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Raj Kumar Srivastava 

Deputy Chief of Mission  

Embassy of India,Tokyo 

駐日インド大使館 ラージ・クマール・スリヴァスタヴァ首席公使 

 

私が日本に滞在した3年間（2017年9月－2020年9月）は、印日二国間関係

が世界で最も重要な関係の一つと規定された期間と重なっており、私にとって職

業上もっとも満足すべき体験をした時期であった。この3年間、文明の基礎、共

通の価値観さらに戦略的な利害の一致に特徴づけられた印日関係は、両国が持つ

補完性のおかげで今まで以上に力強く進展した。印日関係が両国の人々の生活に

直接的にポジティブな影響を及ぼし始めたため、両国関係が有する可能性が国民

レベルでもよりはっきりと見えるようになった。 

このパートナーシップの次なるステップは、アジア地域及び世界の人々の生活により大きなポジティブな影響

をもたらし始める時である。両国が分かち合うインド太平洋ビジョンとそのもとでの各種イニシャティブは、こ

の3年間に成熟を遂げ具体的な形をとるようになった。これは、ビジョンとシナリオのレベルでは印日双方が持

つ一致点により可能になったが、イニシャティブのレベルでは双方の補完性がこれを可能にしつつある。両国は、

インド太平洋地域において社会的・物理的なインフラストラクチャーに関する連結性プロジェクトにつき共同し

て取り掛かり始めたが、共同して参加すればこの地域の価値をさらに高めるであろう。 

 

ハイレベルでの相互訪問は、そのような強固でポ

ジティブで付加価値をもたらすパートナーシップの

一部をなすものであるが、この3年間、そのような

訪問が多々行われた。首脳会談は２回行われた。1

回は2017年9月にグジャラート州で、もう1回は

2018年10月に山梨県と東京で開催された。2019

年6月には大阪でＧ20首脳会議があり、2019年10

月には今上天皇の即位礼の儀式にインドから大統領

が出席した。これらのイベントは両国間の特別戦略

的グローバル・パートナーシップを一層豊かにした。

私がそのすべてに参加できたことは幸運であった。 

二国間では、我々のパートナーシップに新たな価値ある内容が加えられた。投資に関するパートナーシップは、

量的にも地理的にも分野面でも拡大した。インドの Invest India （注、インド政府の日本からの投資支援組織）

と（日本の）ジェトロは、共通の目標を持つ一つのチームとして活動している。Ｂ２Ｂ（ビジネス間）の関係は、

多くの物理面及びヴァーチャル面双方で拡大した。我々はスタートアップとベンチャー・キャピタル・エコシス

テムを提携させることができたが、その結果100以上のスタートアップへの投資が実現した。10以上のインド

の州と日本の都道府県がパートナーを組んでいる。70を超える日本の大学が140を超えるインドの大学と何ら

かの協力関係にある。ますます多くのインドの IT・技術のプロフェッショナル達が日本の企業で働いている。イ

ンドの IT及び製薬会社は、良質で効果的な解決策を提供することにより、日本経済に大きな価値をもたらして

いる。日本におけるインド人・コミュニティーとインドにおける日本人コミュニティーは、それぞれがもたらし

ている貢献により相手国において尊敬を集めている。これらのことはすべて、この3年間、一貫してポジティブ

な方向に動いており、このポジティブな旅に参加できた私は幸せであった。 

 

1. 三年間の日本滞在記 
―仕事上も個人的にも最も満足した体験― 

Three Years in Japan  
Most Satisfying Experience Professionally & Personally 

2019年、大阪G20の際に行われた日印首脳会談 
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日本滞在が私個人に与えたポジティブな影響にも焦点を当てたい。これはより哲学的精神的なレベルの話であ

るが、私は日本式の生き方をしっかりと観察し、そのいくつかの原則を自分の生活に取り入れることにした。最

も重要なものは、人に対するときも自然に対するときも周囲に対しより敏感になるということである。この点に

ついては別途一文を書いたが、そこでは架け橋とパートナーシップをつくろうとするのであれば、その前に相手

国の文化文明を理解することの重要性を指摘した次第である。ある意味で印日両国は似たような価値体系を有し

ているので、そのおかげで日本に滞在しながらもインドにいるかのように感じた次第である。 

私は、10年以内に別の仕事で日本にぜひ戻りたいと思っており、その方向で目指したいと思う。私が期待する

のは、その時までに、このパートナーシップが本来有する可能性を急速に成長させることである。そのような成

長がどの分野で可能かについて、下記に理由とともに言及することとしたい。 

 

インドがその成長戦略を策定した際に教訓にしたのは、19世紀後半の明治維新での日本の経験および1960年

代の第二次大戦後からの復旧復興である。前者については、日本は英国から急速な工業化を導入し、また後者に

ついては米国とのパートナーシップにより近代的で持続可能性のある強靭なインフラストラクチャーを築いた。

インドは、来る10年間にこれら双方について計画し実施することにしている。この成長の旅は、日本の諸組織

や企業に対し、貢献しそこから利益を享受する形で、新たなより大きな役割を果たす機会を提供することになる

であろう。インドの製造業振興のための新たな奨励策とパイプライン内に存在する今後5年間で7000件以上の

プロジェクトは、日本のような戦略的パートナー諸国にとって真の利益をもたらすであろう。 

日本が人口問題と持続可能性のチャレンジに対処するためにSociety 5.0（訳者注：IoT, AI,ロボティックス

などで目ざす内閣府の新社会建設ビジョン）を打ち上げた際、必要とされるイノベーションとオートメ―ション

については、印日両国の IT企業と技術的スタートアップ間のパートナーシップが貢献するとされた。ここにこ

そ、両国首相が2018年10月東京において打ち出した印日デジタル・パートナーシップがタイムリーで両国にと

って重要である所以がある。この2年来、この次元での両国関係は賞賛すべき進歩を見たが、これは始まりに過

ぎない。 

新型コロナ・パンデミックは、二つの分野で、どの国に対しても自力に頼るか、戦略的パートナーと協力して

対処すべきかの選択を迫っている。それはヘルスケアと食料安全保障である。印日両国は、この２分野ですでに

強固なパートナーシップが進展中である。この10年間は、この2分野において、在インド日本企業にとっても

在日インド企業にとっても新たなモメンタムと機会があることを期待している。 

私は、この10年間で、インドにおける日本企業の数は約1500から5000件まで3倍以上の伸びを達成するも

のと期待している。これらの新規投資の多くは、上記に述べた分野、すなわちインフラストラクチャー、宇宙、

デジタル分野、ヘルスケア、食料バリューチェーン関連産業においてなされると考える。 

同様に、インドと日本は人口面での補完性があるため、結

果として技術系大学、学生、研究者間の交流及び技能開発の

分野でのより大きな協力、協調が促進されるであろう。この

ことは、印日間の人的交流の更なる強化につながるであろう。 

 

私は今後とも、印日パートナーシップの進展をしっかりと

フォローし続けるとともに、どこにいようとも、直接的にあ

るいは間接的にこのパートナーシップの更なる強化のために

貢献していく所存である。政治面で安定し、経済的で成長し、

軍事面で強力かつ戦略的に自立したインドは日本の利益にな

るし、その逆もしかりである。 

 

  

2019年3月大使館での桜を見る会で 
向かって左が筆者、右は日印協会平林理事長 
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Three Years in Japan Most Satisfying Experience Professionally & Personally（英語原文） 

 

Three years in Japan, at a time when India Japan bilateral relationship is termed as one of the most 

important bilateral relationships anywhere in the world, were most satisfying professional experience for me. 

In these three years, this relationship, which was characterized by the civilizational foundation, shared 

values and strategic convergence, has been increasingly driven by the complementarities that the two 

countries have.  This has enabled the potential of the relationship to get visibility at the people’s level as it 

has started making direct positive impact on people’s lives in both countries.  

 

The next step in this partnership would be when the relationship would start making larger positive 

impact in the lives of people of the region and globe. The shared Indo-Pacific vision and initiatives of India 

and Japan have matured and taken concrete shape in past three years. At the level of vision and narrative 

this could happen because of our convergences, while at the level of initiatives this is happening due to our 

complementarities. We have started working jointly on connectivity projects related to social and physical 

infrastructure in the Indo-Pacific region where our joint participation adds value.   

 

High-level visits are integral part of such a robust, positive and value adding partnership and there were 

many such visits in the past three years. There were two bilateral summits, one in Gujarat in September 

2017 and other in Yamanashi & Tokyo in October 2018. There was the G20 summit in Osaka in June 2019 

and there was a Presidential visit from India for the Coronation ceremony of the new Emperor in October 

2019. Each of these visits enriched our Special Strategic and Global Partnership. I was fortunate to be part 

of all of these.   

 

Bilaterally, we added new valuable content in 

our partnership. Our investment partnership 

has expanded in quantum, geographies, and 

sectors. Invest India and JETRO work together 

as one team with common objectives. Our B2B 

engagement has broadened with many physical 

and now virtual outreaches. We could connect 

our Start-up and Venture Capital ecosystems 

resulting in investments in over 100 Start-ups. 

More than ten of our states and prefectures are 

partners today.  Over 70 Japanese 

Universities today are having some kind of 

collaboration with over 140 Indian Universities. 

More and more Indian IT and Technology 

professionals are working today in Japanese 

companies. Indian IT and Pharmaceutical 

companies are adding great value to Japanese 

economy by providing quality and efficient 

solutions. Indian community in Japan and 

Japanese community in India are respected 

and welcomed for their positive contributions. 

This all moved in continuous positive direction 

in last three years and again I was fortunate to 

be part of this positive journey. 
インドの雑誌「Samyak Drishti（総合ビジョン）」に 

掲載された公使論文 



 

6 
月刊インド 2020 年 9 月号 

 

I would also like to highlight the positive impact that my Japan stay had on me personally. This was more 

at a philosophical and spiritual level as I observed keenly the Japanese way of life and tried to follow some of 

those principles in my own life. Most important of which was to be more sensitive to one’s surroundings both 

at the level of people as well as towards nature. I have written a separate article on that aspect where I 

underscored the importance of understanding the culture and civilization of a country before trying to build 

bridges and partnership. In a way, I felt very much at home while staying and working in Japan, given the 

similar value system that our two countries have. 

 

I would surely like and aim to come back to Japan for another assignment within this decade.  By that 

time I expect this partnership to grow exponentially to match the potential that exists. In the following, I 

mention where this growth in the bilateral relationship would come with reasons. 

 

When India plans its growth strategies it finds lessons from Japanese experiences of Meiji restoration 

period in second half of 19th century and Post WWII reconstruction in 1960s. While the first period brought 

Japan home the rapid industrialization from Britain, the second created modern, sustainable and resilient 

infrastructure in partnership with the US. India is planning and executing both of these aspects in coming 

decade. This provides a great opportunity for new enhanced role for Japanese institutions and companies to 

contribute and benefit from this growth journey.  India’s new incentives for manufacturing in India and its 

Infrastructure pipeline with over 7000 projects for next five years are real opportunities for strategic 

partners like Japan.  

 

When Japan tries to create Society 5.0 architecture to address its demographic and sustainability 

challenges, the essential innovation and automation can be brought in by a partnership between Japanese 

and Indian Information technology companies and tech start-ups. That’s why India Japan Digital 

Partnership launched by the two Prime Ministers in October 2018 in Tokyo was so timely and crucial for our 

two countries. In two years this dimension of our relationship has seen commendable success and this is just 

a beginning.  
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The COVID19 pandemic has made two other areas very crucial for any country to become self-reliant or 

reliant on strategic partners and these are healthcare and food security. India and Japan already have an 

ongoing robust partnership in these two sectors. We expect in the current decade, there would be renewed 

momentum and opportunities in both these areas for Japanese companies in India and vice versa.  

 

I expect that this decade would see more than three fold increase in number of Japanese companies in 

India from about 1500 to 5000. Many of these new additions would be in the sectors mentioned above, i.e. 

infrastructure space, digital domain, healthcare area and food value chain linked industry. 

 

Similarly, the demographic complementarity between the two countries would result in greater 

cooperation and collaborations between our technological institutions, students, researchers, and in the area 

of skill development. This would strengthen further people to people dimension of our relationship. 

 

I would remain a keen follower of developments in India Japan partnership and would continue to 

contribute directly or indirectly to further strengthen it from wherever I might be.  A politically stable, 

economically growing, militarily strong and strategically self-reliant India is in interest of Japan and vice 

versa. 

 

 

ラージ・クマール・スリヴァスタヴァ (Raj Kumar Srivastava) 

在日インド大使館 首席公使 1997年インド外務省入省。インド工科大学カンプール校で土木工学を専攻、工学学士号を修める。

さらに、構造工学や地震学研究も実施。マドリッド（スペイン）や、ヤンゴン（ミャンマー）、ウィーン（オーストリア）、ブ

ラジリア（ブラジル）の在外インド大使館で勤務を経験。本省では、外務職員局やアメリカ（アメリカ・カナダ）局、湾岸（ペ

ルシア湾）局で研鑽を積む。直近では、2015年から17年までインド政府国家安全保障会議事務局（NSCS）へ次官補として出

向、対外安全保障及び委員会運営を担当。17年8月より、在日本インド大使館首席公使に着任。 

 

  

 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 法人 5,000円 

特別法人会員   １口(150,000円)から       (一般法人、特別法人会員共に)  
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比良 佳代子 

 

ガネーシャは、象の頭をした神様で、ヒンドゥー教徒は物事を始める際に最初に祈りを捧げます。ガネーシャ

は神軍の長であり、ガナパティ、ガナナータ、ヴィナーヤカ、ヴィグネーシュワラとも呼ばれます。シヴァ神と

パールヴァティ女神の息子で、非常に頭がよく、障害を取り除き、商売繁盛の御利益があるとされ、まるで日本

の招き猫のように、レストランの入り口に置かれているのをよく目にします。日本では歓喜天、聖天として古く

から信仰されてきました。浅草の本龍院（待乳山聖天）や、熊谷の歓喜院（妻沼聖天）、奈良の宝山寺（生駒聖天）

などがよく知られています。 

このガネーシャ神を讃える大きなお祭り、ガネーシャ・チャトゥルティー祭は、毎年8月後半から9月前半に

かけての新月から4日目（チャトゥルティー）から満月までの10～12日間（太陰暦のため年によって異なる）

にわたって、インド各地で盛大にお祝いされます。特にマハーラーシュトラ州のガネーシャ・チャトゥルティー

祭は有名で、青森のねぷたのような巨大なガネーシャの山車が街を練り歩く様子を写真や映像でご覧になった方

も多いことでしょう。 

 

東京でも、2007年からこのガネーシャ・チャトゥルティー祭をガネーシャ神大祭と呼んでお祝いしています。

きっかけは、当時、インド銀行の東京支店長としてマハーラーシュトラ州出身のカカデ氏が赴任してこられたこ

とでした。夫妻は東京でもこのお祭りができないかとあちこちに相談されたようです。私はこのお祭りのことを

何も知らなかったのですが、面白そうだと思い、すぐに賛成しました。我が家は夫がインド人、妻が日本人です

ので、どうしても年中行事などは日本文化が中心になってしまいます。子供たちのためにも、インドの伝統行事

のようなものをやってみたいという気持ちがあったのです。 

さて、それからが大変でした。リビングルームの家具を移動してたくさんの人が座れるよう準備を整え、招待

状を配りました。本尊となるガネーシャ像やプージャー（供養礼拝）に使う品々はカカデさんが手配してくださ

ったので、こちらでは、集まった方へのお食事やお供えの果物やお菓子、花などを手配しました。プージャー（供

養礼拝）は、初日から最終日までの11日間、毎朝と毎夕に行うことになりましたので、朝食はジュース、チャ

イ、パン、ジャム、シリアル類、果物、サラダなどを、夕食はインド料

理を、ビュッフェ形式で用意しました。もちろんすべてベジタリアンで

す。朝は 20～30人ほど、夜は 60～100 人ほどの食事を用意しました。 

カカデさんの奥様には、モーダクというガネーシャ・チャトゥルティ

ー祭につきもののお菓子の作り方を教えていただきました。ココナッツ

とジャガリー（椰子糖）

を煮詰めた餡を、小麦粉

か米粉で作った皮で小籠

包のように包みます。小

麦粉皮のものは油で揚げ、米粉皮のものは蒸します。このモーダ

クの作り方は弘法大師様が唐から持ち帰ったと言われ、歓喜団と

して今も作られています。最中の語源はモーダクであるという説

もあります。最中の起源を調べると、江戸中期に作られたお菓子

で、平安時代の和歌にかけて最中と名付けたとあり、インドのモ

ーダクとは別物のようですが、最中と聞くとモーダクを連想する

インドの方は多いようです。ちなみに、妻沼聖天の近くには聖天

最中が売られていますので、最中と聖天様はまったく無関係とい

うわけでもありません。 

2. ガネーシャ・チャトゥルティー祭 IN東京 

Ganesha Chaturthi in Tokyo 

ガネーシャ像を捧げ持つ夫、背後にいる
のが筆者（2007年） 

ガネーシャ祭のお菓子、モーダク 
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初日朝の入魂式では、時間をかけてガネーシャ像にプージャーを行いました。牛乳、ヨーグルト、ギー、ジャ

ガリー（椰子糖）、はちみつ、水をかけて浄めた後は、新しい服を着せたり、聖紐をかけたり、花輪をかけたり、

宝飾品をつけたり、サンダルウッドをつけたり、赤いクムクムをつけたりします。それからお菓子や果物、灯火

やお線香を一つ一つ丁寧に捧げます。これは、聖者などの大切なお客様がいらしたときのおもてなしと同じとい

うことでした。つまり、まずはお風呂に入って汗を流していただき、新しい服を着て、身支度を整えてから、お

食事となるわけです。日本でしたら、おしぼりを差し上げるところですが、インドは暑い中をはるばるお越しに

なるのですから、まずは沐浴をして全身の汗を流してから茶菓子をどうぞ、ということになるのでしょう。それ

からガネーシャを讃えるヴェーダのお祈りや讃歌を捧げます。日によってはインド音楽やインド舞踊が披露され

ることもありました。これも神様へのおもてなしということになるのでしょう。最後に、参加した方全員に一握

りのお米と花をお配りし、それぞれがガネーシャ像に捧げお参りします。祭壇に捧げたココナッツを1つか2つ

を床に落として割り、その割れ方で吉兆を占うのがお祭りの最高潮です。「ガナパティ・バッパ・モーリヤ！」と

掛け声が上がり、アールティ（献火式）を捧げたらプージャーは終了です。参加してくださった皆様に、祭壇に

捧げたお菓子や果物をお配りし、用意した食事を召し上がっていただいて、散会となります。 

週末の土日には、ガナパティ・アタルヴァ・シールシャムというヴェーダのお祈りを千回唱えることになりま

した。普通の速さで唱えると10分ほどかかるお祈りで

すが、千回唱える時には超高速で唱えます。唱える人が

20人いれば50回唱えれば合計千回、25人いれば40回

唱えれば千回、50人いれば20回唱えれば千回になると

いうことで、たくさんの方に参加していただき、数時間

で唱え終えました。 

サティヤ・サイ・ババ師（1926－2011）が創設した学

校（小中高から大学まで）では、教育省が定めたカリキ

ュラムと並行してヴェーダを学ぶ時間も設けられていま

す。2005年頃、その大学でヴェーダを学んだ学生が留学

のため来日したため、サティヤ・サイ・オーガニゼーシ

ョン・ジャパンの有志が、その学生からヴェーダ詠唱を

習い始めました。しかし残念ながら、私はちょうど子育

ての時期と重なっていたため、あまりその勉強会に参加することができず、ガナパティ・アタルヴァ・シールシ

ャムは少ししか唱えられない状況でした。 

でも、インドの方は細かいことは気になさらないようで、カカデさんは、千回唱える中の1人に私も加えてし

まいました。そうなると頑張らざるを得ません。毎日CDを聞きながら必死で練習したおかげか、11日間にわた

るガネーシャ・チャトゥルティー祭が終わる頃には、アルファベット表記のテキストを見ながらではありますが、

どうにか唱えられるようにはなりました。 

11日間にわたって行われたガネーシャ・チャトゥルティー祭は、ようやく最終日を迎え、最後の儀式が始まり

ました。毎日行ってきたプージャーの後、床に布を敷いてお米の山を作り、その上に祭壇からガネーシャ像を下

ろします。そのお米の山の崩れ方でも吉兆がわかるそうです。その後、インドでは大きな山車や御神輿で街中を

練り歩き、海か川にガネーシャ像を流すわけですが、

東京では代表者がガネーシャ像を頭上に乗せて家の

敷地内を巡り、最後に家の祭壇に戻しました。 

11日間、朝夕にわたるプージャーが終わり、ほっ

としていると、関西に住むインドの友人から電話が

ありました。「よくガネーシャ・チャトゥルティー祭

を引き受けましたね。大変でしょう」と言われたの

で「いえいえ、でも今年限りのことですから」と応

じると、「ご存じないんですか？ガネーシャのお祭り

は一回始めたら毎年やらないといけないんですよ」

という答えが返ってきて愕然としました。後日調べ

祭壇にお供えをする筆者（2011年のガネーシャ祭） 

像を頭上に乗せている代表者（2018年のガネーシャ祭） 
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ると、たしかに、ガネーシャ神、聖天様は、霊験あらたかな神様なのですが、一度礼拝を始めたら決して止めて

はいけないとされているそうです。 

それからは、東京や横浜のサイ・センターのボランティアの皆様に、祭壇の準備や後片付け、食事の手配など

を手伝っていただきながら、毎年ガネーシャ・チャトゥルティー祭をお祝いしてきました。最初は朝夕11日間

でフルに行ってきましたが、ここ数年は3～4日間に期間を短縮し、夕方のプージャーのみ行うようになりまし

た。（インドでも3日間で終わるケースも増えてきているそうです。）今年で14年目を迎えます。カカデさんが

インドに帰国されてからは、オリッサ出身のパンダさんが初日と最終日の儀式を手伝ってくださるようになりま

した。また、ご縁が出来て、聖天山歓喜院の鈴木院主をお招きして、読経と法話もしていただくようになりまし

た。駐日インド大使もお見えになります。インド人の奥様方は、毎回ガネーシャのお供えに手作りのインド菓子

を持参してくださいます。最終日には百数十人が集まり、それぞれの願いを胸に、ガネーシャ像にアールティ（献

灯）を捧げます。 

年に一度のことなのですが、一年経つと昨年はどうだったか、何を用意するのか、プージャーの手順はどうだ

ったかなど、すっかり忘れてしまいます。それで、毎回の準備メモを参考に、手順をまとめておくことにしまし

た。そして日本における聖天、歓喜天について、そしてインドにおけるガネーシャ神についても調べて、「インド

から来た象の神様 ガネーシャ神・聖天・歓喜天」という1冊の本にまとめ、2015年に出版することができま

した。 

 

今年は新型コロナウイルスの感染防止のため、これまでのような大人数のプージャーは難しいと思いますが、

「礼拝をやめてはいけない」ので、社会的距離を保ちながら少人数で行うことになると思います。障害を取り除

き、英知を授け、繁栄をもたらしてくれるガネーシャ神が、皆をいい方向に導いてくださいますように。最後に

なりますが、毎年このお祭りを支えてくださっている方々、そして毎年楽しみにしてくださっている方々に、心

より感謝申し上げます。みんな幸せになりますように。 

 

< 追記 > 

本年8月22日（土）に少人数でガネーシャ神大祭を行い、コロナウイルスの早期収束を祈念いたしました。

息子が申しますには、プージャーをやった翌日には雨が降るそうでそのとおり、日曜日には滝のような大雨にな

りました。プージャーをやると決めた日の何日も前から雨雲を用意するのでしょうか？不思議なこともあるもの

だと思いました。 

 

比良佳代子（ひら・かよこ）：インドに滞在してインド思想を学んだ後、1997年に東京在住のインド人男性と結婚。日印国交

樹立60周年を記念して2012年に関東地域で開催された「インドを学ぶ特別公開講座 Study of India」他、さまざまな場所で

インド文化に関する講師を務める。学研まんが「インドのひみつ」監修。2015年「インドから来た象の神様 ガネーシャ神・

聖天・歓喜天」を上梓。 

すべての方向に向かってお米をまく儀式 ガネーシャ像をお米の上に置く最後の儀式 （2020年8月） 
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日印協会 理事長 平林 博 

 

インドの国歌は、ジャナ・ガナ・マナ、「インドの朝」である。アジア人として初めてのノーベル文学賞を受賞

したベンガルの詩人ラビンドラナート・タゴールの作詞になる。1950年1月24日にインド憲法制定会議がイン

ド国歌として採択した。5節あるが、国歌としては1節だけが歌われる。日本語訳は下記の通り、神をたたえた

歌である。 

 

「汝はすべての民の心の支配者、インドの運命の裁定者、汝の名は奮い起こす 

パンジャブ、シンドゥ、グジャラータ、マラータ、ドラビダの民の心を 

ヴィンドゥーヤやヒマラヤの山々にこだまし、ヤムナ川とガンジス川の奏でを混ぜ、インド洋の波に歌われる 

彼らは汝の祝福を求め祈り、汝の喜びを歌う 

人々すべての庇護は汝の手中にあり 

インドの運命の裁定者、勝利を、勝利を、汝に勝利を」 

 

この国歌は、インド共和国、州でのすべての公式行事の際に演奏される。インドは、8月15日の独立記念日と

1月26日の共和国記念日（憲法記念日）という二つの国家的記念日を持っているが、インド国内での祝賀式にお

いても、海外でのインド大使館が開催する祝賀記念レセプションでも演奏される。その場に居合わせたインド人

は、誇らしげに斉唱する。 

筆者も、1998年4月10日、駐インド日本大使としてナラヤナン大統領に対し平成天皇（現上皇）からの信任

状を奉呈した際、大統領官邸の中庭で、インドの陸海空三軍儀仗隊による印日両国の国歌演奏と儀仗兵の閲兵の

栄に浴した。以後、大統領主催の独立および共和国記念日をはじめ政府による多くの公式行事の際に国歌の演奏

に接した。また、筆者自身が日本大使公邸で主催した毎年の天皇誕生日には、副大統領夫妻と筆者夫妻が並んで

両国の国歌演奏を聴くのがレセプション開始の合図となった。わが国においても、駐日インド大使は共和国記念

日に一流ホテルでレセプションを主催するが、冒頭は印日両国の国歌演奏である。 

なお、インドには第二の国歌ともいわれるバンデ・マータラム「母よ、あなたをたたえます」がある。「母」と

は、女神である。ヒンドゥー教の三体の最高神（宇宙を創設するブラフマ神、それを維持するヴィシュヌ神、退

廃した宇宙を破壊し、ブラフマ神にバトンタッチするシヴァ神）は、それぞれが妃（妃神）を持っている。この

歌においては、ヴィシュヌ神の妃ラクシュミやシヴァ神の妃パールヴァティの化身ドゥルガ女神が登場する。イ

ンドではヒンドゥー教のみならずイスラム教、シーク教、仏教、など多くの宗教が共存しており（世俗主義とい

う）、一宗教の女神をたたえるこの歌は国歌ではなく愛国歌の位置づけである。 

（平和安全保障研究所編『アジアの安全保障2020-2021：コロナが生んだ米中「新冷戦」 変質する国際関係』より抜粋） 

  

3. ジャナ・ガナ・マナ、多様性を詠う国歌「インドの朝」 

Jana Gana Mana, India National Anthem Chanting India’s Diversity 
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◇ インドニュース（2020年 7月）◇ 

1 内政 

【連邦政府/連邦議会】 

7月3日：モディ首相は、ラダック連邦直轄領を訪問し、インド軍兵士に対しその勇気を称える演説を行うとと

もに、6月15日に対中ＬＡＣ（管理ライン、中国との間の実効支配線）沿いにおいて死去した兵士の殉職に弔意

を示した。 

ナイドゥ上院議長は、次期モンスーン国会実施に係る会議において、社会的距離を保った議会運営のため、議員

の議場登院及び議会の他室からのビデオ参加の二手段を合わせたハイブリット議会の方法を検討するとともに、

8月最終週及び9月第1週における開会の可能性を検討した。 

7月22日：6月の選挙で新たに選出された上院議会議員45名が就任した。 

【選挙管理委員会（ＥＣ）】 

7月23日：ＥＣは、空席となっている下院議会1議席及び5州議会7議席の補欠選挙につき、新型コロナウイ

ルス拡大及び悪天候の影響を踏まえ、早くとも9月7日以降の実施とする旨決定した。 

【インド人民党（ＢＪＰ）】 

7月4日：モディ首相は、全国の党員を対象としたビデオ演説において、新型コロナウイルス対応に係る党員の

奉仕活動を称賛するとともに、ＢＪＰは選挙に勝利するための組織であるだけではなく、国民に奉仕し全国民に

幸福及び繁栄をもたらす組織である、ＢＪＰは危機をチャンスに変えデジタル分野における変容を成し遂げた、

などと述べた。 

【コングレス】 

7月11日：少なくとも7名のコングレス所属下院議員は、ソニア・ガンディー暫定総裁及びラーフル・ガンディ

ー前総裁も出席するコングレス所属連邦議員らのビデオ会議において、ラーフル前総裁の総裁復帰を要求した。 

【ジャンム・カシミール（ＪＫ）準州】 

7月13日：ＪＫ国民会議（ＪＫＮＣ）は、2019年8月から拘留状態にある党員16名の釈放をＪＫ準州高等裁

判所に提訴した。（2019年8月に印憲法370条無効化が実施されて以降、Public Safety Actのもと拘留されて

いる。） 

 

2 経済 

【インド経済（失業率、株式、為替）】 

今般インド政府が公表した経済指標の概要は以下の通り。 

ポイント 

1 失業率 

7月のインド国内の失業率は、都市部で9.15％（前月12.02％、前年同月8.3％）、農村部で6.66％（前月10.52％、

前年同月6.9％）、インド国内全体で7.43％（前月10.99％、前年同月7.34％）だった。 

7月の失業率は6月からさらに回復し、前年同期（7.34％）と同水準にまで回復した。 

2 株式 

ＳＥＮＳＥＸ指数の7月31日（金）の終値は37、606.89ポイントであり、7月24日（金）から522.01ポイン

ト下落した。 

7月28日、米国による財政刺激策の期待から世界中の株価が上昇し、ＳＥＮＳＥＸも約500ポイント上昇した。

過去5ヶ月で最高値に近い値をつけた。 

3 為替 

 7月31日（金）の終値は1ドル74.82ルピーであり、7月24日（金）から0.01ルピー高く終了した。ルピー

は週を通してドルに対してほぼ横ばいで推移した。 

4. インドニュース(2020年 7月-8月) 

News from India 
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3 外交 

【印露関係】 

7月2日：インド外務省は、モディ首相がプーチン露大統領と電話会談を実施した旨発表した。 

【印韓関係】 

7月10日：シン国防大臣は、韓国のチョン・ギョンドゥ国防大臣と電話会談を実施した。 

【印ＥＵ関係】 

7月15日：第15回印ＥＵ首脳会談がウェブ上で実施された。共同声明が発表されるとともに、「印ＥＵ戦略パ

ートナーシップ：2025年までのロードマップ」及び「資源効率と循環型経済にかかる印ＥＵ共同宣言」について

合意された。 

【印米関係】 

7月21－22日：米国商工会議所・米印ビジネスカウンシル主催のウェブ・セミナー「USIBC India Ideas Summit」

が開催され、ポンペオ米国務長官（ビデオメッセージ）、ゴヤル商工・鉄道大臣が参加したほか、22日にはモデ

ィ首相及びジャイシャンカル外相がそれぞれ発言を行った。 

7月22日：インドの現地メディアは、ゴヤル商工大臣が、米印はquick貿易協定(quick trade deal)への署名に

近づいていると述べた旨報じた。 

【印・サウジアラビア関係】 

7月23日：インドの現地メディアは、ジャイシャンカル外相がファイサル・ビン・ファルハーン・アール・サウ

ード・サウジアラビア外相と電話会談を実施した旨報じた。 

【印・北朝鮮関係】 

7月24日：インド外務省は、ＷＨＯからの要請に基づき北朝鮮に対して100万ドル規模の医療支援を実施した

旨プレスリリースを発表した。 

【印・イスラエル関係】 

7月26日：ジャイシャンカル外相は、ガビ・アシュケナジー・イスラエル外相と電話会談を実施した。 

【印・カナダ関係】 

7月26日：ジャイシャンカル外相は、フランスワ＝フィリップ・シャンパーニュ・カナダ外相と電話会談を実施

した。 

【印・尼関係】 

7月27日：インドネシアのプラボウォ・スビアント国防大臣がデリーを訪問し、シン国防大臣と会談を行った。 

【印・ケニア関係】 

7月28日：ジャイシャンカル外相は、レイチェル・アウォル・オマモ・ケニア外務大臣と電話会談を実施した。 

【印・モーリシャス関係】 

7月30日：インド外務省は、モディ首相がビデオ会議を通じてプラヴィン・クマール・ジャグナット・モーリシ

ャス首相とともにモーリシャス最高裁判所の新しい建物のオープニング式典に出席した旨プレスリリースを発表

した。 

【印・ハイチ関係】 

7月30日：ジャイシャンカル外相は、ボシット・エドモン・ハイチ外相と電話会談を実施した。 

 

4 日印関係 

7月29日：世界貿易機関（WTO）の紛争解決機関（DSB）は、インドによる情報通信技術（ICT）製品に対す

る関税引上げ措置について、日本の要請を受け、ＷＴＯ協定に基づき紛争処理小委員会（パネル）を設置しまし

た。 

今月の注目点：印中国境情勢（モディ首相によるラダック訪問：首相府プレスリリース他） 

 

7月3日、インド首相府は、モディ首相が同日ラダックを電撃訪問した旨プレスリリースを発出したところ、

プレスリリース概要以下のとおり。 

 

モディ首相は、今朝早くラワット参謀長とともにラダックのニムを電撃訪問した。ニム（JK準州カルギル地方）
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はザンスカール山脈に囲まれインダス河沿いに位置する。モディ首相は、印陸軍最高司令官に面会した後、陸

空軍及びインド・チベット国境警察の隊員らと意見交換した。 

 

1．兵士の勇気に感謝の意を表する 

・モディ首相は、陸軍の母なるインドへの勇気と献身は比類ないものであると述べ、印陸軍の勇気に対し、こ

の上ない賛辞を表した。モディ首相は、国民は我が陸軍が堅く国家を守っていることを理解しているので、平

和に過ごすことができるのであると述べた。 

・モディ首相は、ここ数週間の陸軍の模範的な勇士のおかげで、世界はインドの強さに注目していると述べた。 

  

2．ガルワン渓谷での犠牲者を忘れない 

・モディ首相は、ガルワン渓谷で最大の犠牲を払った母なるインドのすべての誇り高き息子たちを想起した。

モディ首相は、殉職した兵士らは、インド全土の一員であり、我々の国土の勇敢な精神を象徴する存在である

と述べた。 

・モディ首相は、レー・ラダックや、カルギル、シアチェン氷河であれ、高い山々の中や川に流れる氷のよう

な冷水であれ、これらは印陸軍の勇敢さの証明であることを確認した。インドの敵は我が軍の攻撃と激しい怒

りを目の当たりにしている。 

・モディ首相は、母なるインドと比類なき努力でインドのために尽力するすべての勇敢な兵士と治安部隊の母

の2つの「母」に敬意を払った。 

 

3．我々の平和へのコミットメントは弱さではない 

・モディ首相は、はるか昔より平和、友好、勇気の美徳がいかにインドの文化の一部であり続けているかにつ

いて詳細に述べた。モディ首相は、広く受け入れられてきた平和と発展の雰囲気を妨害しようとするいかなる

者に対しても、インドが常に相応の報復を与えてきたことを想起した。 

・モディ首相は、インドは、平和と友好にコミットしているが、この平和へのコミットメントはインドの弱さ

と見られるべきではないと主張した。今日、インドは、海空宇宙戦力であれ陸軍であれ、益々強くなっている。

兵器の近代化とインフラ基盤の向上により、国防能力は何倍にもなってきた。 

・モディ首相は、インド人兵士が2つの世界大戦を含む世界規模の戦争においても、歴史的に勇敢で優秀であ

ったことを改めて強調した。 

 

4．発展の時代 

・モディ首相は、拡張主義の時代は終わったと述べた。今は発展の時代である。モディ首相は、甚大な被害を

もたらしたものはまさにこの拡張主義の意識であると述べた。 

・モディ首相は、この数年でインド軍の勤務環境や安全のための備えを向上するためのいくつかの措置が取ら

れてきていると付け加えた。具体的に、近代兵器の使用、国境インフラ整備の拡大、国境地域の開発、道路網

の拡張等である。さらに、モディ首相は、国境インフラ整備のための支出が3倍に増大していると述べた。 

・モディ首相は、国家安全保障装置の強化及び我が陸軍の福利厚生の確保のための努力についても言及した。

モディ首相は、過去数十年間に及ぶ軍人家族の福利厚生を確実に確保するための対策に加え、最近の政府のイ

ニシアティブとして、統合参謀総長ポスト（ＣＤＳ）の創設、大規模な国家戦争記念館の建設、ＯＲＯＰ （One 

Rank One Pension）の達成を強調した。 

 

5．ラダック文化への敬意 

・モディ首相は、軍関係者らとの意見交換の間、ラダック文化の素晴らしさとクショ・バクラ・リンポチェ（注：

十六羅漢のひとりの転生者とされているラダックの最高仏教指導者）の崇高な教えを想起した。モディ首相は、

ラダックは犠牲になった土地であり、これまで愛国者を生み出してきた土地であると表現した。 

・モディ首相は、インド国民は、その勇気が強い信念と慈悲心に結びついていたゴータマ・ブッタ（釈迦尊）

の教えからインスピレーションを受けていることを強調した。 
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◇ インドニュース（2020年 8月）◇ 

1 内政 

【連邦政府/連邦議会】 

8月14日：コヴィンド大統領の承認を経て、新国家教育施策（ＮＥＰ）に従い、人的資源開発省（Ministry of Human 

Resource Development）は、教育省（Ministry of Education）に改称された。 

8月15日:独立73周年となる（74回目の）独立記念日に際し、首都デリーのレッド・フォートにおいて、新型

コロナウイルス拡大により例年よりも参加者の規模を縮小した形で、記念式典が実施された。 

 

8月31日：8月上旬に脳血栓の手術を終え、その後入院中（コロナ感染確認）であったプラナーブ・ムカジー前

大統領が、入院先の病院にて死去した。（享年84歳） 

議会事務局は、モンスーン国会を9月14日から開会すると発表した。 

【選挙管理委員会（ＥＣ）】 

8月21日：ＥＣは、新型コロナウイルスの影響下における選挙の実施につき、選挙ブースに入室可能な人数の制

限や、陽性患者及び陽性見込みの者は投票日の最後1時間に投票など、新たな規定を定めたガイドラインを発表

した。同ガイドラインは、10月に実施が見込まれるビハール州議会議員選挙において初めて適用される見込み。 

【インド人民党（ＢＪＰ）】 

8月29日：ナッダＢＪＰ総裁は、10月以降に実施見込みのビハール州議会議員選挙を前に、ビハール州選出下

院議員を召集し、同議員らの選挙区から出馬する州議会議員候補者を支援するよう指示するとともに、国民民主

連合（ＮＤＡ）連合の友党である人民党統一派（ＪＤＵ）及び人民の力党（ＬＪＰ）と協力するよう指示した。 

【会議派（コングレス）】 

8月6日：10月の実施が見込まれるビハール州議会議員選挙を前に、コングレスは、デジタル選挙キャンペーン

を開始した。なお、友党との議席配分交渉は未定。 

8月24日：党員23名が党内改革を求める書簡をソニア・ガンディー暫定総裁に提出したことを受け、同日開催

されたＣＷＣ（コングレス党の最高意思決定機関）のミーティングにおいて今後の党内指導者についての議論が

行われた結果、新たな総裁を決定するための全インド・コングレス委員会（ＡＩＣＣ）を今後4～6か月の間に

召集すること、それまではソニア暫定総裁が党代表として活動を継続することが決定された。 

【ジャンム・カシミール（ＪＫ）準州】 

8月6日：5日に辞任したムルムＪＫ準州知事は、新たに会計監査官（Comptroller and Auditor General of India）

に任命され、後任としてマノージ・シンハ元通信専管大臣（第1次モディ政権時）が就任した。 

8月16日：ＪＫ準州内の国境沿いではない一部の地域において、印憲法370条無効化に伴い2019年8月5日以

降停止されていた4Ｇネットワークが試験的に再開された。 

8月19日：内務省は、印憲法370条無効化以降増員配置していたＪＫ準州における準軍事部隊7万名のうち、1

万名の配置指示を解除した。 

8月22日：ＪＫ民族協議会（ＮＣ）、ＪＫ人民民主党（ＰＤＰ）を含むＪＫ準州政治家らは、ＪＫ準州民の権利

保護のため、2019年に無効化された印憲法370条及び35条Ａを再度適用し「ＪＫ州」を復活させることを目標

として政治活動を実施するとする共同声明を発出した。 

【ラジャスタン（ＲＪ）州】 

8月1日：ゲーロットＲＪ州首相は、メディアに対し、モディ首相に政府を倒そうとする試みを停止するよう求

めるとともに、パイロット前副州首相率いる州議会議員らを歓迎する用意があると述べた。 

8月10日：パイロット前州副首相は、ラーフル・ガンディー・コングレス前総裁及びプリヤンカ・ガンディー・

コングレス幹事長と面会した。 

8月13日：パイロット前州副首相及び同前州副首相率いる州議会議員らは、ゲーロットＲＪ州首相が召集したコ

ングレス所属ＲＪ州議会議員ミーティングに出席し、同州首相との和解を見せた。また、コングレスは、コング

レス州政権の転覆を画策したとして党員資格を停止していたバンワル・ラール・シャルマ州議会議員及びヴィシ

ュベンドラ・シン州議会議員（前州観光大臣）の党員資格を復活させた。 

8月14日：ラジャスタン（ＲＪ）州議会において現州政権に対する信任投票が実施され、ゲーロット現州政権が

過半数の票を獲得した。（注：7月10日以降、ＲＪ州政権内におけるゲーロットＲＪ州首相及びパイロットＲＪ
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副州首相の対立が強まり、パイロット副州首相は、副州首相職及びコングレスＲＪ州支部長から解任。それ以降、

パイロット前州副首相はＢＪＰに移籍するつもりはないと明言する一方、ゲーロット州首相との緊張状態が緩和

されないまま、パイロット前州副首相らの今後の動きが注目されていたもの。） 

【ウッタル・プラデシュ（ＵＰ）州】 

8月5日：アヨーディヤにおいて、ラーマ寺院建設のための定礎式が実施され、モディ首相をはじめとしてアナ

ンディベン・パテル・ウッタル・プラデシュ（ＵＰ）州知事、ヨギ・アディティヤナートＵＰ州首相、モーハン

・バグワットＲＳＳ総裁らが出席した。 

8月8日：アヨーディヤにおいて同モスク建設を担当するインド・イスラム文化財団は、モスク建設の際は定礎

式をそもそも実施しないが、同時に整備するモスク周辺のコミュニティ（病院や研究所など）の除幕式にアディ

ティヤナートＵＰ州首相を招待したいと発表した。 

【マニプル（ＭＮ）州】 

8月10日：ビレン・シンＭＮ州首相は、7月28日に野党コングレスから不信任動議が提出されたことを受け、7

日に信任動議を州議会議長に提出し、10日に召集されたＭＮ州議会において信任投票が実施され、ＢＪＰ率いる

現州政権が議会の過半数の票を獲得した。 

【メガラヤ（ＭＬ）州】 

8月18日：ロイＭＬ州知事の任期満了に伴い、マリク・ゴア州知事が新たにＭＬ州知事に就任した。 

【ゴア（ＧＡ）州】 

8月18日：マリクＧＡ州知事のＭＬ州知事就任に伴い、コーシャリ・マハーラーシュトラ州知事のＧＡ州知事兼

務が命じられた。 

 

2 経済 

8月6日：インド準備銀行（ＲＢＩ）は8月4～6日の3日間にわたって行われていた金融政策決定会合（ＭＰ

Ｃ）の結果を公表したところ、概要以下のとおり。 

 

8月31日：インド統計・計画実施省（ＭＯＳＰＩ）傘下の中央統計局（ＣＳＯ）は、2020年度第1四半期（2020

年4月～6月）のＧＤＰ成長率を公表したところ、概要以下のとおり。 

ポイント 

（1）政策金利（レポ・レート）は4.00％で据え置き。リバースレポレートも3.35％のまま据え置き。 

（2）新型コロナウイルスによる経済への影響を緩和して経済成長を回復させるために必要な期間、インフレ率

が目標の範囲内にあることが確保出来る間は、金融政策に対する緩和的スタンスを維持する。 

（3）2019年2月以降で累積250ベーシスポイントの政策金利引き下げを行っており、これによって市場金利及

びスプレッドを低下させた。金融市場は大幅に緩和され、銀行が高いリスクを回避している中で、金融市場を介

した資金フローが確立された。したがって、政策金利については引き続き据え置き、インフレ率に注意して、可

能な経済活動を支援して行く。今回の政策金利の決定は、ＭＰＣ会合メンバー6人全員一致。 

ポイント 

（1）2020年度第1四半期の実質ＧＤＰ成長率は前年同期比▲23.9％となり、市場予測（ロイター、▲18.3％）

を大きく下回り、政府が統計を取り始めた1996年度以降で最も悪化した。前四半期（2019年度第4四半期）

の同3.1％を大きく下回り、5四半期連続で成長率が低下した。 

 

（2）インドでは、新型コロナウイルス対策として3月25日から2ヵ月以上にわたって全土ロックダウンが実

施され、この間、経済活動は大きく停滞した。今回公表分の第1四半期は、この影響を強く受けている。 

 

（3）産業別では、農業（第4四半期5.9％→今期3.4％）が政府による農業食品の規制緩和の効果等により唯一

プラス成長したものの、活動制限の大きかったホテル業、建設業、製造業を中心に落ち込みが大きかった。鉱工

業部門では、製造業（▲1.4％→▲39.3％）、鉱業（5.2％→▲23.3％）、建設業（▲2.2％→▲50.3％）が大幅に縮

小し、電力・ガス・水道等の公共サービス（4.5％→▲7.0％）も悪化した。サービス部門では、貿易・ホテル・
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3 外交 

【印米関係】 

8月6日：ジャイシャンカル外相は、ポンペオ米国務長官と電話会談を実施した。 

8月12日：現地メディアは、民主党大統領候補のバイデン氏がインド系米国人の上院議員であるカマラ・ハリス

氏を副大統領候補に選出した旨報じた。ハリス氏の父親はジャマイカ出身であり、母親はインド出身。 

8月15日：現地メディアは、ポンペオ米国務長官がインドの74回目の独立記念日にあたり、米印は友情及び民

主的伝統の緊密な絆を共有すると述べた旨報じた。メッセージの中でポンペオ国務長官は、「米国政府及び米国

民を代表し、インドの独立記念日を心よりお祝いする。」と述べた。 

【印露関係】 

8月12日：現地メディアは、露政府が新型コロナウイルスの渦中においても、インド政府との重要プロジェクト

であるクダンクラム原子力発電所への重要部品提供や、インドの有人宇宙飛行ミッションに向けたインド人パイ

ロットの訓練等を進める旨報じた。 

【印パ関係】 

8月10日：現地メディアは、インド政府がインダス水協定に関する協議を印パ国境付近の町であるアタリにおい

て開催するパキスタン政府からの要請を拒否した旨報じた。3月にインド政府は、ウェブ会議を開催することを

提案していたが、パキスタン政府が直接協議することを要請していた。 

8月21日：現地メディアは、パキスタン国内で拘束中のクルブーシャン・ヤダブ氏について、パキスタン裁判所

による同氏の死刑に対する再審においてインド外務省がインド人弁護士をつけるよう圧力をかけている旨報じた。 

8月22日：インド外務省は、中パ外相間戦略対話の共同プレスリリースに対するスリヴァスタヴァ印外務省報道

官のコメントを発表し、「これまでと同様に、我々は、第2回中パ外相間戦略対話の共同プレスリリースにおけ

るジャンム・カシミール準州（JK）への言及を断固として拒否する。JK は、インドの不可欠かつ不可分の一部

であり、我々は、関係諸国がインドの内政事項である問題に干渉しないことを期待する。同時に、我々はCPEC

に関する我々の一貫した立場も強調する。インド政府は、パキスタンにより不法支配されているインドの領域内

で進められているCPECについて、中国政府とパキスタン政府に対して繰り返し懸念を伝えてきた。我々は、パ

キスタン支配JKにおける他国による現状変更の行動に対して断固として反対し、関係諸国にそのような行為を

止めるよう要求する。」と述べた。 

運輸・交通等（2.6％→▲47.0％）と公共行政・防衛等（10.1％→▲10.3％）が大幅に縮小し、その他、金融・

不動産等（2.4％→▲5.3％）も悪化した。 

 

（4）支出（需要項目）別では、政府消費は前年比16.4％（前四半期は13.6％）と前回を上回る高い伸びを維持

して成長率を下支えした一方で（寄与度1.2％→1.9％）、ロックダウンによる経済への影響を反映して、民間消

費の成長率の伸び率は2.7％から▲26.7％へ転落した（寄与度は1.5％→▲15.0％）ほか、投資（総固定資本形

成）の伸び率は▲6.5％から▲47.1％となり、マイナス幅を大きく拡大させた（寄与度は▲2.1％→▲15.1％）。

また、輸出入が伸び悩む中で特に輸入が大きく減少したことから、外需寄与度が大きく上昇（▲0.2％→5.5％）

した。 

 

（5）エコノミストのコメントとして、今回の予想以上の悪化については、①コロナ禍による従来とは異なった

手法でのＧＤＰ算出であり、今後遡及改訂される可能性が高い、②銀行セクターの指標は改善していたものの、

それを相殺する形で不動産セクターの伸びが悪化した、③ロックダウンによって主要サービスの利用可能性が急

激に低下したことが要因として述べられている。 

 

（6）今後の見通し予測としては、政策立案者が問題に対処せずにいれば、長期間にわたって労働市場、中小企

業、そして最終的には銀行システムに影響を及ぼす可能性があるとみられる。他方、現在の経済状況では、予算

による財政支援が限られる中、金融政策はインフレのために行き詰まっている。しかし、インフレは一時的なも

のであり、またインド準備銀行（中央銀行、ＲＢＩ）は国債利回りを低くするよう努めていることなどから、財

政・金融ともに緩和的な政策が続くのではないかとの見方がある。 
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【印・バングラデシュ関係】 

8月18日～19日：シュリングラ印外務次官は、バングラデシュを訪問し、ハシナ・バングラデシュ首相やモメ

ン・バングラデシュ外務次官と面会を行った。 

【印・ネパール関係】 

8月7日：現地メディアは、インド政府が現地の両国当局による非公式会談が実施されている最中に、ネパール

政府がウッタラカンド州チャンパワットの国境沿いの両国の係争地近郊の無人の土地に、先月22日にネパール

住民が設置した柱の上に全方位型CCTVカメラを設置したとして、反対の意を表した旨報じた。 

8月15日：モディ首相は、オリ・ネパール首相と電話会談を実施した。報道によれば、両国間のハイレベルでの

接触は約4か月ぶりで、カラパニにおける両国の国境紛争問題で両国関係が悪化して以降初めて。 

8月22日：現地メディアは、ネパール政府が15日の両首脳による電話会談後、印政府に対し、8月中又は9月

上旬の国境ワーキンググループ（BWG）会議の開催を提案した旨報じた。 

【印・スリランカ関係】 

8月6日：モディ首相は、マヒンダ・ラージャパクサ・スリランカ首相と電話会談を実施した。 

8月18日：ジャイシャンカル外相は、グナワルデナ・スリランカ外相と電話会談を実施した。 

【印・モルディブ関係】 

8月13日：ジャイシャンカル外相は、アブドゥッラ・シャーヒド・モルディブ外相とテレビ会談を実施した。 

【印独関係】 

8月13日：ジャイシャンカル外相は、ハイコ・マース独外相と電話会談を実施した。 

【ＩＢＳＡ（インド、ブラジル、南ア）関係】 

8月6日：インド外務省は、印伯南ア（ＩＢＳＡ）シェルパ・ビデオ会議が開催された旨のプレスリリースを発

表した。 

 

4 日印関係 

8月31日：ニューデリーにおいて、日本側鈴木哲駐インド日本国特命全権大使とインド側C・S・モハパトラ財

務省経済局次官補（Dr. C. S. Mohapatra、 Additional Secretary、 Department of Economic Affairs、 Ministry 

of Finance、 Government of India）との間で、同国における新型コロナウイルス危機対応のための緊急支援を

目的として、500億円を限度とする円借款に関する交換公文の署名、及び、総額10億円の保健・医療関連機材

のための無償資金協力（「経済社会開発計画」）に関する書簡の交換が行われた。 

 

今月の注目点1：アヨーディヤ寺院におけるモディ首相演説（首相府プレスリリース） 

 

5日、モディ首相は、アヨーディヤ寺院の定礎式に出席して30分強にわたり演説を行ったところ、概要下記のと

おり（プレスリリース別添）。 

 

1 全世界が、ラーマ神の生誕地であるアヨーディヤにおける歴史的な日を目の当たりにしている。本日は、皆の

人生の黄金チャプターである。長年の破壊と再建のサイクルを終わらせ、ラーマ寺院（アヨーディヤ寺院）の建

設が始まった。 

 

2 寺院は過去に破壊され、その存在を消すのに多大な労力が費やされてきた。しかし、ラーマ神はインド国民の

心に生き続け、インドの文化の基礎であり続けている。ラーマ寺院は、インド文化の現代の象徴、永遠の信仰の

象徴、国家精神の象徴、集団の意思の力の象徴となる。 

 

3 寺院建設後、アヨーディヤの威厳が高まるのみならず、地域の経済も変化する。あらゆる分野で新たな機会が

生まれ、増加するであろう。全世界の人々がこの寺院を訪れるようになるのであろう。今日という日は、真理、

非暴力、信念、犠牲に対する贈り物である。 
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4 我々は、昨年最高裁が歴史的な判決をくだした際に、国民が、すべての国民の感情を念頭に置き平和的な振る

舞いを見せるという尊厳の姿を目にしたが、本日もそれと同じ尊厳を目撃している。 

 

5 貧困層、ダリット、指定カースト、指定部族を含むすべての社会セクターが、マハトマ・ガンディーの独立運

動などの複数の偉業を支持したように、本日、全世界からの支援と貢献とともに、この寺院建設が開始された。 

 

6 今日においても、各言語においてラーマ神の話が広まっている数十の国がある。本日、これらの国においても

寺院建設の歓喜が広がっていると信じている。カンボジアから中国に至るまで、何らかの形でラーマ神の引用が

ある。近隣諸国においてもラーマ神が存在している。イスラム国家であるインドネシアにおいては、4区分のラ

ーマ神話があり、ラーマ神が信仰されてもいる。その他、マレーシア、カンボジア、ラオス、タイ、フィリピン、

ミャンマー、スリランカ、ネパール、イラン、中国にもラーマ神神話の様々な形を見ることができる。 

今月の注目点2：独立73周年となる独立記念日におけるモディ首相演説（首相府プレスリリース） 

 

15日、モディ首相は、独立73周年となる（74回目の）独立記念日に際し、デリーのレッド・フォートにおいて

演説を行ったところ、概要以下のとおり。演説はヒンディー語で行われた。なお、式典は、新型コロナウイルス

の影響を受け、例年よりも招待客を制限し、規模を縮小した形で実施された。 

 

【演説のポイント】 

1 モディ首相は、スピーチ全体を通じて「自立したインド」を改めて前面に押し出し、あらゆる分野における

国力の強化の必要性を強調した。同時に、「自立したインド」は単に輸入減少を意味するのではなく、インド国民

のスキル・人的資源が世界経済に貢献することを意味し、「Make in India」 とともに「Make for World」 を目

指し、インドがより自立することは、世界全体の繁栄に寄与すると述べ、国力強化を通じた国際社会への貢献の

意思を示している。国内政策のアピールに多くの時間を費やし、これまでのモディ政権の具体的な成果を数字を

引用して示すとともに、国家デジタル・ヘルス・ミッション等新たな政策も発表。また、国内の連結性向上を目

指す姿勢を示し、110兆ルピー規模の包括的な連結性プロジェクトに言及するとともに、空港、港、鉄道、道路

等国内のあらゆるインフラを統合的に改善する旨言及。外交政策においては、国名への言及は避けつつも、パキ

スタンとの管理ライン(LoC)から中国との実行管理ライン(LAC)に至るまで、インドの主権・独立を守ってきた成

果を強調。また、近隣諸国との関係強化に加え、海を隔てた西アジアやASEAN等も拡大近隣国・海洋近隣国と

呼び、これら地域との更なる関係強化に意欲を示した。 

 

2 今回新たに発表された政策は以下のとおり。このほか、モディ首相自らが、物品サービス税（ＧＳＴ）の成

功に引き続き直接税（注：所得税と法人税）の改革に言及したことが注目される。 

(1) マルチ・モーダルな連結性インフラ（全海岸沿いにおける4車線道路の建設含） 

(2) 国家デジタル・へルス・ミッション 

(3) 1000日以内に、全60万の村に光ファイバー・ネットワークを接続 

(4) 新たなサイバー・セキュリティー政策の発表を予定 

(5) 1000日以内に、ラクシャドゥウィープ諸島に海底光ファイバー・ケーブルを敷設 

(6) 約10万人(3分の1は女性)の新しいインド軍士官学校部隊士官候補生を訓練 
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◇ 最近のイベント ◇ 

◆ インド大使館「平和と調和のためのデジタル・コンサート・シリーズ」を毎週配信 

8月21日よりインド大使館は、公式YouTube チャンネル

（https://bit.ly/2P6fhzm）にて、日本とインドの著名なアーティスト方々に

よるパフォーマンス動画を毎週配信しています。 

配信は2021年1月1日までですが、2020年11月13日までのスケジュー

ルをここにご紹介します。 

9月25日：第7回：プランシュ・チャトゥル・ラル（タブラ） 

10月2日：第8回：スープリヤ・シャー（シタール）  第9回：HEAT bEAT 

Music：指原一登（タブラ）／西沢信亮（サーランギー）／吉田美香（ハルモニウム) 

10月9日：第10回：澤田俊一（シタール）  

10月16日 第11回：的場裕子（ヴィーナ） 

10月23日：第12回：スティーヴ・オダ（サロード）／U-zhaan（タブラ）／プシュパ・オダ（タンプーラ） 

10月30日：第13回：辻井正敏（シタール）／佐藤由美子（タブラ）第14回：島田博樹（エスラジ）／入間川

篤（タブラ） 

11月6日：第15回：ディプトニル・バッタチャルジー（サロード）／指原一登（タブラ） 

11月13日：第16回：寺原太郎（バンスリー）／寺原百合子＆伊澤 真希子（タンプーラ） 

協会HPでは2021年1月1日までのスケジュールをご紹介しております。 

 

◇ 今後のイベント ◇ 

◆ 「インディアンムービーウィーク（IMW） 2020」話題の日本未公開 10 作品を上映! 

年間の映画製作本数が2,000本を超えるインド。主要な地域言語ご

とに映画産業があり、作風が異なり、スター俳優がいます。作り手た

ちの間では若干の越境もありますが、市場としては各言語圏の独立性

が高く、複数の映画界が並立しているのがインド映画のユニークさで

す。 

2019年の初回開催に続き、第2回目となるインディアンムービー

ウィーク2020では、映画製作が盛んな5つの言語圏（ヒンディー、

タミル、テルグ、マラヤーラム、カンナダ）のヒット作、注目作品10

作品を日本語字幕付きで上映します。 

⚫ キネカ大森：9月11日(金)~10月8日(木) 

⚫ 新宿ピカデリー ：9 月 25 日(金)~(終了日未定)  

 

ほか全国での開催予定は以下のとおりです。 

9 月 25 日(金)～(終了日未定)： 

MOVIX 利府／MOVIX 三郷／MOVIX 柏の葉／ミッドランドスク

エアシネマ／MOVIX 京都/なんばパークスシネマ／神戸国際松竹 

10 月 2 日(金)~ )～(終了日未定)：刈谷日劇 

10 月 9 日(金)~10 月 22 日(木)：シネ・リーブル梅田 

 

詳しい映画の内容、上映スケジュールは、インディアンムービーウィーク 公式サイトでご確認ください。

https://imwjapan.com（主催：SPACEBOX） 

5. イベント紹介 
Japan-India Events 

https://imwjapan.com/
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§『アジアの安全保障 2020-2021：コロナが生んだ米中「新冷戦」 変質する国際関係』 

著者：西原正（監修）平和・安全保障研究所（編集） 出版社：朝雲新聞社 

価格：本体 2,250円＋税  ISBN: 978-4-7509-4042-7 

本書は、わが国の外交・安全保障に関するトップクラスの研究機関である

公益財団法人平和・安全保障研究所の2020～21年の年報である。本評者が

尊敬する西原正理事長が冒頭論文を記し、また全体を監修している。 

この1~2年の国際情勢と我が国の外交安全保障問題についての各分野・各

地域のトップクラスの研究者による優れた論文集である。特に新型コロナウ

イルスがもたらした衝撃が米中関係、米国の我が国を含む同盟・友邦諸国と

の関係、中露関係に及ぼしつつある大きな変化（パラダイムシフト）を分析

し、冷戦終了後に打ち立てられた秩序を大きく変えつつあることに警鐘を鳴

らす。タイトルの米中「新冷戦」は変質しつつある国際関係を端的に表して

いる。 

我が国も傍観者ではありえず、同盟国に厳しい態度をとる米国と益々覇権

主義的な行動をとる中国とのはざまでどう対処するか、国家の命運がかかっ

ている。幸い、安倍・トランプの良好な首脳関係により米国との摩擦は最小

限に抑えられているが、中国の軍事力を背景とした尖閣諸島周辺海域や南シ

ナ海への恒常的な侵入行動と香港、台湾などへの挑発的な戦狼外交は、我が

国の安全保障上大きな懸念をもたらしている。 

本年報は、このような情勢下で我が国がいかに対処すべきかにつき多くの指針を提供するものであり、政策担

当者、研究者、マスコミのみならず、企業や団体にとって、座右に備えておくべき参考書となろう。 

なお、「お堅い本書」を読んでもらいたい工夫であろうか、各章の最後にその地域の特色ある音楽について「柔

らかなエッセー」を計10篇掲載している。本評者は、インドの国歌「ジャヤ・ガナ・マナ」について『多様性

を詠う国歌「インドの朝」』と題したエッセーを執筆させていただいた。本誌にも掲載したのでご覧ください。 

（日印協会理事長 平林 博） 

 

§『誇れる国・インドと日本 〜仕事・家族・教育、それぞれの文化と生活』 

著者：塩谷サルフィマクスーダ 出版社：PHP研究所 

価格：本体 1,500円＋税  ISBN 978-4-569-84543-2 

著者は、インド・カシミールから、日本人との結婚を機に、石川県に在住

36年のインド人女性。当初は日本語理解のみならず、日本の文化、社会慣習

等全く分からぬまま、生活を始め、幾多の困難に直面したが、次第に乗り越

えた。外国人として、日本に住んで初めて体験する種々な違いを理解し、如

何に解決してきたかを、とても判りやすく、また女性の視点から述べている

のが興味を持たせる。日本で日々生活する外国人の目と教育者としての厳し

い目、その体験を常にインド社会と比較して描写している。特に、イスラム

教徒である著者が指摘する、日本とインドの「女性の権利」に、余りなじみ

のないイスラム教の中での女性の立ち位置など新鮮な表現があって面白い。 

しかし、著者が表現したいのは、国を越えて、宗教を越えて、人種を越え

て、性別を超えて、「人間として如何に生きるべきか」だ。柔らかな言葉で巧

みに表現しつつ、奥深い著書である。  （日印協会常務理事 笹田勝義） 

 

6. 新刊書紹介 
Books Review 
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〈次回の『月刊インド』の発送日〉 次回10月号の発送は、2020年10月16日(金)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。 

 

＜編集後記＞ 今月も、コロナ禍でありますが編集作業に全力であたりました。インドは、コロナ禍の真っ只中、

ついに感染者数において、ブラジルを抜いて世界第二位となりました。名誉なことではありませんが、このまま

いくと、米国に追い付いてしまう懸念があります。問題は感染が、医療環境が整っていない地方に拡散したこと

です。中央政府が素早くロックダウンしたことで、都市部から出稼ぎ労働者が郷里に戻ったことが感染を拡散し

たようです。 

そんな国内問題のなかで、北インドのジャンム・カシミール連邦直轄領(俗称、準州)ラダック地方にある印中

間の実効支配線でついに、発砲事件にまで発展してしまいました。先月にも中国が使用した凶器の写真を皆さま

に披露し反響を呼びましたが、今回、新たにチベットから亡命したインド陸軍軍人が死亡しています。日本では

あまり報じられていませんが、決して対岸の火事ではないことで、憂慮されます。 

さて話しは変わりますが、この度在京インド大使館のRaj Kumar Srivastava

首席公使が帰任されます。某国の大使にご栄転です。それに当たり、去る9月2

日に、在日インド商工協会主催で、都内のホテルで送別会が開催されました。日

印協会理事でもある比良竜虎ご夫妻のご尽力で、大変盛大な催しとなりました。

現下の感染症に配慮し、種々対策を講じた会ではありましたが、Verma大使はも

ちろん、細田博之日印友好議連会長はじめ国会議員のほか、日印友好関係者が多

数駆け付けました。 

日印協会としても、今月号に同氏に3年間の回顧の記事をお願いし、平林理事

長自ら和訳いたしました。彼は依頼してわずか3日で原稿を提出してくれました

が、さすが IIT（インド工科大学）出身で、常に頭の中を整理しているのだと思

いました。彼の今後益々の進展を期し、いずれまた日印友好の場に戻ってくれる

ことを期待してやみません。  （編集人 日印協会事務局長 西本達生） 
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