of Japan visited 

Bodh Gaya on December 5, 1960. The Crown 

Princess offering prayers at the Bodh Gaya 

Temple. 

 

6. Archives 
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<次回の『月刊インド』の発送日> 

次回発送は 6 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。 

<お願い> 

今回のシン首相の講演会をはじめ、時間的に『月刊インド』でのご案内が間に合わないイベント

等は、事務処理の都合上、メール･FAX のご登録を頂いている方から順にお知らせしております。メ

ール･FAX のご登録が無い方へは、ご案内が遅れることがございます。 

これまでも度々お願いして参りましたが、メールアドレス･FAX をお持ちでまだ協会に登録されて

いない方がいらっしゃいましたら、是非協会事務局までご連絡下さい。お電話でも承っております。

何卒ご協力賜りますようお願い申し上げます。 

<編集後記> 

ガンジス川、特にベナレスで沐浴する方々の様子を見るにつけ、何故皆なんともないのかという

事が話題になります。科学的に検証された事はないのかと不思議でしたが、バクテリアファージの

存在と、通常の河川の 10倍の酸素が含まれているという事が、既に分っているそうです。それなら

ば、ガンジス川は、濁を清に変える、この上なく清浄な女神に相応しい聖なる大河と言えます。 

バクテリアファージについては 1896 年に初めて文献に登場し、当時、ガンジス川やヤムナ川のコ

レラ菌を殺すと報告されているそうです。欧米人にとって、インドの河川は 100 年以上も前から研

究の対象になる程の、人智を超えた神秘の存在だったのでしょうか。 

協会の誕生には、バクテリアファージの登場に 7 年も遅れをとってしまいしました。が、創立時

の会則には｢日印両国の親密を計ること｣の一文が明記されています。それは今も変わらぬ当協会の

目的です。今後は、設立当時の協会の様子を、資料を通じて皆様にご紹介していきます。(記 渡邊恭子) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

入会随時受付中  

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。今年は、日印協会設立 110 周年という

記念すべき年であり、昨年に引き続き両国の友好関係を更に深める為にも、協会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) 

 



 

 

 


