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1. 発展し続けるチェンナイ、ハイデラバード、デリーを旅して

Visit to Growing Chennai, Hyderabad, and Delhi
日印協会 笹田勝義常務理事
＜はじめに＞
2017 年 4 月 9 日から 18 日まで、1 年振りにインドへ出張したので、インドの政治、経済等の現況は抜き
にして、個人的主観で最新のインド事情を報告したい。激動するインドで、1 年間も現地を見ていなければ
その変化にいつも圧倒される。その変貌振りを実感しながら、以下に報告する。
出発前の日本の気温は、東京では桜が開花または満開に近い状態で、25℃から 28℃位の心地良い気候であ
った。しかし、デリーに夕方到着するも、既に気温は 43℃ほどあった。年老いた体にいきなりの強力なパン
チである。乗継ぎ便でチェンナイに向かったが、同地も 40℃を越えていた。今回の出張では、チェンナイ、
ハイデラバードとデリーの 3 都市を巡ったが、何れも 40℃を超えており、正に真夏を感じさせる様相であっ
た。インド人ですら、
「例年に比べて、今年は特に暑い」と感じているようであった。
＜ハイデラバードの印象＞
昔からの記憶で、頭の中では理解していたつもりではあったが、チェンナイとハイデラバードにはイスラ
ーム教徒が非常に多かった。以前は余り意識していなかったこともあるが、今回は町中に同教徒が溢れてお
り、改めてインドの宗教多様性の実態を感じた。このような光景が見られることは、インド国内において種々
の宗教が友好的に融合されている証なのだろう。ハイデラバードでは、同市のシンボル的存在のチャールミ
ナール（Charminar）に行ってみたが、近辺にはイスラーム商人が営む商店街が所狭して軒を重ねている。
どこかの国々では、イスラームの過激派による争いが絶えないが、インドでは宗教間の争いごとに触れるこ
とが滅多にない。ゆったりとした気持ちで過ごすことができ、宗教に対するインド人の寛容さを感じること
ができる。

＜写真 左：ハイデラバード チャールミナール 右：チャールミナールからの眺め＞

＜インドならではの印象＞
チェンナイではタミルナードゥ州の州首相の選挙期間で、投票日を直前に控え、目に余る選挙違反（4 人
の候補者による、選挙人への公然とした現金賄賂）が発覚し、中央政府より選挙日の延期が命じられた。中
央政府からの干渉とは言え、突然の選挙延期がまかり通るのは如何にもインドらしいところである。また、
インドでは選挙日前には数日間アルコール販売が禁止となるので、筆者がチェンナイ滞在中はドライデーと
なるはずであった。ところが急遽選挙延期が決まり、このお触れも解除。しかし店によっては対応できない
所もあり、てんでにバラバラであった。
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また、インド中央政府から、国道と州道から 500m 以内でのアルコール販売の禁止が突然に発表された。
アルコール規制による治安の維持（飲酒運転を含め）が目的だそうだ。主要道路から 500m 以内では、リカ
ーショップは当然ながら、レストラン、ホテルでの飲酒はご法度である。昨年の高額紙幣の使用禁止と似た
ような感じで、かなり厳密に執行されているようである。大都市では、国道筋の 500m 以内に多くの高級レ
ストランやホテルが立ち並ぶが、ここでは一切の飲酒が出来ないということであり、インド人にも外国人に
も大変に不評だそうだ。しかし、蛇の道は蛇で、逃げ道はある由。例えば、国道から迂回路を作って、500
ｍ以上の道があれば合格だそうだ。また、州道も対象だから、その道を市道に格下げするなどの姑息な手段
もある。いずれにしても、何ともインドらしい一面ではなかろうか。
今やインドの国内、国際空港は一新され、綺麗で立派な空港に生まれ変わっていることはご承知の通りで
あるが、インド人旅客は昔のままだと興味深く感じた。空港施設は立派であるが、列を作らず割込み自由、
並んでも体をべったりと引っ付けてくる。また、搭乗する時に手荷物にタグをつけて、係員が都度スタンプ
を押し確認するなど、まだ 20 年前の飛行機利用が一般化されていなかった頃と何ら変わっていないなと面
白く感じた。一方で、空港内のチェックインカウンターの係員や一般の空港職員は、何と笑顔が多くなった
ことか。昔は仏頂面で、
「お前のためにやってやる」といった高飛車的な態度であったが、今や満面の笑顔で
対応してくれ、頗る気持ちが宜しい。これも、一つのインドの大きな変化である。
＜工業団地訪問＞
各都市にていくつかの工業団地を見て回ったが、相変わらずの建設ラッシュである。過去に見て回った時
の記憶と余りの変わりようで、全く比較できない。その敷地の甚大な広さ、その広さに対応した工場の大き
さ、コンパクトに纏まっている団地もあるが、将来構想として、拡張部が異常に広く準備されていることに
は驚かされる。特にチェンナイの“Sri City 工業団地”
、ハリアナ州の“IMT マネサール工業団地”は、巨
大な敷地を有し、日本からの工場進出を待ち構えている。日本企業がインド進出を検討する際、余りに優遇
条件が溢れているために、決めかねることもありそうである。しかし、日本企業も企業の規模に見合う場所
を選定され、順調に運営されていることは嬉しい限りである。インド国内のみならず、第三国を見据えた膨
大な市場と、優秀で豊富な人材の活用を今捉えるべきであろうとつくづくと痛感した。

＜写真 左：チェンナイ、Sri City にある日本通運

右：デリー、IMT マネサールにあるマルチスズキ＞

＜インドの人材活用＞
日印両国間の学生、社会人の交流の重要性が叫ばれて久しい。しかし、現状は思うほどに進展していない。
IIT ハイデラバード校（Indian Institute of Technology Hyderabad）ではデサイ学長、シヴァ・クマール教
授、片岡助教授、ISB（Indian School of Business）ではビマサンカラン副学長等とそれぞれ面会し、東大
インド事務所の吉野所長や、科学技術振興機構（JST）の西川インド代表にもお目に掛かりお話を伺った。
IIT ハイデラバード校の訪問時には、偶々、JICA より同大学の活動に関する評価会議が開催されており、日
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本やデリーから出張で来られている各メンバーにもお目に掛かった。

＜写真 左：IIT ハイデラバード校のデサイ学長と JICA 出張者を囲んで 右：ISB のビマサンカラン副学長と＞

上記の 2 大学では、日本からの留学生やインターンシップ研修生の受入れを切望している。また、反対に
学生の送り出しにも真剣に取り組んでいた。東大や JST からも同じような発言が聞かれ、日本の他大学も同
じように望んでいるようであるが、思うように進んでいないのが現実である。Infosys を訪問し人事部長職
の方と面談したが、企業側でもインターンシップ受入れには熱心なようである。デリーにあるインド企業で
は、会社案内に明確にインターンシップを受け入れたいとの記載もあった。以上の様に、双方が交流を強く
望んでいるにも拘らず、なぜ上手くいかないのであろうか。経済的裏付け、生活環境整備、安全性、大学の
教科単位の取得など、種々条件のマッチングが必要であり、こうした需要の増加に伴う柔軟でスピーディー
な対応が求められるだろう。
両国とも大学、
企業にこれだけの要望があるにも関わらず上手く行かないのは、
どこかでボタンの掛け違いがあるのではないだろうか。今後の大きな課題と言える。
こうした中でも、
交流に成功している例もある。
IITハイデラバード校のキャンパスの一角に、
『Shirucafe』
なるカフェテラスがある。ここでは食品会社がスポンサーとなって、学生に無償で飲食が提供される。この
カフェの従業員は日本の学生で、3 ヶ月ほどの滞在でインターンシップとして手伝いをし、期限が過ぎると
次の学生が送り込まれてくる。筆者が訪問した際には、名古屋大学と神戸大学からの研修生が仕事をしてい
た。彼らの話を聞くと、大いにインド生活をエンジョイしているようだ。
（日印協会の山田真美理事がナマス
テ・インディア 2016 の講演で『入試倍率 100 倍超のインド工科大学（IIT）の学生たちは日本をどう見るか』
と題してその中で同カフェを紹介している。月刊インド 2016 年 10 月号に掲載）

＜写真 左：IIT ハイデラバード校にある『Shirucafe』 右：Shirucafe で働くインターンシップ研修生＞

＜街の印象＞
三大都市を見て回り、都市中心部ばかりではあるが、街中にはジーパンに T シャツスタイルの若い女性が
溢れかえっていた。今や、伝統のサリーやパンジャビ姿は年配の女性に限られ、記憶にあるインドの面影を
薄めている。大学内の女子学生は当たり前だが、繁華街を闊歩する女性の何と欧米化していることかと感心

4

した。このような風景の中では、日本人の若い女性の存在は服装的には何の違和感もない。
＜最後に＞
今回の出張でお目に掛った方々のお話を細かく報告できなかったが、馬場 チェンナイ総領事、スグナ 印
日協会チェンナイ事務局長、
ゴピ・クリシュナン Sri City 工業団地開発部長、
ジャヤチャンドラン Orangadam
工業団地市場開拓事業部長、印日協会ハイデラバード有志、デサイ IIT ハイデラバード校学長（シヴァ・ク
マール教授、片岡助教授他）
、JICA からの出張者（宮城企画役他）
、ビマサンカラム ISB 副学長、JETRO
デリー事務所（中條所長、大穀アドバイザー）
、河野 インド日本商工会事務局長、吉野 東大インド事務所所
長、西川 科学技術振興機構インド代表、その他多くの方にお目に掛かり貴重なお話を伺ったので、この場を
お借りして厚く御礼申し上げます。

2.インド経営大学院 留学体験記
My Experiences at IIMA
野村隆太 （個人会員）
＜はじめに＞
昨年度まで所属していた慶應義塾大学大学院経営管理研究科の交換留学制度を利用
して、
2016年の9月初旬から12月初旬の約3か月間、
Indian Institute of Management,
Ahmedabad（以下、IIMA）というインドのビジネススクールに留学して参りました。
今回は、IIMA 留学体験記として、IIMA での授業や日常、学生の特徴などについて共
有させて頂きます。
＜IIMA の基本情報＞
IIMA は、インド経営大学院のアーメダバード校のことで、1961 年に創立されました。IIMA の中にも様々
なプログラムがありますが、
今回はIIMAの代表的なプログラムであるPost Graduate Program
（以下、
PGP）
にフォーカスします。PGP は二年制の MBA プログラムで、一学年 400 人弱、男女比 8:2、インド人 99%と
いう構成になっています。全員がキャンパス内の寮で生活し、切磋琢磨しながら学業に励んでいます。キャ
ンパスはオールドキャンパスとニューキャンパスの二つが連なっており、私はオールドキャンパス内の寮で
生活していました。ルイス・カーンという有名な建築家が建築したオールドキャンパスは、荘厳さと趣、そ
して歴史を強く感じさせてくれます。
IIMA は、Financial Times が発表している世界ビジネススクールランキングにおいて 20 位台に位置し、
世界的にも高い評価を得ています。2015 年に IIMA に入学した学生によれば、当時の受験者数が約 170,000
人だったのに対して、合格者は約 400 人だったそうです。倍率 400 倍を超えるビジネススクールは、世界中
どこを探しても IIMA の他にはないと思います。学ぶことは一般的なビジネススクールと同様、1 年目にマ
ーケティング、会計、ファイナンス、経済学、統計学、組織マネジメントなど MBA で学ぶべき必修科目を
詰め込み、2 年目には自分の興味のある科目やキャリア上必要な科目を選択します。授業はディスカッショ
ン中心で、優秀なインド人学生たちによる活発な議論が日々交わされています。
＜IIMA のキャンパスライフ＞
次に、PGP の学生の典型的なスケジュールをご紹介したいと思います。
IIMA の授業は一コマ 75 分で、1 限 8:45～10:00、2 限 10:20～11:35、3 限 11:55～13:10、昼休み、4 限
14:30～15:45、5 限 16:05～17:20、6 限 17:40～18:55 という時間割になっています。1 限に出る学生は、8
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時頃に起床し教材を持って学校内の食堂に向かいます。朝食はトースト、ゆで卵、豆類、バナナ、ヨーグル
ト、チャイ、牛乳などが 60 ルピーで食べ放題、飲み放題です。3 限までに 2 コマ程度の授業を受け、80 分
間の長めの昼休みに入ります。昼食は、カレー2 種類(ベジのみ)、ライス、チャパティ、その他 1~2 品など
が 70 ルピーで食べ放題です。
しかし、PGP-1（PGP の一年生のこと）の学生は昼休みも気が抜けません。PGP-1 の場合、午後に抜き
打ちテストが行われることがあり、そのテストの有無が授業開始直前の昼休みに通知されるからです。二年
生はよく”PGP-1 Survivor”と書かれた T シャツを着ているのですが、それだけ IIMA の一年目が大変で、一
年目を乗り切ったことに対して誇りを感じているようでした。
昼食後、引き続き 2 コマ程度の授業を受けます。よって、大抵の学生が一日平均 4 コマ（数コマ連続する
科目もあるため、2~3 科目に相当）を履修し、月曜から金曜まで授業がびっしり詰まっています。一日の授
業が終われば、翌日の授業数コマ分の予習が待ち受けています。一般的なビジネススクールと同様に、IIMA
では授業中の発言の成績に占める割合が高く、説得力のある意見を言えるように、ケースと呼ばれる教材と
その他教科書や資料を読み込むことが欠かせません。IIMA で要求される予習量は私の母校と比べて相当多
く、読み終えるだけで一苦労でした（教材が英語であることも大きな要因ですが）
。
夕食は、昼食のメニューに加えて、副菜がもう一品とデザートがつき、80 ルピーとなります。プラス 30
ルピー支払えば、ノンベジのカレーを食べることもできます。正直なところ食堂の料理に飽きている人が多
く、宅配ピザを取ったりしている人も多くいます。もちろん、友人同士で外食に出かけることもあります。
帰国前日に、寮の友人たちが総出で外のレストランに連れて行ってくれたことはとてもいい思い出です。
夕食後も予習や課題に取り組み、深夜を超えても電気の消えない部屋が多いです（もちろん遊んでいる場
合もあります）
。また、グループ課題も多く課されるので、夜に図書館や誰かの部屋に集まって議論や資料作
りをすることも多々あります。グループワークをするとしても時間通りにメンバーが集まらないことは、語
弊を恐れずに言えば、IIMA 生もインド人だなと感じるところでした。
勉強だけでも忙しい IIMA 生ですが、日本でいう文
化祭や体育祭のようなものや、スポーツ系から文化系
まで様々なサークルが存在します。私もクリケットサ
ークルに参加させてもらっていたのですが、大会の一
ヶ月前からはほぼ毎日二時間ほどの練習を行っていま
した。また、大学対抗スポーツ大会で IIMA の代表と
してリレーを走ったことは良い思い出です。さらに、
時期ごとのお祭りに合わせて、キャンパス内でもそれ
に応じた装飾がされたり、イベントが開かれたりして
いました。私のインド滞在中はディワリなどお祭りの
多い時期であったこともあり、キャンパス内でもイン

＜写真：寮の仲間たちと寮の共有スペースにて
（右から 4 番目が筆者）＞

ド文化を多く体験することができました。
＜IIMA の学生＞

最後に、もう少し IIMA の学生に焦点を当てたいと思います。IIMA 生の特徴として、9 割の学生が工学
系のバックグラウンドを持っていることが挙げられます。また IIMA の場合、学部卒業後直ちに入学する人
が多く、平均年齢が 23~24 歳とかなり若いことも他国のビジネススクールにはあまり見られない特徴です。
IIMA の学生たちによれば、インドでは MBA を取得するとすぐにマネジャーレベルの役職に就けるそうで
す。つまり IIMA 生は、学部では工学系を専攻するけれど、エンジニアという職業・ポジションに実は魅力
を感じておらず、MBA を通して自分のキャリアを加速させようとしているのです。そうして若いうちから
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高いポジションで仕事を経験し、最終的に企業のトップマネジメントになろうという野心的な人が典型的な
IIMA 生像です。
そんな IIMA 生の卒業後の進路ですが、世界的に有名な大企業に多くの人が就職していきます。特に、欧
米系のコンサルティングファームや投資銀行、一般消費材メーカーのマーケティング職などが人気です。こ
れらの各企業が破格の給与を提示し、こぞって IIMA 生を採用しています。
残念ながら、IIMA 生の採用に積極的な日本企業は今のところはあまりありません。しかし IIMA は、こ
れからのインド経済、さらには世界経済をも牽引していく人材が多くいる学校です。転職の多いインドのト
ップ層である IIMA 生を採用し、長く企業に残ってもらうことは難しいかもしれませんが、IIMA 生が企業
のグローバルな競争力を高める上で大いに活躍してくれる人材であることは間違いありません。私自身、い
つか IIMA の卒業生たちとビジネス上で関わる日のあることを心から楽しみにしています。

3.インドニュース(2017 年 4 月)
News from India
1．内政
【連邦議会・連邦政府】
4月6日


既に下院で可決されている 4 つの物品サービス税（GST）関連法案が、上院で可決された。

4 月 12 日


予算国会が閉会。今般の予算国会では GST 関連法案を含む 18 法案が通過した。

4 月 13～17 日


9 日から 13 日にかけて実施された連邦下院議員補欠選挙（2 州：ジャンム・カシミール（JK）州、ケ
ララ州）及び州議会議員補欠選挙（9 州：アッサム州、ヒマチャル・プラデシュ州、マディヤ・プラデ
シュ州、西ベンガル州、ラジャスタン州、カルナタカ州、ジャールカンド州、シッキム州、デリー準州）
の開票が 13 日から 17 日にかけて行われた。

メモ：連邦下院議員補欠選挙については、JK 州において BJP と連立を組む人民民主党 PDP（JK 州の地域政党）候補
が敗北、ケララ州においては現有のインド統一ムスリム連盟（IUML）が議席を維持した。各州議会補欠選挙について
は、BJP が 11 選挙区のうち 5 選挙区の議席を確保（前回は 3 議席）
。ラジャスタン州やアッサム州において強さを維持
しつつ、西ベンガル州においても勢力を拡大している傾向がうかがえる。
一方で、
来年州議会選挙が予定されるカルナタカ州においては伝統的に強いコングレス党が議席を維持。
庶民党
（AAP）
がデリー準州で第 3 位に転落、苦戦している傾向がうかがえる。

2．経済
【National Institution for Transforming India Aayog（NITI Aayog：行政委員会）運営審議会】
4 月 23 日


モディ首相の招致のもと、各州首相が参集して第 3 回 NITI Aayog の運営審議会（Governing Council）
が開催された。

メモ：インド政府発表プレスリリース
（モディ首相による開会挨拶のポイント）
ア. 「新しいインド」のビジョンは、全ての州及び州首相の協力によってのみ実現が可能である。
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イ. 独立75周年となる2022年のインドを描くことは、この会合の連帯責任（collective responsibility）である。
ウ. NITI Aayogはインドの変革のために精力的に歩みを進めてきた。政府、民間、市民社会が協働して取り組まなけ
ればならない。NITIはその強みが行政や財政上の権限にあるというよりも、そのアイデアにある、協働的連邦体
（Collaborative federal body）である。
エ. 各州に資金支出とインフラ創出を迅速化することを求める。歴史的な予算案提出日程の変更に関し、年度の開始時
に資金がタイムリーに用意できるようになった。
オ. 物品サービス税（GST）の導入合意は連邦構造の強みと決意を示した。イデオロギーや政治スタンスの違いを超え
て、この目的のために一つのプラットフォームに合意したことは州首相のおかげである。GSTは「ひとつの国、ひとつ
の願望、ひとつの決意」精神を反映している。
カ. NITI Aayogは現在、国の15年ビジョン、7年の中間戦略、3年の行動指針の起案に取り組んでいる。この努力は州
のサポートを必要とし、州に便益が反映されるものである。

3．外交
【インド・マレーシア関係】
4 月 1～4 日


3 月 30 日～4 月 4 日にかけて、ナジブ・マレーシア首相が国賓としてインドを訪問した。ナジブ首相の
デリー訪問は、2009 年の首相就任以来 3 度目。本年はインド・マレーシア外交関係樹立 60 周年にあた
り、これを記念して共同声明を発表した。このほか、ナジブ首相はチェンナイを訪問した。

メモ：共同声明では、文化的及び社会的な両国と人々の繋がりを通じて進展してきた強力な友好関係が、マレーシアに
おけるインド系コミュニティによってさらに緊密化されたとし、両国の多文化、民主主義及び多元主義への強力なコミ
ットメントを強調するとともに、相互の平和、発展、地域及びそれを超えた安全保障の促進にかかる両国の責任を認知
したと言及。モディ首相との首脳会談では、ニューデリーのインド大学協会（AIU）とマレーシア資格認証機構（MQA）
による相互学位認証に関する覚書（MOU）など、7 つの覚書や協力覚書に署名した。
マレーシアのメディアは、本件訪問を、昨年 11 月の同首相による中国訪問に匹敵する注目度で報道し、各種新聞も
大きく取り上げた。たとえば、同首相のインド訪問中に成立させた経済取引の規模は 360 億ドル（1,593 億リンギット）
（これに対して、中国訪問時の取引は、1,430 億リンギット規模であった由）に上るとの報道があった。

【インド・バングラデシュ関係】
4 月 7～10 日


ハシナ・バングラデシュ首相が国賓としてインドを訪問し、ムカジー大統領を表敬するとともに、モデ
ィ首相と首脳会談を行った。首脳会談では、対テロについて、あらゆる形態及び思想のテロと闘う強い
コミットメントを強調。経済面では、インドによる 45 億米ドルの融資によって実施されるプロジェク
ト（港湾建設、鉄道、道路、空港等）を歓迎するとともに、水力発電分野におけるバングラデシュ、ブ
ータン及びインド間の三カ国覚書（MOU）の検討を歓迎した。このほか、防衛協力の強化、BIMSTEC
（ベンガル湾多国間技術経済協力イニシャティブ）の枠組みにおけるコミットメント、安保理の包括的
な改革について協議が行われた。特にハシナ首相は、国連安保理のインドの常任理事国入りを改めて支
持した。

メモ：懸案事項であるティースタ川の水使用に関する議論として、ハシナ首相がティースタ川の水共有に関する暫定合
意の妥結を求めたのに対し、モディ首相は、同暫定合意の早期妥結に向けてインド政府が全てのステークホルダーとと
もに取り組んでいることを改めて述べた。両首相は、政府関係者に対して、周辺の川の水共有に関する議論の終結を指
示した。
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【インド・オーストラリア関係】
4 月 9～12 日


ターンブル・豪州首相がインドを国賓として訪問し、ムカジー大統領を表敬するとともに、モディ首相
と首脳会談を行った。また、インドのビジネス・リーダーとの会合等のためムンバイを訪問し、マハー
ラーシュトラ州知事と意見交換を行った。

メモ：共同声明では、経済的に繁栄するインド太平洋地域が、安定と安全により支えられていることを認識し、国連海
洋法条約（UNCLOS）に基づく海洋の法秩序を尊重する重要性を強調した。また、海洋安全保障及びシーレーンの安
全確保、航行及び上空飛行の自由、妨げられない合法な商業、 UNCLOS を含む国際法に基づく海洋紛争の平和的解
決の重要性を認識した。さらに、主要な地域的枠組みである東アジア首脳会議（EAS）強化、インドのアジア太平洋
経済協力会議（APEC）参加に関するオーストラリアの支持、オーストラリアによるインドの安保理常任理事国入りに
対する支援、インドの原子力供給国グループ（NSG）参加についての豪の支持について確認された。

【インド・パキスタン関係】
4 月 10 日


ジャイシャンカル外務次官は、パキスタンにおいてスパイ容疑で拘束されていたインド人が、パキスタ
ン軍事法廷において死刑宣告を受けたことに関し、駐印パキスタン大使に対する申し入れを行った。

【インド・英国関係】
4 月 11 日～14 日


ファロン英国防大臣が訪印し、ムンバイに所在する印海軍西部コマンドを訪れ、純国産艦艇となる「コ
ルカタ」を訪問した。またデリーで、ジャイトリー財務兼国防相と英印戦略対話を行った。ファロン大
臣は、英国は米国に次ぐ最大の武器輸出国である点を強調しつつ、技術移転のための政府間におけるフ
レームワークの設置を考えている旨を述べた。

【インド・米国関係】
4 月 17 日～18 日


マクマスター米国家安全保障担当大統領補佐官がデリーを訪問。
モディ首相を表敬し、
アフガニスタン、
西アジア及び北朝鮮を含む、広範な地域の安全保障環境に関する意見交換を行った。このほかドヴァル
国家安全保障担当補佐官及びジャイシャンカル外務次官とも協議を行った。

メモ：マクマスター補佐官のインド訪問は、アフガニスタンのカブール及びパキスタンのイスラマバードへの訪問を含
む地域的協議の一環。政府要人と防衛及びテロ対策分野の協力強化に係る両国共通の関心を含む、様々な二国間及び地
域の問題について議論を行った。

【インド・ネパール関係】
4 月 17～21 日


バンダリ・ネパール大統領が国賓としてインドを訪問。18 日には、ムカジー大統領及びモディ首相と
会談したほか、アンサリ副大統領、ラージナート・シン内相、スワラージ外相及びジャイトリー財務兼
国防相の表敬を受けた。このほかグジャラート州、オディシャ州を訪問した。

【インド・スリランカ関係】
4 月 25～29 日


ウィクラマシンハ・スリランカ首相がインドを実務訪問し、モディ首相との首脳会談を行ったほか、ス
ワラージ外相、ラージナート・シン内相、ガドカリ道路交通海運相の表敬を受けた。首脳会談では、二
国間経済協力のアジェンダを形作る「経済プロジェクトにおける協力」のための覚書（MOU）が署名
されたほか、国連人権理事会における決議の共同提案国となったこと、漁民に対する合同作業部会の歓
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迎等が表明された。
4．日印関係
【セーフガード措置に対する WTO 紛争】
4月3日


世界貿易機関（WTO）紛争解決機関（DSB）は、インドの鉄鋼製品に対するセーフガード措置につい
て、我が国の要請を受け、WTO 協定に基づきパネル（小委員会）を設置した。今後、問題とされる措
置と協定との整合性についてパネルで争われ、パネルによって法的判断が下される予定。

【軍縮・不拡散協議】
4 月 10 日


東京において、日印軍縮・不拡散協議が開催された。日本側議長は相川一俊軍縮不拡散・科学部長が、
インド側議長はパンカジ・シャルマ・インド外務省軍縮・国際安全保障局長が務め、核軍縮・不拡散、
輸出管理制度、通常兵器に対する取組、地域情勢等、軍縮・不拡散分野における現下の主要課題につい
て幅広く意見交換が行われた。双方は、今後も両国間で協議を継続していくことで一致した。

【海洋対話】
4 月 11 日


東京において、第 3 回日・インド海洋に関する対話が開催された。日本側議長は飯島俊郎政策企画・国
際安全保障担当大使、インド側議長はパンカジ・シャルマ外務省軍縮・国際安全保障局長が務め、海洋
分野での二国間協力や海洋を巡る地域的・グローバルな諸課題について意見交換が行われた。

【シタラマン商工閣外大臣（専管）訪日】
4 月 14 日


シタラマン商工閣外大臣（専管）は 4 月 12 日から 16 日まで日本を訪問し、東京や名古屋で日本企業関
係者や政府要人と意見交換を行った。14 日には、東京で日本貿易振興機構（JETRO）が在京インド大
使館と共催でインド投資セミナーを開催し、シタラマン閣外大臣は基調講演で、インド政府が 2025 年
までに GDP の 25％を製造業で占める目標を明らかにするとともに、日本企業による対印投資を呼びか
けた。

【日豪印次官協議】
4 月 29 日


豪州・キャンベラにおいて、杉山晋輔外務事務次官、フランシス・アダムソン豪外務・貿易省次官及び
ジャイシャンカル印外務次官との間で、第 3 回日豪印次官協議が開催され、基本的価値と戦略的利益を
共有する日豪印で、インド太平洋における法に基づく自由で開かれた秩序の確保に向けて協力していく
ことで一致した。三次官は、北朝鮮や海洋安全保障を含むインド・太平洋地域の戦略環境に関する意見
交換を実施し、日豪印の連携を確認するとともに EAS、G20 等の国際場裡における日豪印の連携につ
き議論するとともに、日豪印の今後の更なる協力の可能性に関して協議した。

今月の注目点：インド・中国関係
4 月 1 日～11 日、ダライ・ラマはインド北東部のアッサム州及びアルナチャル・プラデシュ（AR）州
を訪問した。これを巡って、インド・中国両政府との間で激しい応酬が繰り広げられた。
4 日、インド外務省は報道発表を掲載し、ダライ・ラマがこれまで 6 度も AR 州を訪問していること、
インド政府は、ダライ・ラマが畏敬された宗教リーダーであり、インド国民にも深く尊敬されていること、
ダライ・ラマの宗教的・精神的活動、及びインド各州への訪問にはいかなる追加的な色彩も追加されるべ
きではないこと、したがってダライ・ラマの今次の AR 州訪問によりいかなる人工的な論争も作られるべ
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きではない旨を主張した。またキレン・リジジュ内務担当閣外相（注：リジジュ閣外相は AR 州出身）は、
ダライ・ラマの AR 州訪問に政治的な背景はなく、それは純粋に宗教的なものである、AR 州は分かつこ
とのできないインドの一部であり、中国はダライ・ラマの訪問に反対すべきではなく、インドの国内事情
に干渉すべきではない、インドは、北京による「一つの中国」政策を尊重しており、中国がそれに報いる
ことを期待している旨述べた。
これに対して、5 日、中国外交部は、ゴカレ駐中国インド大使を召致し、ダライ・ラマの AR 州タワン
訪問について抗議した。また同日に行われた中国外交部定例記者会見で、担当報道官は、インド側が中国
側の懸念を顧みずに中印国境東部の係争地でのダライ・ラマの活動を手配し、中国側の利益と中印関係を
著しく損ねた、中国側はこれに断固反対するとともに、インド側に厳正な申し入れを行う、中印国境東部
地域に対する中国側の立場は一貫しており明確である、中国側は必要な措置を講じ、自国の領土主権と正
当な権益を確固として擁護していく旨述べた。
上記「必要な措置」として、14 日、中国民政部は、AR 州内の 6 カ所の地名の「標準化（standardised）
」
を発表した。中国は、AR 州を自国領南チベットとして主張しており、上記 6 カ所の地名の公式名称（ロ
ーマ字）は、Wo'gyainling、Mila Ri、Qoid ngarbo Ri、Mainquka、B mo La、Namkapub Ri である由。
表記の標準化により、AR 州、特にタワンにおける中国の立場と主張をより強固にするものと言える。中
国メディアは、
「これらの地名は古代から存在していたが、今まで標準化されたことは一度もなかった。故
に、地名を発表することはある種の修復（remediation）である」
、文化的及び地理的観点から地名を標準
化することは、将来の中印国境交渉の際に、参考になりうる」との専門家の発言を引用して報じた。
他方、インドのバグライ外務省報道官は、20 日、
「隣国の州の地名を新たに又は改めて名付けることに
よって、不法占領が正当化されるわけではない」と述べ、AR 州は分かつことのできないインドの一部で
ある旨を繰り返した。
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4.イベント紹介
Japan-India Events
＝◇ 最近のイベント ◇＝


九州で大規模インド・イベント、ナマステ福岡2017が開催されました！

2017年4月15日・16日の二日間、福岡市で「ナマステ福岡
2017」が開催されました。今年で第二回目となるこのイベン
トは、福岡に住むインド人で構成する「福岡インド友好協会
(FIFA)」が主催しています。九州における在日インド人の数
はまだ多くはなく、住民の皆さんがインド文化に触れる機会
も少ないのが現状です。 そこで、アジア地域の玄関口である
福岡市でイベント開催をすることで、インドのことをもっと
知ってもらい日印友好と相互関係のさらなる発展に寄与したいと考え、計画をしました。
実行委員会は福岡および九州近県に住む在日インド人とそれを支援する日本人で構成されています。手作
りのイベントではありますが、今年も多くの皆様にご支援を頂き、のべ15,000名の来場者を迎え盛況のうち
に終えることができました。
オープニングセレモニーではT.アムストロング・チャンサン在大阪・神戸インド総領事をはじめとするご
来賓の皆様にご祝辞を頂きました。インド料理や雑貨の出店、インド古典舞踊のステージなどが催され、実
行委員会が行う「ヘナとサリー着付の無料体験」は大変好評で順番待ちの列ができていました。 最後はステ
ージ前で来場者やスタッフが集まってボリウッドダンスを踊り、大変な盛り上がりを見せました。
来年の春も「ナマステ福岡2018」の開催を計画してお
ります。手作りならではのアットホームな雰囲気を大切
にしながら、継続的に福岡市から「日本とインド」の力
を発信し、「九州におけるインド文化」を盛り上げてい
きたいと考えております。
[Official Blog] http://namastefukuoka.blogspot.jp/
（本文・写真提供：福岡インド友好協会会長・ナマステ福岡実行委員会会長 クマル・ダルメンドラ）



「朝子」ことアシャさんがインド大統領から表彰されました

4 月 17 日、ビハール州の州都パトナにおいてアシャ・チョードリーさんがインド大統領
から「自由闘士(Freedom Fighter)」として表彰されました。アシャさんは 1928 年（昭和
3 年）神戸に生まれ、昭和女子大（旧昭和高
等女学校）に通い、友人からは「朝子」と呼
ばれた日本生まれのインド女性。インド独立
の闘士チャンドラ・ボースの組織したインド国民軍（INA）婦
人部隊に参加、戦後、父サハーイ氏とともにインドに赴き、そ
の後 インド各地で国軍婦人志願兵の訓練、分離独立後の難民キ
ャンプでの支援活動など、
国の為に貢献活動に尽くされました。
（写真提供：アシャさんのご子息サンジャイ氏）

＜写真：受賞後のアシャさん（左）一人おいてム
カジー大統領＞
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聖なる菩提樹の植樹祭が開催されました
さい

さと

去る 4 月 24 日、静岡県掛川市の「つま恋リゾート“彩の郷”
」で「日印友好親善記念植樹祭」が開催され、
当協会代表理事・会長森喜朗、スジャン・チノイ駐日インド大使閣下、橋本聖子・参議院議員、片山さつき・
さい

さと

参議院議員、川勝平太・静岡県知事、鈴木修・日印協会副会長ほか要人多数が参列されました。
“彩の郷”
は当協会比良竜虎理事が所有・経営
するリゾート施設で、この菩提樹の
植樹祭は同日開催された開業記念式
典の行事の一つとして催されました。
菩提樹は地下に強く根を張る生命力
が強い樹木ですので、日印友好親善
関係もこのようにありたいと願うと
ころです。
（本文・写真提供：HMI ホテルグループ 青山鑛一 個人会員）



第 8 回世界盆栽大会に印日協会ムンバイのパレック会長が参加

日本にて大きく報道されている第 8 回世界盆栽大会が、大宮
スーパーアリーナにて 4 月 28 日から 30 日まで開催された。今
や日本の盆栽は世界に広く普及し、日本文化の象徴の一つとな
り、英語にも『BONSAI』が公用単語として扱われ始めた。こ
の大会に、インドから盆栽のデモンストレーターとして印日協
会ムンバイのパレック会長が参加された。会場への入り口に並
ぶ長蛇の列を経て会場入りしたが、外国人が大変多いことに驚
いた。盆栽が国際化された文化であることを体感することがで
＜写真：会場展示物の一つで、樹齢 500 年＞

きた。

パレック会長は夫妻でデモンストレーターをされており、2 時間の持ち時間で何の手当もされていない素
材から、見事に盆栽を作り上げていったのは見事であった。昨年パレック会長にお目に掛った時には、盆栽
の素晴らしさを熱心に語っていたが、日本人である自分が、盆栽がこれほどまでに熟した文化であるとは恥
ずかしながら考え及んでいなかった。
会場は、自生の木々を圧縮した「盆に盛った」森、或は庭の芸術
であふれていた。樹齢 500 年を超え、1 億円を超える価値を持つ松
の盆栽など、圧巻の芸術作品が数多く展示されていた。日本では、
盆栽は暇と金を持つ人の道楽との印象があるが、世界では決してそ
うではなく、若くからごく普通の人が楽しめる趣味とのことであっ
た。盆栽はインドでも大変に普及している日本文化の一つで、会場
にはインド各地からの参加・見学者が多く見られた。インドの文化
に触れることも大切だが、もっと身近な日本文化を知る所にもイン
＜写真：完成させた作品を前に、パレック
会長夫妻＞

ドとの交流のヒントがあるのだと、改めて気づかされた。
（本文・写真提供：日印協会 笹田勝義 常務理事）
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＝◇ お知らせ ◇＝


2017 年日印友好交流年―日印友好交流年記念事業認定申請についてのご案内―

【日印友好交流年について】
2016 年 11 月、モディ・インド首相が訪日した際、安倍首相との間で、日印間の人の交流をさらに活発化
させるため 2017 年を日印友好交流の年とすることに合意した。2017 年は、日印文化協定発効 60 周年にあ
たり、
日本及びインドの両国において実施される様々な交流事業を通じて両国の友好関係を更に強化し、
様々
なレベルと分野での交流が深化することが期待される。
【日印友好交流年記念事業認定申請】
外務省では、日印友好交流年を記念するにふさわしい事業を募
集し、
「日印友好交流記念事業」として認定しています。認定され
た事業は、各事業の広告媒体「ポスター、パンフレット、ウェブ
サイト、看板、垂れ幕等」に、｢日印友好交流年｣の名称及びロゴ
マークを使用する事ができ、日印友好交流記念事業一覧に掲載さ
れます（外務省ホームページ及び在インド日本国大使館ホームペ
ージにて公開）
。
日印友好交流記念事業一覧（外務省ホームページ）
ロゴマーク使用例
*左上の赤丸内がロゴマークです

http://www.mofa.go.jp/mofaj/s_sa/sw/in/page25_000627.html
在インド日本国大使館ホームページ
http://www.in.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
＊事業の認定は、事業への資金助成を意味するものではありません＊
【申請・認定の流れ】

1. 事業認定を希望する団体は、外務省ホームページから必要書類をダウンロードし、事業実施の 1 か月前ま
でに外務省南西アジア課または在インド日本国大使館に提出します。
2. 申請書を受理した外務省または在インド日本国大使館が、事業認定ガイドラインに従い事業の審査を行い
ます。
3. 外務省または在インド日本国大使館から、審査結果が申請者に書面にて通知されます。
■各種必要書類は、以下の外務省ホームページからダウンロードできます
（外務省ホームページ・日印友好交流年記念事業認定申請）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/s_sa/sw/in/page25_000629.html
対象期間は 2017 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までの間です。
【申請書類の送付先・お問合せ先】
日本国内からの申請先

日本国外からの申請先

〒100－8919 東京都千代田区霞が関 2－2－1

在インド日本国大使館 Embassy of Japan in India

外務省南部アジア部南西アジア課

50-G, Chanakyapuri, New Delhi 110021, India

電話:03－5501－8267

電話:（91－11）4610-4810, 2412-2970～2

Email: indiajapan2017@mofa.go.jp

FAX:（91-11）2410－6976
Email: jpembjic@nd.mofa.go.jp
（情報：外務省 2017 年日印友好交流年ホームページ）
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平成 29 年 春の叙勲受章者の発表がありました
平成 29 年 春の叙勲で、インド関係者としては、天皇・皇后両陛下御訪印（2013
年）を担当された元対日関係首相特使アシュワニ・クマール氏が旭日大綬章を、ま
たグジャラート州と日本との経済関係強化に寄与されたグジャラート印日友好協会
長ムケッシュ・マンガルバイ・パテル氏が旭日小綬章を受章されました。お二人が
日印友好親善に貢献されましたことに深く感謝申し上げるとともに、受章を心から
お慶び申し上げます。
また、同じ日に当協会森喜朗会長が、長年にわたる日本国への貢献が評価され、
特別に桐花大綬章を受章しましたことを併せてご報告申し上げます。

◇ 事務局からのお願い ◇
個人会員の皆様には、4 月 1 日付で、｢個人会員年会費納入のお願い｣をお送りしております。
皆様には、引き続きのご支援を賜りたく、まだ手続きがお済でない方はお早目の納入をお願い
申し上げます。
退会ご希望の場合は、｢退会希望｣と明記の上、住所、氏名、退会理由を E-mail または FAX
で協会事務局宛にお届けください。
お問合せは、本誌 19 頁、掲示板の最下段をご参照下さい。
＜表紙について＞
去る 5 月 4 日、NPO 法人日印交流を盛り上げる会（長谷川時夫代表）により昨年に続き“ナマス
テ・インディア in 女川町”が開催されました。6 年前、東日本大震災で被災した宮城県女川町にイ
ンドが 46 名のレスキュー隊（インド国家災害対応部隊：NDRF)を派遣して以来、インドと女川町
の交流が続いています。本年が日印文化協定発効 60 周年にあたり、本イベントは日印友好交流年
の記念事業の皮切りとして開催されました。
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5.新刊書紹介
Books Review
§『中国・アジア外交秘話―あるチャイナハンドの回想―』
著者：谷野作太郎
発行：東京経済新報社
価格：2,400 円（本体）＋税 ISBN978-4-492-4442-9
著者の谷野作太郎氏は外務省入省後、台湾で中国語研修、香港総領事館勤務、中
国課長、アジア局長、在中国日本国大使館に 2 度勤務された（1998 年～2001 年は
中国大使）我が国を代表する中国通だが、中国大使の前は 1995 年～1998 年 在イ
ンド日本国大使を務められた。現在当協会評議員。
本書は 10 章のうち７章は中国や日中関係のことを、2 章は歴史問題や韓国のこと
をカバーし、残りの 1 章でインドのことが紹介されている。本書の大部分を占める中国関係の記述に比べると、
たった 1 章なのにインドに対する親近感が滲み出ているように感じられる。近年躍進目覚ましいインド経済の発
展、またインド社会の変化について最新情勢まで分かり易く紹介されていて、元々親日的なインドが更に日本と
の関係を深めており、様々なレベルで両国関係が極めて友好的に発展していることが分かる。

§『世界史の脱構造―ヘーゲルの歴史哲学批判からタゴールの詩の思想へ―』
著者：ラナジット・グハ
訳者：竹中千春
発行：立教大学出版会
定価：本体 2,700 円＋税

ISBN978-4-901988-33-9 C3022

現代インドを代表する屈指の知識人ラジナット・グハ氏の生涯をかけて研究した
「歴史」という「知の体系」を自ら大胆に問い直した著作の邦訳。訳者の竹中千春
氏は当協会理事、2010 年に有志舎から「盗賊のインド史―帝国・国家・無法者」を
上梓、翻訳に「サバルタンの歴史―インド史の脱構築」
（ラナジット・グハ他著）等
がある。
西欧の支配が政治経済の制度に止まらず従属者の人々の思考や行動様式の内部にまで侵入してしまい、植民さ
れた側のエリートも植民者の国家語（英語や仏語）を学習し、その言語で自らの歴史を語るという自己分裂的な
状況下で、著者グハ氏は「被植民側の自らの歴史を語る言葉をどのように獲得するのか」を常に問うてきた。一
方、訳者の竹中氏は自らの研究や著書の中で、
「歴史を持たない人々」に光を当て、その人々の物語を記述し歴史
に息吹を与えてきた。最高の研究者により邦訳された「稀代の知識人グハ氏が渾身の力を込めて書いた人間の歴
史をめぐる著書」を読むことが出来ることに感謝したい。
§『インド、大国化への道。
』
著者：森尻純夫
発行：而立書房
定価：1,900 円＋税 ISBN978-4-88059-397-5
人口世界一、GDP 世界 5 位と世界の大国に着実に進歩しているインドを 20 年も
のあいだ間近で見つめてきた著者が、その間現地の大学にも勤務しながら現場なら
ではの肌感覚で説いたものといえる。第 1 章からいきなり、インドを語る上で避け
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て通れないカーストに触れ、続いて叩上げで首相の地位に就いたモディ首相の生い立ちに続き、その国家感が描
き出される。圧巻は、農政学と民俗学の観点からインドと日本の共通点を探っているところである。最後には、
将来の両国の方向性を見定めている。現在のインドに対する理解を深め、未来を考察する上でおすすめしたい。

§『新版 インドの生命科学 アーユルヴェーダ』
著者：上馬塲和夫・西川眞知子
発行：農山漁村文化協会
定価：4,300 円+税 ISBN978-4-540-12154-8
アーユルヴェーダの観念的理解から、
具体的な食事療法や生活処方箋の実践まで。
「ドーシャとかヴァータとかカパだとか…そんなのばかりで今一生活とどう結びつ
くのかわからない…」という方にも、丁寧で分り易い用語説明や図解が入り、とて
も理解しやすくなっています。最後には、様々な症状に対するハーブ活用法の一覧
が載っていて、読んでからすぐに生活に取り入れることのできる、インドの知恵が
詰まった一冊。心と体の、総合的なより良い生命を目指す伝統的インド医学、アー
ユルヴェーダをここから初めてみては？

§『インドの産業発展と日系企業（研究叢書 77）
』
編者：佐藤隆広（神戸大学経済経営研究所教授）
発行：神戸大学経済経営研究所
神戸大学経済経営研究所（2017 年 3 月発表）の PDF 版がアップされました。
以下の URL から自由に無料でダウンロードできます。
http://www.rieb.kobe-u.ac.jp/academic/ra/researchseries/research_ser/research_ser77.pdf
神戸大学経済経営研究所ホームページ
http://www.rieb.kobe-u.ac.jp/
本書は、総論に相当する第 I 部、インド進出日系企業の分析に当てた第 II 部、インドの個別産業の実態を分析
した第 III 部からなる編成をとり、
全体 14 章から構成され、
第一線で活躍する 13 名の研究者が執筆しています。
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6.掲示板
Notice
〈次回の『月刊インド』の発送日〉
次回発送は、2017 年 6 月 16 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。
<編集後記>
一児の母であるアナガは、ハッパ・エクスプレスで旅の途中でした。インド、マハーラーシュトラ州を通過する長い道のり
の途中、まだほんの赤ちゃんであるカーティキにやるミルクが無い事に気が付きました。移動する長距離列車の中でどうする
事もできない彼女は、通過区域を管轄するコンカン・レイルウェイへ Twitter でメッセ―ジを投げました（左図上）
。
するとコンカン・レイルウェイからすぐに「乗車番号を教えて下さい」との

アナガ ニカム
@menagha

返信があり、やり取りの後、無事に赤ちゃんのもとにミルクが届けられまし

私の赤ちゃんがミルクを必要としています。
@KonkanRailway のハッパ・エクスプレスで、お父さ
ん、お母さんと一緒に旅をしています。彼女と一緒に
居るスネハ バパットに連絡を下さい。

た（左図下）
。この一連のやり取りは Twitter 上で様々な人に見られ、レイ
ルウェイ社の率先した対応が賞賛されました。ほっこりとする素敵な実際の
お話しですが、この一連の出来事にはインドとその不思議が凝縮されている
ように思えてなりません。使えるものは片っ端から使い（特に人

コンカン・レイルウェイ社
@KonkanRailway

的ネットワークと IT）
、急な出来事への対応能力が高く、基本的

@menaghaアナガさん、
次のコーラド駅でミルクが待っています。
車両から降りて受け取って下さい。

にお節介。しかし、ここまでの能力の高さを見せつけながら、な
ぜ通常業務はああなのでしょうかね…（ここが不思議）(玉岡 善美)

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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