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1.年頭のご挨拶
New Year’s Greeting
公益財団法人日印協会 代表理事・会長
森 喜朗
明けましておめでとうございます。
昨年中は、日印協会をご支援ご鞭撻いただき、まことに有難うございました。
お陰様で日印関係は年を経るごとに進展しております。
昨年 10 月のモディ首相の日本訪問では、国民の皆様にも日印関係がいかに
友好的であり、安倍・モディ首相の関係がいかに親密であるか、また両国間の
協力がいかに進展しているか、さらには、両国間の協力がいかに第三国に展開
しているか、明らかになったことと思います。
安倍総理は、富士山のふもとにある自分の別荘にモディ首相を招き歓待しま
した。ロン・ヤス関係として有名になった中曽根康弘総理が、1983 年にロナ
ルド・レーガン米国大統領を奥多摩の日の出山荘に招いて以来のことで、日印
両国の「特別・戦略的・グローバル・パートナーシップ」という形容詞が三つ
も付いた特別な関係を内外に鮮明に示しました。
両国がここ数年取り組んできたデリー・ムンバイ間の産業大動脈や貨物新線の建設、大都市における日
本式地下鉄の建設などの大規模なプロジェクトに加え、ムンバイ・アーメダバード間 500 ㎞をつなぐ新幹
線計画や東北インドの開発を通じたインドとASEANを結ぶ回廊の建設計画も大きく注目されております。
上記首脳会談では、日印間の防衛協力は、外務・防衛対話の次官級から閣僚級への格上げ、従来のインド
沿岸警備隊・わが国海上保安庁間やインド海軍・わが海上自衛隊の間での共同訓練などの協力に加え、陸
及び空の協力も決まりました。さらに、宇宙分野での協力のための協議も本年に始まります。
他方、ソフトな面では、新規に日本の「アジア健康構想」とインドの「長寿計画」の連携、食品加工な
ど農業分野の協力の強化、日本式「モノ作り学校」の増設（現在 4 校）
、この 1 月からのインド人に対する
日本の入国査証の緩和、青少年交流やインドでの日本語教育の推進なども合意されました。
安倍総理が提唱してきた「自由で開かれたインド太平洋戦略」とモディ首相発案の「アクト・イースト
（東方戦略）
」の融合が確認され、11 月に訪日したトランプ米国大統領もこの構想に積極的に関与するこ
とを表明しました。東南アジアやオーストラリアからも歓迎され、さらにアフリカ諸国への日印共同での
協力も合意されましたので、この構想 は、太平洋とインド洋を大きく結ぶ日本発の大型国際戦略に成長し
たわけです。
あらためて振り返ると、私が 2000 年 8 月に訪印した際に打ち上げた「日印グローバル・パートナーシ
ップ」がここまで育ってきたことを見るにつけ、まことに感慨深いものがあります。
本年 4～5 月には、また、インドに於いて 5 年目ごとに行われる下院の総選挙があり、モディ政権継続か
政権交代か注目されます。幸い、日印関係については、日印双方において超党派の支持がありますので、
日印関係は安泰でしょう。
本年、日印協会は創設 116 年を迎えました。長い歴史に培われた信頼と実績を基礎に、両国民の友好と
相互理解の増進に努めてまいりたいと存じます。
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2.Sanjay Kumar Verma 新駐日インド大使への表敬訪問
Welcome Courtesy Call to Ambassador H.E. Mr. Sanjay Kumar Verma
日印協会 常務理事 笹田勝義
ヴァルマ駐日インド大使は、1 月 5 日に着任されましたが、日印協会は同大使を 1 月 11 日に表敬訪問をしたの
で、概略ご報告します。
日印協会より平林理事長、笹田常務理事と西本事務局長が大使館に伺い、ヴァルマ大使に表敬しました。スリ
ヴァスタバ首席公使も同席され、和気あいあいの 30 分でした。
ヴァルマ大使は、1965 年生まれの 53 歳と駐日インド大使としては一回り若返りましたが、熟練外交官として
これからのインド外交を背負う方との印象を受けました。インドはビハール州のパトナ大学卒業後、IIT（インド
工科大学）デリー校にて修士課程を卒業されました。インド政府の高等外交官試験（Indian Foreign Service）
に合格し、1988 年にインド外務省に入省されました。香港、中国、ヴェトナム、トルコにて外交官活動の後、ス
ーダン大使を経て、
直前はインド外務省にて大臣官房の局長でした。
日本についての外交経験や渡航経験はなく、
夫人を同伴しての初めてのご赴任だそうです。
大使の第一印象は、主要国の大使としては（相対的に）若手に属しますが、優秀な外交官である一方、極めて
気さくでジョークを良く解する好印象を受けました。インド・ベンガル地方の出身です。
平林理事長から、
「歴代の駐日大使に申し上げてきたが、自分は貴大使を補佐する『第二の駐日インド大使』の
つもりでご支援して行きたい」と述べると、大使は大変喜んで、
「自分は日本が初めてであるので、理事長にはグ
ル（師）になって頂きたい」と応じられ、日印協会に対する期待を表明されました。理事長からは「日本におい
てはインドを含め外国の大使はどこの国よりも大切に扱われており尊敬の念をもって遇される。中央においても
地方に於いても然りであり、
是非東京のみならず地方に出かけて頂きたい。
」
と勧めました。
さらに求めに応じて、
とりあえず表敬訪問することが望ましい日本政府、国会議員、シンクタンク指導者などを紹介しました。
最後にヴァルマ大使は「来る 1 月 18 日の日印協会主催の歓迎レセプションで、協会会員の皆様とお会いする
のを楽しみにしている」と述べられ、友好理に表敬訪問を終えました。

＜写真左より、笹田常務理事、平林理事長、ヴァルマ大使、スリヴァスタバ首席公使、
西本事務局長（インド大使館大使室にて）＞
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3.字幕翻訳つれづれノート
A Subtitler's Bat Chit
8

字幕翻訳者 藤井美佳

2018 年 8 月、知人を通じて、世界におけるヒンディー語
映画字幕翻訳者の 1 人としてインドの Live Mint 紙から取材
を受けた。
日本語字幕とは、劇中のせりふを 1 秒 4 文字の日本語に置
き換える、職人のような技術を求められる仕事である。これ
を確立したのは清水俊二さんだ。吹き替えよりも生の音声に
耳を澄ますことのできる字幕のほうが好まれるというのは、
日本独特の現象らしい。字幕それ自体が読み物や鑑賞物とし
て成立するほどのクオリティが求められてきたという点では、
日本独自の進化を遂げたと言っていい。
前述の記事に紹介されているフランス、ポーランド、ドイ
ツの翻訳者も、字数制限や、仕事のスピードやクオリティな
ど、おおむね私と同じような苦労をし、同じようなジレンマ
を抱えているようだ。インドの側から字幕翻訳者の重要性を
認識してくださったのは、ありがたいことであった。
2018 年 9 月 1 日掲載

Live Mint “Parlez-vous Bollywood?“ by Uday
Bhatia
https://www.livemint.com/Leisure/2VlDlKjGY
4G78kgP8gFARN/Parlezvous-Bollywood.html

世界のどこかで誰かが同じ映画を翻訳している。まるで同
志を得たような不思議な感覚で、世界のどこかに同じ映画を
翻訳している人がいることを心強く思っている。

1. インドとの接点
子供の頃から映画が好きだった。中学生になると『ぴあ』を片手に、都内の大小さまざまな劇場や小屋へ足を
伸ばしヨーロッパの映画ばかりを観ていた。そして、いつか働くようになったら、映画に関係するものがいいと
ボンヤリと思っていた。そんな子供だった。
世界で最も映画を製作している国がインドであると教えてくれたのは、中高の美術の教師だった。大学はいく
つか合格したが、入学したのは東京外国語大学の南･西アジア課程。しかも専攻はヒンディー語。ヨーロッパの映
画ばかりを見ていた私を知っている人からは、いまだに「なぜ、ヒンディー語？」と聞かれる。母子家庭であっ
たから、私立大学より、学費の安い国立大学が望ましかった、というつまらない理由によるものだが、合格しな
ければ、インドにもヒンディー語にも接しなかったかもしれないのだから、偶然の成り行きとはいえ面白いもの
だ。
大学では、インドの映画の VHS をオーディオルームで観る日々。誰が作ったのだろうか観るべき映画 100 選
というものを頼りに、未知の世界に飛び込んだ。名作と言われるだけあって、脚本はすぐれ、俳優は男女ともに
美しく、すぐにインド映画の世界にすっかり魅了されていた。
2. 字幕翻訳者になる
かねてから日本語字幕に興味があり、バベルという老舗の学校に通うことにした。バベルは、第一線で活躍す
る映画字幕翻訳者が指導をする、当時としては唯一の翻訳専門学校であった。入門したのは大学 2 年の終わりか
3 年のころであったように思うが、私のような大学生は 1 人もおらず、仕事をしながら通う社会人ばかりで、常
にピリピリと緊張感が走っていたのを覚えている。
通っただけでは誰からも相手にされないのは承知していたが、
とにかく 2 年通学し、プロ養成講座を修了した。大学を卒業するのと、ほぼ同時期だった。
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父を 3 歳で亡くし、勤め人の家というものを知らずに育った私には、就職して定収入を得ながら翻訳者を目指
そうという発想がなかった。会社に就職し、社会性を身につけて、翻訳者になるという道もあったのだろうが、
他に選択肢があるようでは、目指す道には進めないだろうと考えたのだ。痛々しい思い込みである。当時は若く、
世間を知らず、考えも至らなかったのだ。
なぜか運だけは良かったようで、卒業から間を開けず、字幕翻訳の仕事が入り、スタート地点に立つことだけ
はできた。高校時代、交換留学先のアメリカで公立校を卒業したことが幸いし、スクリプトなしで翻訳作業がで
きたのも大きかったように思う。仕事を始めた約 20 年前は、インドの商業映画が日本に入ってくることはごく
まれで、特集上映でもない限り、大小の映画祭で年に数本の映画がかかるだけだった。そんな事情から、仕事の
9 割以上は英語、残りの 1 割未満がヒンディー語という、インド映画の翻訳をしているとは到底言えない状況が
続いていた。それでも字幕の収入だけで生活できるくらいにはなっていた。
こうして誰に要請されるわけでもなく、勝手に字幕翻訳者になった私をずっと気にかけてくださったのが、イ
ンド映画の字幕翻訳に長年たずさわってこられた、アジア映画研究者の松岡環さんだ。今に至るまでインド映画
に近いところへ身を置かせていただくことができたのは松岡さんのおかげであり、
これが何よりの幸運であった。
3. インド映画の抱えるジレンマ
松岡さんが字幕制作に関わられるまで、インドの言語を理解し字幕という形に翻訳できる者がおらず、多くの
場合、英語からの孫訳に頼らざるを得なかった。サタジット･レイの作品も例外ではない。孫訳の完成度が高まる
のは、原文どおりに脚本が英訳されている場合、さらには翻訳者に字幕翻訳の技術とセンスがある場合に限られ
るが、たいていの場合、どちらかが欠落していた。また、アルファベット化された固有名詞を英語ふうの読みに
置き換えることで、原語とはかけ離れたものになってしまうこともしばしばだった。
こうした状況にあって、長年の経験をもとに、数多くの映画の日本語字幕制作を自らの手で始められた松岡さ
んの功績は非常に大きい。私が大学に入学した当時、インド映画の分野において、専業の字幕翻訳者は、ただの
一人もいなかった。専業で行うほどの魅力を感じた人がいなかっただけのことでもあろうが、インド映画を長い
目で見た場合、褒められた事態ではなかった。翻訳が、
“横から縦へ文字を並べ替えるだけの誰でもできるもの”
として、軽んじられてきた節があるのではないかと推察するが、とにかく字幕翻訳の技術を持つ専業の翻訳者は
いなかったのである。そして、その状況は今もあまり変わらない。
英語からの孫訳であっても、専門家の監修を受ければ、十分に改善の余地はある。私自身、山田桂子先生の監
修を受けテルグ語の映画を何作品か翻訳したことがある。しかし、監修者をつけるかどうかは予算の問題に深く
関わるため、発注元の判断に委ねられ、翻訳者が決定できるものではない。インドの言語の翻訳者が増えてほし
いと願ってはいるが、これが一朝一夕になれるものでもなく、自主性に委ねられるところが大きく、生業にする
となればその人の生き方を左右する一大事にもなるため、未来についてはまったくの未知数である。
4. TUFS Cinema
2018 年 6 月、
東京外国語大学の TUFS Cinema で、
マラーティー語映画
『あるがままに
（原題 Astu: so be it!）
』
を日本初上映した。インド哲学と古典文学の学者が、アルツハイマー型認知症を発症し、家族の介護を受けるな
か、ある日、姿を消してしまう。学者を助けてくれたのは、象使いをしている放浪の民とその家族だ。命の重み
や人間の尊厳をあるがままに受け止めることのできた象使いの妻の純粋でまっすぐな心に胸を打たれる大変美し
い作品だ。
介護をテーマに家族の有りようを描く普遍性に満ちた作品であったためか、500 席のホールは、ほぼ満席にな
り、10 月には HMI ホテルグループ主催で、早稲田奉仕園で再上映する運びとなった。
TUFS Cinema は、東京外国語大学で行っている無料上映会のことで、映画を通して社会や文化を考える目的
で 2015 年に始められたものだ。映画上映の際に、各分野の専門家による解説を行うのを特徴としている。映画
上映会としてのスタートは、南アジア映画特集という私の持ち込み企画で、国立民族学博物館の「みんぱく上映
会」をコーディネートしている方から、映画『ファンドリー（原題 Fandry）
』を東京でも上映してみないかとい
う話をいただいたのが始まりだ。
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『ファンドリー』はダリットの少年の心の内面を描き、国内外で高い評価を受けたマラーティー語映画だ。良
質の南アジアの映画を日本語字幕付き、専門家による映画解説付きで行うということに大きな意義と魅力を感じ
たが、映画が好きであるがゆえに、いいかげんな上映をするのは、何としても避けたかった。字幕翻訳者として
長らく活動してきたから、上映素材を制作することは可能であったが、上映までの実質的なノウハウがなく、コ
ーディネーターの方に一から教えていただくことになった。また、上映会場も問題だった。都内のホールを借り
るとなれば、レンタル料が必要になり、無料上映というわけにいかなくなる。母校の恩師に相談すると、宣伝や
上映素材の作成、権利元との実質的な交渉は自ら行うということを条件に上映を快諾してくださった。
こうして始まった TUFS Cinema は、毎回多数の来場者を迎え、南アジア地域以外にも広がりを見せ、大学の
イベントとして成長しつつある。これまで南アジア映画特集では以下の 8 作品を上映した。このうちアスタリス
ク(*)印のある 4 作品は日本初上映である。
（丸括弧内は解説者。敬称略）
＜TUFS-Cinema 南アジア映画特集チラシ＞
2015 年


『カーンチワラム サリーを織る人



『ミルカ Bhaag Milkha Bhaag』
（萬宮健策）



『シャモルおじさん 灯りを消す* Shyamal

Kanchivaram』
（杉本良男）

Uncle Turns Off The Lights』
（臼田雅之）


『ファンドリー Fandry』
（松尾瑞穂）

2016 年


『神に誓って Khudaa Key liye』
（麻田豊）



『テレビジョン* Television』
（渡辺一博）

2017 年


『わな* Ottaal』
（安宅直子）

2018 年


『あるがままに* Astu』
（石田英明）

2019 年も数本の上映を企画している。
5. インド映画のこれから
家庭用 VHS が普及したのが小学生のころ。その後、衛星放送やケーブル放送による多チャンネル時代に入り、
DVD やブルーレイディスクが登場。現在では動画配信が当然の時代になった。特に Netflix の動画配信が始まっ
た当初は“黒船到来”と言われ、翻訳者にも膨大な数の仕事が発注されるようになり、以前に増してスピードを
要求され、じっくり腰を据えて翻訳するということがますます難しくなってきた。パソコンのソフトウェアを使
えば、翻訳者でなくとも字幕をつけるのは容易だ。それらを動画共有サイトへアップロードし、個人で楽しむ人
も出てきた。ひょっとすると、この先、字幕のクオリティを気にする人などいなくなるのかもしれない。
それでも未来が暗いとは思わない。昨年は『ガンジスに還る』という小規模作品に注目が集まった。固定観念
にとらわれずインド映画を楽しんでくださる方々がいる。私自身、インド映画を特別なものではなく、世界の映
画の 1 つとして捉えてきた。これからは、インド映画を観てこなかったような人が、1 つの選択肢としてインド
映画が観られる環境になっていくのが望ましい。多様なインド映画を、観客に届けるために、翻訳や上映会を通
じて、社会に少しでもなにがしかのものを還元できればと考えている。
最後になったが、映画上映のノウハウを惜しみなく授けてくださっている旦匡子さん、インド映画の世界に導
いてくださった松岡環さん、東京外国語大学の映画上映にあたり、真っ先に相談に乗ってくださった町田和彦先
生、南アジア映画特集のご許可をくださった萬宮健策先生、東京外国語大学には心からのお礼を申し上げる。

藤井美佳（ふじいみか）英語とヒンディー語の字幕翻訳者。浄土宗月影寺寺庭。近作に『ガンジスに還る』
『バーフバリ』二
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部作。東京外国語大学 TUFS Cinema 南アジア映画特集コーディネーター。

4.IIT 学生のインターンシップ体験記
Internship at the Japanese Company
東京工業大学 土木工学建築学 博士課程
Shreya Thusoo（シュレア・トゥス）

2018 年 8 月から 3 カ月間、竹中工務店東京本社でインターンシップを経験しましたので、私のインターンを
始めるまでの経緯や経験が、日本の企業で働く事を希望するインド人留学生、および、インド人学生の受け入れ
を検討されている企業の皆様の参考になればと思い、この度、『月刊インド』に寄稿いたします。私は、インド
工科大学（IIT BHU）ヴァラナシ校を卒業した後、来日しました。来日後、東京工業大学の修士課程を修了。現
在は同大学の土木工学建築学の博士課程に在籍し、3 年間日本に在住しています。
今回、日本でも高度な技術を有する会社で働くことができたのは、私にとって素晴らしい経験となりました。
世界最高水準の技術研究所を有する環境で仕事ができるのは、すべての技術者にとって最高の機会といえます。
私が所属する研究室は、
この技術研究所との共同開発に取り組んでおり、
研究所のことはよく知っていましたが、
日印協会の顧問である勝田友治さんの紹介で、2017 年 4 月に見学する機会を得ることができました。この広大
な研究所は、音響研究、耐火防災研究や、大規模構造試験研究、垂直型庭園の植物研究など、建築工学・土木工
学、全ての分野をカバーした総合研究所になっており、今まで多くの研究所を訪問してきた中で最も強い印象を
受けました。さらに、研究所の方々の話しを聞く中で、私自身の研究分野の重要性に気づき、研究を幅広い視野
から見直す良い機会にもなりました。この見学を通して、竹中工務店でインターンをすることは、最新のデザイ
ン技術を学びながら日本の仕事文化も体験することができる絶好の機会だと思いました。
インターンを経験した 3 カ月間は、初めてのことばかりでした
が、想像以上の経験をすることができました。オフィスでの一連
の仕事を体験し、日本の働き方を間近で学ぶことができました。
私は、経験してみたいと思っていた、高層ビルなどを受け持つデ
ザイン部門に配属されました。仕事をする中で最も感心したこと
は、デスクワークと現場との仕事のバランスがとても良くとれて
いたことでした。私は、仕事の中で新しいソフトウェアを学び、
プロジェクトのための分析を行いました。さらに、会社が手掛け
た過去、現在のプロジェクトに関して学び、同僚と実際に現場を
訪れ、本でしか学んだことのない最新の耐震技術に触れることも

＜渋谷の建築現場でのシュレアさん（中央）＞

できました。
私の拙い日本語にも拘らず、仕事の中で私にわからないことが無いようにと、皆さんが最善を尽くしてくれま
した。また、月例会議の場でデザイン部門の皆さんに、私自身のことや出身地のインドのことについて発表する
場を与えて下さり、部門の方々とより深い親交を結ぶことができました。このように、会社の皆さんが暖かく迎
えて下さったおかげで、部門の中で唯一の外国人であるということは、私にとって何の障害にもなりませんでし
た。
インターンシップが終わった後も同僚とは連絡を取り合い、他の学生が私のような経験ができるように働きか
けています。私のような若い研究者にとって、一旦研究から離れ、一般企業での仕事を経験することは、とても
大切なことだと思います。こうした経験は、視野を広げ、自身の研究をより実用的なものへと発展させることに
繋がります。
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同僚や先輩方と築いた親交と、日々仕事をする中で得た経験は、現在では私の貴重な財産となっています。こ
のような私の経験が、より多くのインド人留学生が日本の企業で働きたいと思うきっかけとなることを願ってい
ます。（訳：日印協会 主務 玉岡 善美）
原文（英文）

I recently finished my 3-month internship at Takenaka Corporation Tokyo Main Office. It
was a unique opportunity for me to work in a Japanese firm which is regarded in Japan as one of
the “Big Five” contractors ranked with Kajima, Obayashi, Shimizu and Taisei. This 400-year-old
company has a long history of designing buildings and has taken up some of the most important
projects in Japan, like the Tokyo Tower, the Tokyo Dome (the first large-scale stadium with
air-supported membrane roof in Japan), the Fukuoka Dome (Japan’s first large-scale stadium
with retractable roof), and the Kobe Meriken Park Oriental Hotel among others. Not to mention,
Takenaka has the world’s largest state-of-the-art R&D Institute. So, to be associated with
Takenaka Corporation is an extraordinary opportunity for any Civil Engineer.
I have lived in Japan for 3 years
while doing my masters and currently,
as a doctoral student. In these 3 years I
had heard a lot about Takenaka from my
seniors and because my research group
is associated with their R&D institute.
In April of 2017, I got the opportunity for
a full tour of the research institute with
help of Mr. Katsuta Tomoharu, the
current advisor and former Director of
Japan India Association (JIA). During
my time in Japan, I have visited many
R&D centers of construction firms but
the visit to Takeneka R&D center was

＜研究所の見学会にて＞

most impressive of all. This is a huge research facility with a wide scope of work covering all fields
of civil engineering from acoustics, fire-resistant structures, large scale structural testing facility
to even a lab for testing plant growth in vertical gardens. Getting acquainted with members of the
R&D center made me realize the importance of research in my field and gave me a chance to look
at my research with a broader perspective.
This visit had such an impression on me that I decided to go for an internship at the
Takenaka Main Office this year in order to learn about the latest design technologies and to
experience the work culture in Japanese design firms. With the help of Mr. Katsuta and my
professor Mr. Susumu Kono, I was fortunate to be able to secure a 3-month internship at the office.
The three months were full of first-time experiences and taught me more than I had imagined. I
got an all rounded experience of working in an office and got to understand the work culture in
Japanese companies from up close. I was assigned to work with a team in the design department
which dealt with designing of high-rise buildings, which was also the area I had wanted to work
on. The best thing about working in Takenaka was that it was a perfect balance between desk
9

jobs and field visits. I got to learn a lot of new software, conducted numerous analyses for the
project that I was assigned, learned about the previous and current projects of Takenaka and
visited many of the construction sites. I accompanied my team members to various sites and had
the opportunity to see all the latest earthquake resistant devices that I had only read about in
literature. Even though I was not well versed in Japanese, everyone in the office tried their best to
understand me and guide me. They gave me chance to introduce myself and India to the whole
design department during their monthly meetings which helped me in making more connections
with the people in my department. Being the only non-Japanese person in the whole department
did not cause me any hindrance because I was well received by everyone there.
Now, after having finished my
internship I am still in touch with my
colleagues back in office and have been
working to use my association with the firm to
help more students get similar experiences. I
believe that it is extremely important for
young researchers like myself to take a short
leave from our research to experience working
in a corporate office. It can help in widening
＜同僚や先輩方と歓送会にて＞
our perspective and in steering our research
towards more practical applications. For me, the two things that I would cherish from this time
are the relationships that I formed with my colleagues and seniors, and the wealth of hand-on
experience that I gathered every day. I hope that my experience would encourage more students
towards working in Japanese firms and that Japan-India Association will keep strengthening
relation between the two countries by supporting more such student exchanges.

10

5. インドニュース(2018 年 12 月)
News from India
1. 内政
【州議会選挙】
12月11日:ラジャスタン州等インド国内5州における州議会選挙の開票が行われた。
（選挙結果「今月の注目点」参照）。
【テランガナ州】
12月13日:ラオ・テランガナ民族会議（ＴＲＳ）党首が州首相に就任した（2期連続）。
【ミゾラム州】
12月15日:ゾラムタンガ・ミゾ民族戦線（ＭＮＦ）党首が州首相に就任した（10年ぶり3期目）。
【ラジャスタン州】
12月17日:アショーク・ゲーロット・コングレス党幹事長が州首相に就任した（5年ぶり3期目）。
【マディヤ・プラデシュ州】
12月17日:カマル・ナート元商工大臣（コングレス党）が州首相に就任した（1期目）。
【チャッティースガル州】
12月17日:プペーシュ・バゲル・コングレス党州部長が州首相に就任した（1期目）。

2. 経済
12月10日:ウルジット・パテル・インド準備銀行（ＲＢＩ）総裁が辞任の意向を表明した。10月26日以降、インド
財務省（中央政府）とＲＢＩの間における監督政策や資本準備金取崩に関する意見の対立が表面化し、インド財
務省による公式声明が発出されるなど、各紙において対立関係が連日報じられていた。

3. 外交
【Ｇ20サミット】
11月29日－12月1日：モディ首相はＧ20サミットのためアルゼンチンを訪問し、同サミットの機会に、日米印首脳
会合、ＢＲＩＣＳ首脳会合、露印中首脳会談を実施したほか、モディ首相は、習近平中国国家主席、マクリ・ア
ルゼンチン大統領、メルケル独首相、マクロン仏大統領、ラマポーザ南ア大統領、トゥスク欧州理事会議長及び
ユンカー欧州委員会委員長等と会談した。
メモ：露印中首脳会談に関するインド外務省プレスリリース
1．モディ首相、プーチン露大統領、習近平中国国家主席は、本日、ブエノスアイレスで露印中首脳会談を開催
した。
2．三カ国首脳は、国際フォーラムにおける相互協力の拡大に関し意見を交換し、三カ国間の交流を促した。三
カ国首脳は、国連、WTO、既に確立された、あるいは新しい国際金融機関など、世界に利益をもたらしてきた国
際機関の改革と強化の重要性に合意した。三カ国首脳は、国際的な成長と繁栄のための多角的貿易体制と開か
れた世界経済の利益を強調した。
3．三カ国首脳は、国際的かつ地域の平和と安定を共同で促進し、BRICS、SCO、EAS のメカニズムを通じた協力
を強化し、テロや気候変動などの地球規模の課題に対処し、相互的な平和的解決を促進するため、あらゆるレ
ベルで定期的に協議を行うことに合意した。
4．三カ国首脳は、露印中形式での協力の重要性を認識し、国際会議の機会に、これからも三カ国間の会合を開
催することに合意した。
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【印中関係】
12月4日：ゴーカレ外務次官と孔鉉佑（Kong Xuanyou)中国外交部副部長は、ニューデリーで協議を行った。
12月21日－24日：王毅中国国務委員兼外交部長がインドを公式訪問した。王毅部長はスワラージ外相との間で文
化・人的交流に関するハイレベル・メカニズム（India-China High Level Mechanism on Cultural and
People-to-People Exchanges）の第一回会合を開催した他、第3回中印ハイレベルメディアフォーラムの開会式に
出席した
メモ：第 3 回中印ハイレベルメディアフォーラムにおけるスワラージ外相挨拶（一部抜粋）
武漢の（印中）非公式首脳会談の際に、文化及び人的交流のためだけの新たなメカニズムが創設されるべき
との決断が下された。両首脳は、そのメカニズムを事務方に任せるのではなく、両外相に任せ、「ハイレベル
対話」と名付けた。両首脳は、両国の人的繋がりが強化されなければ、両国間の協力をさらに促進することが
できないことを理解しており、そのために今回この対話を開催することとなったということがお分かりいただ
けるだろう。
我々は、両国間の文化関係及び人的交流の基盤となる 10 の分野を特定し、我々はこれらの分野における協力
について議論を行った。
（1）文化交流
（2）映画及びテレビにおける協力
（3）博物館管理における協力
（4）スポーツ協力
（5）青少年交流における協力
（6）観光における協力
（7）州及び市レベルの人的交流における協力
（8）伝統医学における協力
（9）ヨガにおける協力
（10）教育分野における協力
【印イラン関係】
12月6日：印外務省は、同日に起こったチャーバハールでの卑劣なテロ攻撃を強く非難する旨のプレスリリースを
発出した。
12 月 24 日：印外務省は、チャーバハール合意運用のためのインド、アフガニスタン及びイランによる第 1 回フ
ォローアップ委員会に関わるプレスリリースを発出した。
【印アイスランド関係】
12月7日－14日：トールダルソン・アイスランド外務大臣が訪印し、スワラージ外相等と会談した。
【印ミャンマー関係】
12月10日－14日：コヴィンド大統領はミャンマーを公式訪問し、ウィン・ミン・ミャンマー大統領、アウン・サ
ン・スー・チー国家最高顧問と会談したほか、ＭｏＵ等の署名及び印ミャンマー共同声明が発出された。また、
コヴィンド大統領は、インド人コミュニティに対して演説した。
【印仏関係】
12月14日－15日：ル・ドリアン仏欧州・外務大臣が訪印し、モディ首相を表敬したほか、スワラージ外相と会談
した。
【印モルディブ関係】
12月17日：ソーリフ・モルディブ大統領がインドを公式訪問し、コヴィンド大統領と会談、モディ首相と代表団
協議、ナイドゥ副大統領、スワラージ外相からの表敬を受けたほか、ＭｏＵ等の署名及び共同声明が発出された。
【印デンマーク関係】
12月17日－18日：サムエルセン・デンマーク外務大臣が訪印し、スワラージ外相と第2回印デンマーク合同委員会
（the 2nd Joint Commission Meeting between India and Denmark）の共同議長を務めたほか、ＭｏＵ等が署名
された。
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【印韓関係】
12月18日－19日：康京和韓国外交部長官が訪印し、スワラージ外務大臣との間で第9回インド・韓国合同委員会
（India-Korea Joint Commission Meeting）を行った。
メモ：共同記者発表におけるスワラージ外相発言（一部抜粋）
2015 年のモディ首相訪韓の際に、印韓関係は「特別戦略的パートナーシップ」へ引き上げられた。本年 7 月
に文在寅大統領が訪印した際に、両首脳は、三つのＰ（People, Peace and Prosperity）を強調しつつ、両
国の将来のパートナーシップに関する共有のヴィジョンを発表した。これら三つのＰは、本日の自分（スワ
ラージ外相）と康外交部長官との間の協議の中心であった。
我々は、文大統領訪印の際の決定の進捗状況をレビューすると共に、新たな協力可能性についても模索した。
我々は、防衛、経済協力、領事関連等の分野におけるいくつかの具体的な進展に留意した。
我々は、過去 2 年間の二国間貿易及び投資の増加に満足の意を表明した。我々は、2030 年までに二国間貿易
を 500 億ドル規模に到達させるとの両首脳のヴィジョンの実現に向けて、更に取組を強化することで一致し
た。我々は、現在継続している印韓ＣＥＰＡのアップグレードに関する交渉の早期妥結及び既に合意された
貿易促進の取組の実施は、上記の二国間貿易増加の目標に資するとの立場を共有した。
【印ブータン関係】
12 月 27 日－29 日
モディ首相の招待により、ツェリン・ブータン首相がインドを訪問し、コヴィンド大統領、ナイドゥ副大統領へ
の表敬、モディ首相との間での代表団会合、昼食会が開催された他、スワラージ外務大臣、ジャイトリー財務大
臣、プラブー商工大臣、ドヴァルＮＳＡ等がツェリン首相への表敬を行った。

4. 日印関係
【日・インド包括的経済連携協定に基づき設置された合同委員会の第 5 回会合】
12 月 21 日：ニューデリーにおいて、日本とインドの間の包括的経済連携協定（以下「日インド CEPA」）に基づ
き設置された合同委員会の第 5 回会合が開催され、日本側は山﨑和之外務審議官が、インド側はアヌープ・ワダ
ーワン商工省商務次官（Mr. Anup Wadhawan, Secretary of Commerce, Ministry of Commerce and Industry）が
共同議長を務めたほか、両国から関係省庁の関係者が出席した。
この会合において、日・インド双方の出席者は、発効後 7 年が経過する日インド CEPA の運用と実施について、意
見交換を行った。双方は、この会合に先立ち開催された原産地規則に関する小委員会、強制規格、任意規格及び
適合性評価手続並びに衛生植物検疫措置（TBT・SPS）に関する小委員会、サービスの貿易に関する小員会、人の
移動に関する小委員会、及び、ビジネス環境の整備に関する小委員会での議論を含め、日インド CEPA の主要な論
点について議論した。
双方は、日インド CEPA に基づき、両国の経済関係を一層拡大させるよう引き続き緊密に協力していくことで一致
した。
【第 9 回日インド経済戦略会議】
12 月 21 日：ニューデリーにおいて、第 9 回日インド経済戦略会議が開催され、日本側は山﨑和之外務審議官が、
インド側はスバーシュ・チャンドラ・ガルグ財務省経済局次官（Mr. Subhash Chandra Garg, Secretary, Department
of Economic Affairs, Ministry of Finance）が共同議長を務めたほか、両国から関係省庁の関係者が出席した。
この会議では、日・インド間の経済関係強化のための具体的協力を中心として、両国の経済・貿易関係、ビジ
ネス環境整備、対インド経済協力の状況等について協議が行われた。また、国際情勢を含めた両国の経済分野で
の協力を更に加速させるため、引き続き緊密に連携していくことで一致した。
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今月の注目点：インド州議会選挙の実施
12 月 11 日、インド国内 5 州における州議会選挙の開票が行われた。各州の結果概要は、以下のとおり。
（選挙前）

（選挙結果）
ﾏﾃﾞｨﾔ･ﾌﾟﾗﾃﾞｼｭ州
（全 230 議席）

BJP 政権

ラジャスタン州
（全 199 議席）
チャティスガル州
（全 90 議席）

地方政党又は
野党コングレス政権

ｺﾝｸﾞﾚｽ:114 議席(+56) / BJP:109 議席(-56)

ｺﾝｸﾞﾚｽ:99 議席(+78) / BJP:73 議席 (-90)

ｺﾝｸﾞﾚｽ:68 議席(+29) / BJP:15 議席(-34)

テランガナ州

ﾃﾗﾝｶﾞﾅ民族会議:88 議席(+26) /

（全 119 議席）

ｺﾝｸﾞﾚｽ:21 議席(±0) / BJP:1 議席(-4)

ミゾラム州

ﾐｿﾞ民族戦線:26 議席(+21) /

（全 40 議席）

ｺﾝｸﾞﾚｽ:5 議席(-29) / BJP:1 議席(+1)
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6. イベント紹介
Japan-India Events



東京大学主催 第 1 回シンポジウム『日印交流の現状と展望、プラットフォーム構築に向けて』

2018 年 12 月 20 日に開催された、東京大学主催のインドセミナー『日印交流の現状と展望、プラットフォー
ム構築に向けて』に参加したので、概要を記載する。
本セミナーは、日印交流の歴史を踏まえた上での、各大学、機関で実施されている日印交流事業を横断的に具
体化し、新たな交流を創設する観点から、東京大学を中心に広島大学、北海道大学、北陸先端科学技術大学、長
岡技術大学、立命館大学、IIT マドラス校の大学教育機関および JR 東日本、ソニー、タタコンサルタンシ―な
どの各産業界からの参加による産学協同の日印交流の発展を考える場であった。内容としては、各分野の現状や
課題の提議があり、それぞれに興味と解決すべき問題が出された。昨今、特に学生の学術交流に目立った進展が
ない中で、日印協会としても協力すべき点を見出さなければならないと感じた。
その中で筆者が、
「インドの常識」として捉えていた事に、意外性を提示された講演があった。東京大学 田辺
明生教授による『日印知的交流の歴史と現代的意義』で、今までとは異なった切り口で、
「インドを歴史から学び、
日本の文化に如何に影響を与えたか」を解説したものである。インドの地理条件に基づく文化的発展の中で、イ
ンドは特有の「多様性の組み合わせの進展」としての南アジア型の発展を遂げ、それに付随する形で言葉と宗教
が結びついてきた。そして、南アジア型発展の特徴とて、労働の結果を、物質的資本ではなく、多様な技術と知
識という「ソフトウェア」として社会的に蓄積、醸成してきた経緯があり、今の「IT に強いインド」との評価と
なっている。以上のようなお話があり、非常に感銘を受け、今までの認識を正確に捉えなおす機会となった。講
演では、雄弁に語って頂いたこともあるが、ここで筆者の言葉では十分に内容をお伝え出来ない。改めて田辺先
生のお話しをお聞きする機会を設けたい。



（日印協会 常務理事 笹田勝義）

HSS ジャパンとチームネタジが提供するスバス・チャンドラボース生誕会“愛国の日”

インド独立に際し日本のサポートに対する感謝と、スバス・チャンドラ
ボースと、
ラス・ビハリボースの功績の称賛するイベントが開催されます。
スバス・チャンドラボースの生誕を祝い、インド人達の歌と踊り、子供た
ちの着付ショーなどが行われます。
日時：2019 年 1 月 27 日（日）
午後 1 時 30 分～3 時 30 分
場所：川崎教育文化会館
〒220-0011 川崎市川崎区富士見 2-1-3
主催者：HSS ジャパン
連絡先：Ajay Narula 090-6035-5820、japanhss@gmail.com
協賛：インド大使館
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マハトマ・ガンディー生誕 150 周年記念『インドの叡智展』

日本最大級の本の博物館である東洋文庫ミュージアムにてマハトマ・ガンディー生誕 150 周年を記念して、
「イ
ンドの叡智展」が開催されます。本展では太古のインダス文明に始まり、20 世紀半ばに独立を勝ち取るに至るま
で、インドの壮大な歴史絵巻をひもときます。
会期中には講演会、アカデミア講座も行われます。
（詳しくは同封チラシをご覧ください。
）
日時：2019 年 1 月 30 日(水)〜 5 月 19 日(日)
場所：東洋文庫ミュージアム（東京都 文京区 本駒込 2-28-21）
開館時間：10:00～17:00 ※最終入館は閉館の 30 分前まで
休館日：毎週火曜日（火曜日が祝日の場合は翌平日）
入館料：900 円（一般）
・800 円（65 歳以上）
・
700 円（大学生）
・600 円（中高生）
・290 円（小学生）
または、招待券が日印協会事務局に 30 枚在ります。ご希望の方は、事前に
事務局までご連絡ください。
主催：公益財団法人東洋文庫、日経経済新聞社
後援：外務省、インド大使館、公益財団法人日印協会
ホームページＵＲＬ：
http://www.toyo-bunko.or.jp/museum/museum_index.php

7. 新刊書紹介
Books Review
§『2020 年、世界の覇権争い』
ISBN978-4-86667-102-4
著者：ぺマ・ギャルポ
発行：
（株）あさ出版
価格：本体 1,500 円＋税
そもそも覇権とは何か？「覇権」とは「他国を従わせることのできる影
響力の強さ」である。具体的には「強大な軍事力を背景とした政治的指導
力、国際金融や貿易を管理することができるだけの経済力、さらには文化
的影響力など、総合的な国力において他国を圧倒し、国際社会に影響を与
える」ことで、国際関係論および国際政治経済学には「覇権安定論」とい
う有名な理論があるという。覇権国がリーダーシップを発揮することで世
界が安定するという考え方である。
アメリカにドナルド・トランプ大統領が登場したものの、パスク・アメ
リカーナが終焉を迎えつつある。一方、
「能ある鷹は爪を隠す」戦略で、虎
視眈々と力を蓄えてきた中国は、近年覇権国になろうという野心を隠そう
としなくなっている。このまま中国がアメリカに成り代わって世界の覇権
国になるほど簡単な話ではなく、顕在化してきた中国の野望に各国が警戒心を強めている。しかし、著者は「こ
こで中国がソフト路線に転換することが実は恐ろしい」と警告している。再び「能ある鷹は爪を隠す」戦略で、
しばらく世界の警戒心を緩め、水面下でさらに大きな力を蓄えることになるからだという。中国が世界の覇権国
になることの問題は、中国共産党の都合で「世界中で個人の基本的人権が否定され、宗教弾圧や言論弾圧が当た
り前となってしまう」ことにある。
著者は、日本がこのような中国の覇権に対抗するには、インドとの連携が重要であると言う。
「インドは国際社
会の中で、フリーハンドで選択の自由と幅を確保し、独自の歩みを続けてきた」
。しかし、2014 年モディ首相が
就任してから「非同盟主義」を修正している。それは野心を露わにした中国の覇権主義に対する危機感によるも
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ので、そのために日本との関係強化を特に重視している。インドが覇権を望むかどうかは別にして、
「インドの潜
在能力は非常に高く、インドがアジアの覇権を握る日は遠くないが、インドが覇権を握ることの意味は中国とは
全く違う」という。
「日本が多様性を包摂する世界最大の民主主義国インドと強固な関係を築くこと」は中国の覇
権を許さないことに通ずると言う。
当協会・評議員である著者ぺマ・ギャルポ氏は「犠牲者 120 万人、祖国を中国に奪われたチベット人」である
からこそ、中華思想の覇権国・中国の卑劣で狡猾なやり方を熟知している。そして、知らぬ間に様々な面で中国
に侵略されていることに気付かぬ平和ボケした日本人に、チベットと同じような道を辿らないようにと、覇権争
いが激化する中「日本人としてこれから何をすべきか」自分の目で見てよく考るように警鐘を鳴らしている。
（文責：日印協会参与 宮原豊）

§『地図で見るインドハンドブック』
ISBN978-4-562-05567-8
著者：イザベル・サン＝メザール、訳：太田佐絵子
出版社：原書房、
価格：本体 2,800 円＋税
「今のインドが一目瞭然でわかるアトラス！」
162 ページという手軽なサイズに、端的に分かり易い解説で地図を見なが
ら視覚的に理解できる、知っておきたいことを一冊で網羅した、常に手元に
置いておきたい一冊です。
＜目次＞はじめに、歴史的遺産【古代インド、イスラーム、イギリス帝国、
分離独立の時代等】
、政治と国土の再編成【独立後の連邦州の再編、連邦制の
機能や政治の動向等】
、経済発展とグローバル化【成長の原動力、インフラ事
情、インド経済のグローバル化、インドの開発援助等】
、緊張状態にある社会
【様々な国内の課題】
、大きな戦略的課題【古典的地政学ヴィジョン、紛争、
軍の対外活動、戦略的パートナー等】
、用語解説、主要人名

§『インド祈りの女人たち―サリーを求めてインド周遊―』
ISBN978-4-7791-2528-7
著者：南藍海
出版社：彩流社、
価格：本体 3,000 円＋税
広大なインド全土を 2 周した筆者は、
『インド一周ひとり旅＜鏡の美女
を訪ねて＞』を出版、今回は「サリーを求めてインドを周遊」する。筆者
が訪れた様々な地域を場所ごとにまとめ、執筆。それぞれの土地の背景を
まとめ、旅の中での出来事を交えたエピソードが語られる。インドへ行っ
たことのある人には、思い出の地を筆者と旅をしている気持ちにさせてく
れ、行ったことのない人には、想像力を掻き立てる、新しい形の旅行書と
しても楽しめる一冊。
（日印協会 主務 玉岡善美）
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§『
「すべき！」を捨てる。―インド瞑想紀行―』
ISBN978-4-487-80927-1
著者：小池龍之介
出版社：東京書籍、
価格：本体 1,600 円＋税
著者がインド北東部のブッタゆかりの地を瞑想しながら周り、ちょっと困
った体験やブッタが瞑想した場所で感じたことが、美しい写真と共に記録さ
れている。あとがきによると、現在この著者は、持ち物や土地、建物もすべ
て手放し、執筆活動や住職も辞めて、林や公園などに野宿しながら瞑想放浪
生活中とのこと。その生活に入る前の最後の書下ろし。著者に「そこまで捨
ててしまっていいのか」尋ねたい。
（日印協会 山本真里枝）

§『いちばんわかりやすい インド神話』
ISBN978-4-408-33842-2
著者：天竺奇譚
出版社：実業之日本社、
価格：本体 900 円＋税
壮大で複雑なインド神話を豊富な地図や図表、美しいイラストでわかりや
すく解説。神話の主な神々を個別に紹介。インド神話を初めて知りたい方に
も最適。理解できなかったインド映画を、これを読んだ後に「そうだったん
だ」ともう一度その映画が見たくなるような一冊。
「アヴァター」は「化身」
アヴァラータが語源だったなど、インド神話豆知識なども多く紹介されてい
る。
（日印協会 山本真里枝）

＜次回の『月刊インド』の発送日＞
次回発送は、2019 年 2 月 15 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
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8. 掲示板
Notice
新しい年を迎え、会員の皆様には健やかなお正月を過ごされたことと、お慶び申し上げます。
公益財団法人 日印協会も今年は創設以来 116 年目を迎えようとしておりますが、現在、法人会員で 124 法人、
個人会員が約 400 名の方々に会員になって頂いており、皆様から頂く会費によって、日印協会は運営されており
ます。日印協会の重要な業務は、皆様にお届けする日印双方の関連情報を、弊協会の事務局にて情報を吟味の上、
解りやすく、かつタイミング良く、誤りのない情報を作成し、種々の伝達手段を経て公益事業として公表するこ
とが大きな仕事の一つとなります。情報を整理しまとめる仕事は多方面にわたり、広く収集し、思考し、加工す
る業務ですが、少人数の事務局メンバーにて日々奮闘しております。
業務遂行するメンバーは、ここ数年で交代があり、新年に当たって改めてメンバーを本稿にてご紹介をしたい
と思います。前列左から、阪元久子（協会経理と会員管理を担当）
、玉岡善美（協会機関誌編集担当）
、大内晴美
先生（撮影当日、経理関係で打合せに見えた弊協会 理事で、経理全般ご指導いただいております。
）平林博理事
長、山本真里枝（協会機関誌編集担当）
、後列左から、笹田勝義常務理事、西本達生事務局長です。常勤者は、大
内先生を除く 6 名です。
写真には登場しておりませんが、他に宮原豊参与（前事務局長で、
非常勤）がおります。宮原前事務局長は、バイタリティーあふれ、
強力で、広い人脈を活用して、事務局全般を取仕切っておりました
が、1 年半前に西本事務局長に交代しました。しかし時間の許す限
り、事務局にて支援を頂いています。
玉岡善美はこの度、2 月に退職し、ご主人の待つアメリカへ出発
することになりました。その後任として山本真里枝が昨年 12 月か
ら勤務を開始しております。
（写真提供：長浜浩子 個人会員、本文：日印協会 常務理事 笹田勝義）

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。

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

特別法人会員

１口(150,000 円)から

法人 5,000 円
(一般法人、特別法人会員共に)
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