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  当協会の活動は皆様の会費並びに寄付金によって運営されていることは皆様ご高承の通りです。 

当協会は、法人会員並びに個人会員の拡大の為に努力しておりますが、この度インド最大のIT関連企業であ

るタタ コンサルタンシー サービス ジャパン株式会社(TCS)のご入会をもって、法人会員が 100 社となりまし

た。3年前には法人会員が35社であったことを思いますと、日印関係が着実に発展するなかで、100余年の長

い歴史のある日印協会の役割への期待も高まってきたものと思います。 

この機会に改めて法人会員、個人会員の皆様方のご支援に対して厚く御礼申し上げる共に、100 社の法人会

員名をここに、掲載致します。 

維持法人会員 (35社) 

伊藤忠商事株式会社 

株式会社ＮＴＴドコモ 

キャノン株式会社 

国際縄文学協会 

国際スポーツ振興協会 

小島国際法律事務所 

株式会社小松製作所 

株式会社ジャパンペガサスツアー 

新日本製鐵株式会社 

株式会社シンリョー 

スズキ株式会社 

住友商事株式会社 

世界開発協力機構 

世界芸術文化振興協会 

全日本空輸株式会社 

株式会社たちばな出版 

第一三共株式会社 

株式会社大和証券グループ本社 

東京電力株式会社 

株式会社東芝 

トヨタ自動車株式会社 

株式会社豊田自動織機 

豊田通商株式会社 

株式会社日本視聴覚社 

株式会社日本航空インターナショナル 

日蓮宗宗務院 

株式会社菱法律経済研究所 

株式会社日立製作所 

松田綜合法律事務所 

株式会社ミスズ 

三井農林株式会社 

三井物産株式会社 

三菱商事株式会社 

三菱化学株式会社 

武蔵野メディカル株式会社 

 

一般法人会員 (65社)

あずさ監査法人 

株式会社石田大成社 

ウィプロ･リミテッド 

ＭＲＡハウス 

株式会社岡村製作所 

沖印友好協会 

鹿島建設株式会社 

関西電力株式会社 

独立行政法人国際協力機構 

株式会社コックス･アンド･キングス･ジャパン 

株式会社サンアンドサンズアドバイザーズ 

山九株式会社 

ジャパン･ビジネス･サービス有限会社 

株式会社ジェイティービー 

株式会社システムコンサルタント 

株式会社資生堂 

有限会社シタァール 

品川イーストクリニック 

株式会社島津製作所 

住友大阪セメント株式会社 

住友金属工業株式会社 

住友重機械工業株式会社 

住友電気工業株式会社 

株式会社損害保険ジャパン 

タタ コンサルタンシー サービス ジャパン株式会社  

ダイキン工業株式会社  

武田薬品工業株式会社 

ティ･ディ･パワーシステムズ･プライベート･リミテッド 

株式会社デリー 

株式会社デンソー 

株式会社電通 

株式会社東京機械製作所 

東日観光株式会社  

東洋アルミニウム株式会社 

ＤＯＷＡサーモテック株式会社 

ＮＡＣＩＬ(エア･インディア) 

株式会社ニフコ 

日産自動車株式会社 

日本電気株式会社 

日本放送協会 

日本郵船株式会社 

ニューインディア保険会社 日本支社 

野村ホールディングス株式会社 

パナソニック株式会社 

株式会社パソナグループ 

阪和興業株式会社 

株式会社ピーアイ･ジャパン 

日立造船株式会社 

株式会社日吉 

富士通株式会社 

株式会社ブリヂストン 

本田技研工業株式会社 

有限会社マハラジャ 

三井住友海上火災保険株式会社 

株式会社三井住友銀行 

三菱電機株式会社 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

三菱重工業株式会社 

株式会社みずほコーポレート銀行 

森村商事株式会社 

ヤスマ株式会社 

ヤマハ発動機株式会社 

ヤンマー株式会社 

株式会社ロッテ 

株式会社和田 

1. 法人会員が 100社となりました  
100th Corporate Member is joined 

(50音順 平成22年8月30日現在) 
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  第 63 回インド共和国独立記念日にあたり、インド国民並びにインド国政府に対して財団法人日

印協会会長として、またすべての会員を代表して、心からお祝いの言葉を申し述べる機会を与えら

れましたことは、誠に光栄です。 

大変喜ばしいことに、この 1年間も日印関係はあらゆる分野において急速に発展しました。私は

両国間の友好関係が“日印戦略的グローバル･パートナーシップ”の真の精神を体して強化されて

参りましたことを強調したいと思います。 

国際政治･経済の分野におけるインドの存在と重要性が、安定的かつ効率的な政府と活気に満ち

た経済に支えられ、マンモハン･シン首相の将来を見通した卓越した指導力の下で、急速的に高ま

って参りましたことは誠に喜ばしいことであります。 

わが国においては、鳩山由紀夫首相から菅直人首相への交代がありましたが、既に存在する極め

て良好な日印友好関係は同様なんら変わることなく、私たちはこの良好な関係を引続き享受して参

ります。 

二国間関係におきましては、二大プロジェクトである『デリー･ムンバイ間貨物専用鉄道建設計

画(DFC)』並びに『デリー･ムンバイ間産業大動脈構想(DMIC)』が計画の段階から実施の段階に入っ

たほか、デリーに加えてバンガロール、チェンナイ、コルカタの都市地下鉄建設プロジェクトを含

む日本政府の対インド開発援助プロジェクトは、すべて順調に進展しております。    

一方、2009年までに、わが国のインド全土への直接投資案件数は、約 630件に達しました。私は、

本年 3月初頭チェンナイ及びデリーを訪問して日本企業の工場や邦人企業代表たちと接し、これら

の目覚しい発展振りを目の当たりにすることができました。 

菅直人首相並びにマンモハン･シン首相の御指導の下で、長引いている日印経済連携協定が、本

年中に予定されているマンモハン･シン首相の来日までに成功裏に締結されることを期待しており

ます。 

長い間待ち望まれていた日印二国間の民生用原子力協力協定締結交渉が、本年 6月から開始され

ました。この分野におけるわが国の証明済みの技術と設備は、インドの経済成長と地球温暖化防止

に極めて大きく有効な結果をもたらすものです。 

IT技術者やその他のビジネスに従事するインドの方々の来日者数と本邦滞在者数は、ともに増加

してきております。これらのインド人たちは、横浜、神戸に加えて、東京都東部に位置する西葛西

などに在住してインド人コミュニティーを形成しております。インド料理店は、日本の主要都市で

はひっきりなしに開店されております。 

日印協力は、科学技術の分野においてもますます勢いを得ておりますし、文化交流は広がりと深

みを増しております。例えば、昨年 9 月末に 15 万人以上の観客を動員して代々木公園で開催され

た、抜群の人気を誇る大規模な文化行事“ナマステ･インディア”は、本年はそれを大幅に上回る

観客を動員するものとみられます。インドのハイデラバードで設立が予定されているインド工科大

学は、日本国際協力機構(JICA)とわが国の複数の大学の協力を得て順調に推移しております。 

日印両国は、核軍縮、大量破壊兵器不拡散、気候変動防止、国連安全保障理事会の改革等の多国

間問題においても共同して問題の解決に当たり、世界に貢献するべく運命づけられております。 

創立以来 107 年の歴史を有する財団法人日印協会は、重要な日印関係のさらなる発展のために、

最大限の努力を払うことを改めて決意いたします。 

この祝賀の機会にあたり、良好に推移している日印両国関係が両国国民に一層の幸せをもたらす

とともに、両国が国際社会全体の平和と繁栄に貢献することを祈ってやみません。 

2. 第 63回インド共和国独立記念日における森会長メッセージ 
Congratulatory Message for the 63rd Independence Day of India  
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Congratulatory Message for the 63rd Independence Day of India from Yoshiro Mori,  

Chairman of the Japan-India Association 

August 15th, 2010 
  I feel very privileged to convey the warmest congratulations, on the occasion of the 63rd 
Independence Day of India, to the people and government of India on behalf of all the 
members of the Japan-India Association and on my behalf as its Chairman. 

  It is my great pleasure to note that the past year has witnessed an accelerated 
development of Japan-India relationship in all aspects. I would like to stress that our 
cordial relationships have been reinforced in the true spirit of “The Strategic Global 
Partnership between Japan and India.”  

  I am gratified to mention that, pushed by the stable and efficient government and an 
ever vibrant economy, the India’s presence and her importance, in international politics 
and economy, have increased tremendously under the far-sighted leadership of Dr. 
Manmohan Singh, the Prime Minister of India  

In spite of the change of Prime Minister in Japan, from Mr. Yukio Hatoyama to Mr. 
Naoto Kan, we continue to enjoy our already excellent relations.  

  I am happy to note on the bilateral relations that two big projects between our two 
countries, namely the construction of the Delhi-Mumbai Dedicated Freight Corridor and 
the Delhi-Mumbai Industrial Corridor, have entered the stage of implementation and that 
other Japanese ODA projects in India, including urban Metro-system construction projects 
in Bangalore, Chennai, Kolkata in addition to Delhi, are all on the right truck. It is noted 
also that the increase of Japanese direct investment to India resulted, in 2009, in the 
presence of around 630 Japanese companies all over India.  

 I witnessed all these positive developments when I visited Japanese factories and 
Japanese business communities in Chennai and Delhi in early March this year.  

It is expected also under the leaderships of Prime Ministers Mr. Naoto Kan and Dr. 
Manmohan Singh, the protracted negotiations for the conclusion of Japan-India Economic 
Partnership Agreement will be crowned with successful conclusion by the time of the visit 
of Dr. Manmohan Singh sometime later this year.  

Since June this year, long-waited negotiations have finally started to conclude a bilateral 
agreement for cooperation on civil nuclear energy. The contribution of Japanese proven 
technology and equipment in this sector will be great and bring very positive results both 
in India’s economic growth and fight against global warming. 

 The number of Indian IT engineers and other business people who visit and stay in 
Japan have been increasing. They reside and constitute Indian communities in Japan in 
such places as Nishikasai in Eastern Tokyo in addition to Yokohama and Kobe. Indian 
restaurants are mushrooming in major cities in Japan.  

It is also my pleasure to note that cooperation between Japan and India in the fields of 
science and technology is gaining further momentum. Cultural exchanges between the two 
countries are expanding and deepening. For instance, “Namaste India”, a big-scale 
cultural and popular event organized in Yoyogi Park, Tokyo, is expecting this year much 
more than 150,000 visitors which had enjoyed the event towards the end of September last 
year. The promised project to launch a new IIT in Hyderabad, Andhra Pradesh, is on-going 
with the assistance of Japan International Cooperation Agency and Japanese universities.  

 Our two countries, on the multilateral front, are destined to cooperate jointly to 
contribute to the global community for the solution of such global problems as nuclear 
disarmament, the non-proliferation of mass-destruction weapons, the prevention of 
climate change, the reform of the United Nation Security Council. 

The Japan-India Association, with the history of 107 years since its establishment, 
renews its determination to make the utmost efforts for further betterment of our very 
important relationship.  

On this auspicious occasion, let me pray that the excellent Japan-India relationship 
bring more happiness to our two peoples and that the two nations contribute to the peace 
and prosperity of the international community at large. 

※上記英文祝辞は、8月 15日付 “THE DAILY YOMIURI” , “The Japan Times” の 2紙に掲載されました。



 

6 

7月 19日、平成 22年度外務大臣表彰伝達式がチェンナイの皆川総領事公邸にて実施されました。 

伝達式には、表彰を受ける二団体の印日商工会議所(IJCCI)※1及びABK-AOTS同窓会※2タミルナドゥ支部

関係者22名が出席しました。冒頭、皆川総領事より、外務大臣表彰の趣旨及び両団体の功績等を紹介の

上、長年に亘る活動に敬意を表し、日印関係の更なる発展のため一層の活躍を期待する旨述べました。 

続いて、クリシュナスワミIJCCI会長及びランガナタン同窓会会長に順次表彰状を伝達しました。その

後、両会長より謝辞が述べられ、この度の外務大臣表彰について、これまでの両団体の取り組みが認め

られた証であり大変な名誉であるとした上で、岡田外務大臣、皆川総領事及び日本国民への謝意を表明

し、今後とも日印友好親善のより一層の発展のため尽力したいと述べました。 

  当日のこの様子については､インド国内の各紙でも報道されました。 

20日付 The Hindu(英字紙  カラー写真付き) 

同日付  Deccan Chronicle(英字紙  カラー写真付き ) 

 同日付 Times of India(英字紙) 

  同日付 Tamil Sudar(タミル語紙  写真付き) 

21日付 News Today(英字夕刊紙  写真付き) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 『印日商工会議所』(IJCCI: INDO-JAPAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY) 

     1989 年、マドラス(現チェンナイ)で設立以来、日印両国間のビシネスの発展のため、日本との取

引に関するセミナーの開催、チェンナイを訪問する日本代表団とインド企業間の交流など、数多くの

活動に取組んでいる。さらに、日本語クラスの設置、日本映画の上映など通じて、チェンナイ市民の

日本文化に対する理解の促進に貢献している。 

   URL    http://www.ijccik.org/index.html 

※2 『ABK－AOTS（アジア文化協会-海外技術者研修協会）同窓会』 

チェンナイにおける日本文化の紹介や、日本語教育普及に対する長年の貢献が評価されたものです。

会長のランガナタン氏は 2005 年には旭日双光章を受章されています。日印協会関係者では、舞踊家

のエミ・マユーリさん、江戸職人の匠の技の紹介をされている丹野さん、また石見神楽を紹介された

理事の勝田さんなど、現地でイベントを行う際にご協力頂いています。さらに、昨年からは日本イン

ド学生会議による初めてのチェンナイ会議開催の支援を頂くなど、大変お世話になっています。 

   URL    http://www.abkaotschennai.com/ 

3. 平成 22年度 外務大臣賞 伝達式 
Foreign Minister’s Commendations for FY2010 

 

<20日付 Tamil Sudar> 

 

<20日付け The Hindu> 
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 Ⅰ. 内政 

8月 5日 

 ジャンム･カシミール州ラダック地方で豪雨により大規模な洪水と土砂崩れが発生し、レー及びその

周辺で 150名以上が死亡し、200名以上が行方不明となる。 

8月 7日 

 ムンバイ港沖合5海里のところでパナマ船籍の貨物船同士が衝突し、一方の貨物船から油漏れが発生。 

8月 17日 

 英字各紙は、コングレス党の総裁選は 9 月 2 日に候補者締め切り、候補者が複数いた場合には 17 日

に投票、21日に開票との日程を報道。 

8月 23日 

 インド政府は国会議員歳費及び手当を増額させるための関連法修正案を閣議で決定。 

 

 

 

 

 

 

8月 25日 

 デリーで全国警察幹部会議が開催され、チダンバラム内相は、テロリストの脅威に加え、ヒンドゥー

至上主義に基づくテロ暴力である｢サフラン･テロリズム｣の脅威を強調。 

8月 26日 

 インディアン･エクスプレス紙は、ムンバイ･テロの目標を偵察した容疑で米国にて拘束中のパキスタ

ン系米国人デヴッド･ヘドレイが、シカゴで34時間にわたるインド国家捜査庁の尋問を受けた旨報道。 

 

 

 

 

 

8月 27日 

 インド政府がデリーで在外公館長会議を開催し、119 人の大使及び高等弁務官が出席。シン首相は挨

拶の中で、インドの第 1の課題は貧困をなくし、経済成長を加速することである旨発言。

4. インドニュース 8月 
News from India 

メモ： 
20日に政府は国会議員の歳費を現行の月１.６万ルピーから約 3倍の月 5万ルピーに増額する国会議員歳
費及び手当を増額するための関連法案修正案を決定したが、民族ジャナタ－・ダル(RJD)、社会主義党
(SP)、大衆社会党(BSP)の閣外協力政党等は、各省次官の給与（月 8 万ルピー）よりも低いのは議会に対す
る侮辱であるとして審議を混乱させた。最終的には、事務所手当及び選挙区手当をそれぞれ月４.５万ルピ
ーに増額することで各党が了承し、23日に上記増額に基づく修正案が閣議で決定される。 

メモ： 
尋問でヘドレイは、すべてのラシュカル･エ･トイバの活動は指導者ハフィズ・サイードが認めた後でのみ行わ
れ、ムンバイ・テロについてもサイードは準備から実行に至る全てのプロセスを完全に把握していた、また、
パキスタン統合情報部(ＩＳＩ)はムンバイ・テロに全面的に関与しており、ISI の完全な支援の下で可能となった
旨供述。 
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 ヒンドゥー紙他は、800 年以上前に仏教徒が学んだ大学が存在したビハール州ナーランダに 100.5 億

ルピーをかけて国際大学を設立する構想であるナーランダ大学法案を26日に下院が採択した旨報道。

(上院は既に通過） 

8月 29日 

 英字各紙は、ビハール州南東部ラキサライ県で展開中の治安部隊が約 400名からなる極左武装勢力マ

オイストのゲリラ部隊の襲撃を受け、4時間以上銃撃戦が継続し、警察官 7名が死亡、10名以上が負

傷した旨報道。 

8月 30日 

 英字各紙は、インド政府がナクサライトの影響地域であるチャッティスガル州に初めてインド空軍及

び陸軍基地を設置することを決定した旨報道。 

 

 Ⅱ．経済  
8月 2日 

 インド財務省は、インド政府とアジア開発銀行が、インドの地方道路セクターⅡ投資計画に 2.22 億

米ドルの借款を行う合意を結んだ旨発表。 

8月 4日 

 英字各紙は、会計検査局が監査の結果、鉄道省に対し、老朽化した機関車や規定された安全監査の未

実施、安全関連係員のポストの多くが不在となっていること等、安全にかかわるいくつかの問題点を

指摘している旨報道。 

 ビジネス･スタンダード紙は、国営通信事業者である BSNL社が、7月 31日で退任となったクルディー

プ･ゴール社長の臨時の後任としてゴパール･ダス氏を指名した旨報道。 

 ビジネス･スタンダード紙は、貯蔵施設の不足により穀物が大量(1億 4千万人の貧困人口を 1ヶ月間

養える量)に腐敗している問題で、パワール農業大臣が野党及び与党同盟の双方から厳しい非難を受

けている旨報道。 

 インド下院においてインフレ問題に関する集中審議が開催され、長時間にわたる議論の末、インフレ

問題に関する議院決議が採択される。 

 

 

 

 

 

8月 5日 

 英字各紙は、タタ･グループのラタン･タタ会長が 2012年 12月に会長職を退く予定であり、その後継

者を選出するための委員会が設置された旨報道。 

 フィナンシャル･エクスプレス紙は、ウッタル･プラデシュ州政府が、Public Private Partnership(PPP)

による｢ガンジス運河上流高速道路｣の本入札を、理由を明らかにしないまま 5 日から 20 日に延期し

た旨報道。 

 

 

 

 

 

8月 7日 

 インディアン･エクスプレス紙は、韓国ポスコ社の鉄鋼事業に関し、環境森林省がオリッサ州に対し、

森林権利法及び同省が任命した委員会の勧告に反するとして、ポスコ社の鉄鋼事業に関する全ての事

業の停止を求めた旨報道。 

 フィナンシャル･エクスプレス紙は、国家太陽ミッションによってインド国内での太陽発電に関する

業界が大きく活性化されている旨報道。 

8月 9日 

 フィナンシャル･エクスプレス紙は、5 日にシン首相が議長を務める貿易経済関係委員会が開催され、

メモ： 
ガンジス運河上流高速道路は、グレーター・ノイダのサナウタ橋からウッタラカンド州との境界のパカジを結
ぶ延長１５０kmの 8車線道路で建設費は８２０億ルピー、２０１４年の開通を目指しているプロジェクト。州政
府が入札期日を延期したのは、この 2 ヶ月で 5 度目であり、記事では、多くの PPP プロジェクトに光明が見
いだせないことは、州政府の挑戦的な夢が挫折しかかっているのかもしれないと記載している。 

メモ： 
7月 26日の国会開幕以降、野党側はインフレ問題に最優先で取り組むべきで、他の審議は停止し、当該事
項のみの審議を行うための動議を採択するよう要求。与党側は、通常審議の中で他の議事と並行してイン
フレ問題を取り上げるべきとして与野党が対立していたが、2 日にムカジー財務大臣主催の全党会議が開
催され、インフレ問題に関する決議を採択することで与野党が合意したもの。 
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FTA交渉に関し、交渉者が従うべき指示が下された旨報道。 

 

 

 

 

 ビジネス･スタンダード紙は、日本たばこ(JT)が持ち株比率を変えずに外国投資促進委員会をすり抜

けてインドのジョイント･ベンチャーに対して実施した増資につき、印財務省がインド準備銀行に対

し詳細を再調査するよう要請した旨報道。 

 

 

 

 

8月 11日 

 エコノミック･タイムズ紙は、インド人技術専門家の査証料金を 2 倍以上にすることによりメキシコ

国境の安全保障費用を捻出するとの法案が米国上院に提出されたことに関し、シャルマ商工大臣はカ

ーク米国通商代表部(USTR)長官宛に、インド企業の競争力と商業利益にマイナス効果をもたらす旨の

申し入れの書簡を発出した旨報道。 

 ビジネス･スタンダード紙は、ビハール州マデプラにおける電気機関車製造工場の入札に関し、GE、

シーメンス、アルストム、ボンバルディアの 4社が入札候補者として選定された旨報道。 

8月 12日 

 インド統計局は、2010年 6月における鉱工業生産指数(IIP)に関し、前年同月比で IIPは 7.1%、鉱業

9.5%、製造業 7.3%、電気 3.5%それぞれ成長した旨の速報値を発表。 

8月 13日 

 インド民間航空省は、インディラ･ガンディー国際空港ターミナル 3 への国内線の移行時期に関し、

当初想定していた 8月 27日から少なくとも 9月中旬以降に延期することを発表。 

8月 16日 

 インド政府は、2010年 7月のインフレ率は事前予測を下回る対前年同月比 9.97%となった旨発表。こ

れに関しムカジー財務大臣は、インド準備銀行による金融政策の効果があったと指摘し、今後数ヶ月

のうちに更にインフレ率は低下する旨発言。 

8月 17日 

 英字各紙は、スマートフォンのブラックベリーを提供する RIM社が、インドのセキュリティ当局によ

るブラックベリー メッセンジャーサービスへのアクセスを可能とすることに同意した旨報道。 

 ムカジー財務大臣は財務省国会協議委員会で演説し、インフラ資金調達における根本的な制約は銀行

がインフラ分野に対する貸出額を制限していることにあると指摘し、外国資本がより多くインドのイ

ンフラ分野に流れるよう、適切な規制の変革が必要である旨発言。 

8月 18日 

 タイムス･オブ･インディア紙は、グジャラート州スーラト市のダイヤモンド業者が集結し組合組織を

模した企業を設立した旨報道。

メモ： 
報道によれば、ＪＴが利用した増資方法は、外国直接投資（FDI）上限を超過することなく増資を行う革新的な
ルートを外国企業に対してもたらすことになりかねず、政策決定上重要なことは、この抜け穴を埋める必要
があるか否かということである由。 

メモ： 
報道によれば、貿易経済関係委員会が FTA 交渉者に下した指示の中には、原材料・中間材料がＦＴＡの枠
外となるのであれば、これに関連する最終産品も関税自由化約束から除外されるべき、というものも含まれ
ていた由。 
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8月 22日 

 タイムズ･オブ･インディア紙は、ADBの報告書によればインドの中間層の 8割が月収 1,000～2,000ル

ピーである旨報道。 

8月 23日 

 ビジネス･スタンダード紙は、今年のモンスーン降雨は概ね平年並みであり、豊作に対する希望が高

まる一方で、降雨不足の東部地域での作物作付けが乏しく心配される旨報道。 

 シャルマ商工大臣は、昨年 8 月に公表した貿易政策に関する 2010 年度の追加政策を公表。英字各紙

は 105.2億ルピー相当の刺激策として歓迎。 

8月 24日 

 英字各紙は、シャルマ商工大臣が小麦及び非バスマティ米の禁輸措置を現時点では解除しないと述べ

た旨報道。 

8月 25日 

 フィナンシャル･エクスプレス紙は、ミトラ財務省歳入次官が、来年 4 月 1 日からの物品サービス税

(GST)導入は困難であると発言した旨報道。 

8月 27日 

 フィナンシャル･エクスプレス紙は、インド準備銀行のゴーピナート副総裁が、110億ドル規模のイン

ド･インフラ基金の財源として外貨準備から 20億ドルを使用するとの計画委員会の提案に対し、外貨

準備の利用は外貨準備積立の基本的な考え方に反するとして反対する意向を示した旨報道。 

8月 31日 

 インド統計局は、2010年度第1四半期の実施GDP成長率は、前年同期比＋8.8%の成長となった旨発表。 
 

 Ⅲ. 外交  
8月１日 

 インド外務省は、ヨー･シンガポール外相が 1日～5日の間訪日し、シン首相表敬やクリシュナ外相と

昼食会を行うとともに、第 6回ナーランダ大学賢人会議に参加すると発表。 

8月 6日 

 ネパールの英字各紙は、4 日よりネパール訪問中のサラン印首相特使が、マオイスト等各党と個別に

会談を行い、ネパールの新憲法制定や和平プロセスに対するインド政府の懸念を伝えた旨報道。 
 
 
 
 

8月 7日 
 インド外務省は、ムカジー財務大臣がバングラデシュを訪問し、インド輸出入銀行とバングラデシュ
政府との間の 10億ドルの信用供与に関する協定への調印式が行われたことを発表。 

 ヒンドゥー紙は、ファトラヒ･イラン外務次官が訪印し、インド･イラン･アフガニスタンによる三者
会談の可能性を含むアフガニスタン情勢の安定化につき議論が行われた旨報道。 

8月 11日 
 ヒンドゥー紙は、ミシェル･フローノイ米国防次官(政策担当)が訪印し、米国製防衛装備の更なる売
却や｢現実的な｣共同訓練の実施等に関する覚書を締結した旨報道。 

8月 13日 
 インド外務省は、パキスタンにおける洪水被害の被災者救援物資の供給のため 500万ドルの支援を表
明。 

8月 19日 
 ヒンドゥスタン･タイムス紙は、18 日、コンゴ PKOのインド派遣部隊宿営地をコンゴ住民等の暴徒が
襲撃し、印兵士 3名が死亡、7名が負傷した旨報道。 

 ヒンドゥー紙は、中国におけるインド企業の存在感を高めるため、シンディア商務国務大臣率いる過
去最大のインド産業界代表団が上海を訪問した旨報道。 

8月 20日 
 インド･アジアン･ニュース･サービスは、インド海軍艦艇が、タンザニア、ケニア、南アフリカ、セ
イシェル及びモーリシャス海軍又は沿岸警備隊と共同訓練を実施する旨報道。 

8月 21日 
 インディアン･エクスプレス紙は、ダライ･ラマがシン首相と面会した旨報道。 

メモ： 
サラン首相特使は 2002 年から 2004 年にかけて駐ネパール印大使を務め、マオイスト、ネパール・コングレ
ス党及び統一マルクス・レーニン主義派の 3者が 12項目の合意を形成することに貢献しており、今回、首相
選出を巡るネパールの手詰まり状態に終止符を打つための取り組みの一環として派遣されたもの。 
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8月 25日 
 エイジアン･エイジ紙は、中国軍が最新鋭の CSS-5 弾道ミサイルをインドとの国境近辺へ配備途上で
あるとの米国防総省の報告書を受け、インド政府は実戦配備済みのアグニⅡを中国との国境付近へ移
動している旨報道。 

 訪印中のラス－ル･アフガニスタン外相とクリシュナ外相が会談し、両外相はアフガニスタンを中央
アジアと南アジアを結ぶハブとするとのビジョンを共有する等を明記した共同声明を発出。 

8月 26日 
 エイジアン･エイジ紙は、25日にスリランカのバジル･ラージャパクサ経済開発大臣が訪印し、クリシ
ュナ外相らとの間で、スリランカ北･東部の復興･再建及び観光業を中心としたインドからの投資促進
につき議論した旨報道。 

8月 27日 
 タイムズ･オブ･インディア紙は、中国側との定期高官交流のため訪中予定であった北方司令官のジャ
スワル陸軍中将に対し、中国側が「係争地域を指揮する人間を歓迎することは困難である」旨伝達し
たのに対し、インド側はインド国防大学への講義を受講するために訪印予定であった中国軍当局の職
員 2名を渡航不許可とする対抗措置をとった旨報道。 

8月 31日 
 クリシュナ外相は、下院においてパキスタンの洪水被害に関し2,000万ドルの追加支援を行う旨表明。 
 

 Ⅳ. 日印関係  
8月 7日 
 英字各紙は、日立とインド BGR エナジーが超臨界圧火力発電用タービン･発電機及びボイラーの製造
及び販売のため合弁会社を 2社設立する旨報道。 

8月 19日 
 英字各紙は、西日本環境エネルギー(九州電力子会社)とインド･オリエント･グリーン･パワーの合弁
でオリエント･エコ･エナジーを立ち上げ、バイオマス発電事業を行う旨報道。 

8月 21日 
 岡田外務大臣が 21日から 22日にかけてインドを訪問し、クリシュナ外相との間で第 4回日インド外
相間戦略対話を実施した他、シン首相表敬、アルワリア計画委員会副委員長やラメシュ環境･森林大
臣との会談等を実施。 

8月 27日 
 ガナシャクティ紙(ベンガル語紙)は、プラカーシュ･カラト･インド共産党(マルクス主義)(CPI(M))書
記長が、日本共産党の招待により 8月 26日～31日まで滞在予定である旨報道。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の注目点：岡田外務大臣のインド訪問 

 日インド間では 2007 年以降、日インド交互に外相間戦略対話を実施しており、本年

はインドで開催される順番。今般、岡田外務大臣がインドを訪問し、8 月 21 日に第 4

回戦略対話がデリーで開催された。約 2 時間にわたる対話の後共同記者会見が行われ、

その中で岡田外務大臣からは、今回の戦略対話では①経済、②民生用原子力協力、③国連

安保理改革、の3 点を中心に意見交換をおこなったと述べた。具体的には以下のとおり。 

① 経済に関しては、経済に関する閣僚対話設置の提案をインド側に行うとともに、EPA

については本年中に予定されているシン首相訪日までの交渉妥結を目指すことを確認。 

② 民生用原子力協力については、その協定交渉の開始は外務大臣として行った決断の中

で最も困難なものであったと述べ、仮にインドが核実験を実施した場合には日本とし

ては原子力協力を停止せざるを得ないことを伝えるとともに、インド側に核軍縮･不

拡散での更なる具体的な取り組みを求めた。 

③ 国連安保理改革では、9 月の国連総会の際にＧ4 外相会合を開催することで一致。 

これに対しインド側は、経済に関する閣僚対話の設置には前向きに検討すると述べる

とともに、民生用原子力協定交渉開始の決定に対する謝意の表明と、インドによる核

実験モラトリアムをはじめとする「約束と行動」へのコミットメントを改めて表明し

た。 

 



 

12 

＝◆ 最近のイベント ◆＝ 

◆インド独立の英雄―ネタジ スバス･チャンドラ･ボース忌 法要 

  8月18日(水)、今年も真夏の太陽が照り付ける大変暑い日でしたが、

約 100名の方が杉並区の蓮光寺本堂に参集され、望月教善 住職の主宰

による法要が営まれました。この日は、元インド国民会議派議長でイ

ンド国民軍の最高司令官であったネタジ･スバス･チャンドラ･ボース氏

が、1945年 8月 18日飛行機事故により台湾で客死してから、66回目

の命日に当たります。 

祭壇には、森喜朗会長からの生花が供えられ、当協会からは平林理

事長、原常務理事が参列しました。インド大使館からは、7 月に帰国

されたサンジャイ･バッタチャリヤ公使の後任のサンジャイ･パンダ首

席公使が参列された他、多くの関係者が参列し、ご遺骨がインド独立

の英雄としてインドにおいて手厚く葬られる日が来ることを祈願しました。 

ボースのご遺骨は、蓮光寺の先々代ご住職の望月教榮上人以来、先代ご住職 望月日康上人、そし

て現在は望月教善 住職が先々代のご遺志を受け継ぎご遺骨を預かっておられます。 

法要後の懇親会では、今回当協会にも寄贈頂いた『東亞經濟調査局附屬研究所―手記で綴った大川

塾』(P.14 新刊書紹介 参照)を出版された山本哲朗氏を始め多くの関係者が参加され、ボース氏の偉

業を偲びました。 

 

＝◇ 今後のイベント ◇＝ 

 
 

  日印協会も後援し出店している、ナマステ･インディア 2010が開催されます。毎年多くの来場者で

賑わう恒例のイベントです。 

  メイン会場では、インド料理店、インド･グッズ店が多数出店し、野外ステージではインド舞踊が披

露されます。また、インドについて広く知って頂くための講演、ヨガやタブラの実演もあります。イ

ンド政府観光局や旅行会社も出店しますので、旅行の情報の入手にも役立てて下さい。 

  当協会は、メイン会場のセミナーハウスでは日印友好の歴史を記録した貴重な写真をビデオ上映し

ます。また、次頁のとおり、第 2 会場“たばこと塩の博物館”では講演会を予定しています。

5. イベント紹介 
Japan-India Events 
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共 催: インド大使館 ナマステ･インディア実行委員会 NPO 法人日印交流を盛り上げる会  

インド政府観光局 インド貿易振興局 

 開 催 日 時: 9月 25日(土) 10:00AM～8:00PM 

 9月 26日(日) 10:00AM～7:30PM 

 メイン会場: 東京都代々木公園イベント広場  JR 原宿駅(徒歩 3分) 

第 2 会 場: たばこと塩の博物館 1 階視聴覚ホール  (入館料 300 円)※  渋谷駅(徒歩 10 分) 

    ｢財団法人日印協会｣と｢たばこと塩の博物館｣共催の講演会会場 

<講演会 演題と講師> 

9月25日(土) 

  13:00〜14:30 『インドを旅しよう―インドの世界遺産』  講師 平林博(当協会理事長) 

  15:00〜16:30 『神々が選んだ国インド(2)―500人の魔法使いから教わったこと』 

講師 山田真美氏(作家､日印芸術研究所言語センター長､当協会理事) 

9月26日(日) 

  13:00〜14:30 『最近のインド映画事情･2010年秋』  講師 松岡環氏(アジア映画研究者) 

  15:00〜16:30 『ワンダー･ワンダー･インディア』 

 講師 広瀬公巳氏(NHK国際放送局チーフ･プロデューサー) 
 
※“和田誠の仕事” 展会期中(9 月 11 日～11 月 7 日)につき入館料が特別料金となります。 

大人･大学生 300 円(150 円) / 小･中･高校生 100 円(50 円) ( )内は 20 名以上の団体料金 

“たばこと塩の博物館”URL  http://www.jtnet.ad.jp/WWW/JT/Culture/museum/WelcomeJ.html 

 

詳細は、ナマステ･インディア 2010 公式ホームページ URL “http://www.indofestival.com/”

からも確認できます。今年は、出店案内の“NGO/NPO団体”の欄に協会のバナーを貼っています。 

あわせてご覧下さい。 

 

 

 

 

◇インドを語る集い<様々なインド> 第 24回開催のお知らせ 

  10 月 29 日(金)、保坂俊司中央大学大学院教授を講師にお迎えして、<様々なインド>を開催致し

ます。 

主  催: 財団法人日印協会 

日  時: 10月 29日(金)  18:00～19:30 

会  場: 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 2F 

演  題:『インド文化理解のための宗教講義―シク教の歴史とその教え』 

参加費: 協会会員無料 (非会員 500円) 

日本では余り注目される事がない、16世紀に西北インドで生まれたシク教について、歴史や教理

を紹介して頂きます。申込用紙を同封致しましたので、

詳細をご確認のうえお申込下さい。皆様のご参加をお待

ちしております。 

<ナマステ･インディア 2009 

左:当協会ブース、右:協会講演風景> 

<アムリトサルのシク教総本山 黄金寺院> 
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◇ディワリदीवाली 光のフェスティバル 

  インドのヒンドゥー教の“光の祭典”として、日本でも知られるようになってきたディワリが、

横浜と西葛西で開催されます。 

 ディワリ･イン･ヨコハマ 2010 

“ハッピー シャンティ”―みんな地球市民としてつながる新しい開港 151― 

   主 催: ディワリ･イン･ヨコハマ 2010実行委員会 

          神奈川県横浜市中区山下町 24-2-306 社団法人横浜印度商会内 ☎045-662-1905 

   日 時: 2010年 10月 16日(土)～17 日(日)  10:00～20:00(両日とも) 

   場 所: 山下公園  神奈川県横浜市中区山下町 279    

      最寄駅  みなとみらい線 元町･中華街駅  出口｢4｣徒歩 3分 

   入 場: 無料(一部有料のイベントもあります) 

 ディワリ･フェスタ西葛西 

   主 催: ディワリ･フェスタ西葛西実行委員会 東京都江戸川区西葛西 3-3-15 ☎03-3688-6612 

   日 時: 2010年 10月 30 日(土)  10:00～18:00 

   場 所: 新田 6号公園  東京都江戸川区西葛西 8-6    

      最寄駅  東京メトロ東西線 西葛西駅  南口 徒歩 10分 

   入 場: 無料 

 

◇横浜ムンバイ姉妹都市締結 45周年イベント｢横浜インド文化祭｣開催 

  横浜市とムンバイ市の姉妹都市締結 45周年を記念して、横浜開港記念会館全館を利用して行いま

す。『インドに 染まる､浸る､心酔する､学ぶ､楽しむ､親しむ  じっくり体験できる 一日イベント』

として、インド文化、経済や横浜(日本)との関係に関する展示とセミナーやワークショップを、ま

た講堂では南インド古典舞踊バラタナティヤムの舞踊公演を行います。 

主 催: 横浜ムンバイ友好委員会 ☎045-201-1771 

日 時: 2010年 10 月 23 日(土)  11:00～20:30 

       会議室での各イベントは 17:00まで、講堂の舞踊公演は 20:30まで 

場 所: 横浜開講記念館 神奈川県横浜市中区本町 1-6    

最寄駅  みなとみらい線 日本大通り駅  出口｢1｣徒歩 1分 

入 場: 無料(ワークショップ 一部参加費･予約必要 / 舞踊公演 有料) 

 

§『東亞經濟調査局附屬研究所―手記で綴った大川塾』 

著 者: 山本 哲郎 

非売品 

本書は、昭和 13 年に開校し昭和 20 年 10 月に閉校した｢大川塾｣の卒業生

92名の方々の足跡を、本人及び関係者により克明に記録したものです。 

著者の山本氏(現駐日カンボジア王国大使館顧問)は二期生ですが、後に召

集され、苦難のビルマ戦線でチャンドラ･ボース氏のインド国民軍の方々とも

一緒に大変なご苦労をされた方です。 

本書は非売品ですが当時を研究する資料としても非常に貴重なものであり、

協会に寄贈いただき閲覧に供しておりますので、ご活用下さい。 

6. 新刊書紹介 
Book Review 
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<次回の『月刊インド』の発送日> 

次回の発送は 10 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、事務局

までご連絡下さい。チラシを封入する際には、当該催事の協会会員に対する割引等特典の配慮を

お願いしております。どうかご検討下さい。 

<お詫びと訂正> 

8月6日発行『月刊インド』Vol.107,No.6において2箇所訂正があります。 

P.14 最下段  (誤)～詳細は10月号でご案内～ → (正)～詳細は9月号でご案内～ 

  P.17  17行   (誤)～ラムシン･アシャー氏(シンガポール国立大学教授)～ →  

               (正)～ラムシン･アシャー氏(メリーランド州立大学教授)～ 

申し訳ございませんでした。お詫びして訂正致します。 

<編集後記> 

最近益々注目を浴びるインドですが、テレビでもインドの方々がお笑い番組に出演して、流暢

な日本語でインドの日常を軽妙に語るのを見かけます。芸能事務所に所属する方が増えたのだと

思っていたのですが、どうやらそうでもないようで、時々協会に、｢××テレビの○○ですが、△

△なインドの方を探していて･････｣と電話がかかってきます。それもかなり絞り込んだ条件で、｢愉

快な歌って踊れるインド人シェフ｣とか｢子沢山な在日インド人｣とか｢満 39 歳のインド人｣とか、

挙句に｢今週取材したい｣だったり、無茶振りです。それでも日印親善の輪を広げるべくツテを頼

って頑張っています。また真面目な取組みもあり、番組の事前紹介ができればいいのですが、取

材したら必ず放送するとも限らず、悩みどころです。情報をお持ちの方は、是非ご一報下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 
 

 日印親善のために会員の輪を広げましょう  

法人会員･個人会員の入会をお待ちします 

1903年、大隈重信、澁澤榮一らによって創設された財団法人日印協会は、これまで日印の相互理解と両

国の親善増進のために、日々地道な努力を続けてまいりました。ここ数年来の日印の良好な関係をより一

層深めるためにも、会員の獲得は重要な課題であると考えています。インドに興味のあるお知り合いの方

がいらっしゃいましたら、是非日印協会をアピールして下さい。 

ご希望により、当協会の活動に関する諸資料をお送りいたします。 

日印協会の活動に賛同して頂ける多くの法人会員･個人会員のご入会をお待ちしております。 

☆年会費: 一般個人会員    6,000円/口                ☆入会金：一般 2,000 円 

学生個人会員    3,000円/口                          学生 1,000 円 

一般法人会員  100,000円/口                          法人 5,000 円 

維持法人会員  150,000円/口            (一般法人･維持法人会員共) 

月刊インド Vol.107  No.7 (2010年9月10日発行)     発行者 平林 博    編集者 青山 鑛一 

発行所  財団法人 日印協会   

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-14 スズコービル2階 

Tel: 03-5640-7604    Fax: 03-5640-1576    E-mail: partner@japan-india.com 

ホームページ: http://www.japan-india.com/ 
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