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<関西から発信する日印文化交流イベント  インディア･メーラー2010年> 
写真提供: 阪本倉造氏(当協会会員) 

<↑ 大阪大学ヒンディー語科学生たち> 
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いまや世界から注目される世界最大の民主主義国インド。2026年、その人口は中国の 13億人を

凌駕して、世界第 1位の１4 億７千万人に達すると予想されています。インドの強みは何と言って

も英語力と IT技術を駆使する若くて優秀な労働力。これらを背景として目覚しい経済発展を続け

るインド。加えて、地政学的、戦略的な重要性の高まりとともに、インドの国際社会における存在

感は、マンモハン･シン首相指導下で政治･経済の安定と発展と相俟って、今後益々増大するものと

期待されています。 

一方、日印関係は｢戦略的グローバル・パートナーシップ｣という共通の認識の下で、政治、経済、

文化各分野において緊密な関係を維持･発展させて参りましたが、本年 10月のシン首相訪日の際に

は、菅首相との間で、政治、安全保障、経済、経済協力、国際問題等幅広い意見交換が行なわれた

ことは、皆様のご記憶に新しいところです。 

その結果、日印両首脳は｢次なる 10 年に向けた日印戦略的グローバル･パートナーシップのビジ

ョン｣と題する共同声明及び｢日印包括的経済連携協定締結に関する両首脳間共同宣言｣に署名しま

した。また、シン首相は経団連会長等日本側財界人とも精力的に意見交換を行いました。 

このような昨今の日印間の緊密な関係を背景に、当協会は 11月

19 日(金)外務省南部アジア部長 梅田 邦夫氏を講師にお迎えして、

『興隆するインドとわが国との関係』と題する講演会を、日印経

済委員会との共催の下に開催しました。講師の梅田邦夫部長は去

る 10月 25日から 27日までシン首相が来日した際の外務省の担当

部長として受入に当たった方です。会場となった東京商工会議所

国際会議場は、100 人を超える参加者で埋まり、当協会会長 森 喜

朗も急遽駆けつけ、梅田部長の講演に耳を傾けました。以下、梅

田部長の講演の要点です。 

―インドの魅力と日本との関係―― 

  シン首相訪日の成果 

 3日間という短い滞在であったが、一行 65名にプレス 12名、経済界リーダー9名の 

大デレゲーション 

 今回は経済に焦点(昨年は安全保障重点) 

 日印包括的経済連携協定(CEPA)交渉完了 

スケジュール: 2011 年 1月署名 ⇒ 国会承認 ⇒ 批准 ⇒ 発効(2011年央発効)を目指す 

 日印閣僚級経済対話の設置 

 貨物専用鉄道建設計画(DFC)西回廊第 1、第 2フェーズの早期完了を目指す 

 デリー･ムンバイ間産業大動脈構想(DMIC)計画の進展加速 

 日印閣僚級エネルギー対話(レアーアース、レアメタル) 

 日印原子力協定交渉の開始を歓迎 

 2012年外交関係樹立 60周年の祝賀と両国間の緊密化 

 菅総理より包括的核実験禁止条約(CTBT)の早期発効の重要性強調したのに対しシン首相は 

核実験モラトリアムに対するインドのコミットメントを表明 

 査証手続きの簡素化に関する覚書への署名 

 情報通信・科学技術等における二国間協力の促進 

 東アジア・サミットに対する支援再確認 

インドの位置づけ 

 巨大な人口･市場: 世界第 2位の人口、20歳未満人口割合 43%(世界第 1位) 

 急速な経済成長: 過去 5年間平均 8.5%  

 確立された民主主義: 安定した内政 

 国際社会での発言力の増大: 非同盟諸国の中心国。G20、BRICs等のメンバー  

 地政学的な重要性: シーレーン上、ユーラシア大陸の中央に位置 

1. 梅田邦夫外務省南部アジア部長講演会の開催 
Lecture on India 

<講演される 

梅田邦夫南部アジア部長> 
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 世界規模のインド人ネットワーク: 印僑 約 2千万人 

 多極化するインド外交: 印 EU首脳会談を 2000年以降毎年開催、露中との交流 

 閣僚レベルの往来: 外務次官対話、次官級対話、経済戦略対話等政府レベルの対話 

 経済協力: インドは日本の円借款の最大の受取国 

インド貨物専用鉄道建設計画(DFC) 

デリー･ムンバイ間産業大動脈構想(DMIC) 

 インド進出日本企業: 過去 3年で約 2倍の 725社、1,236拠点   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<“インド経済情勢”、“日印関係: 経済” 共に PPT資料より抜粋> 

●２００９年の貿易総額は約９３９０億円（日本→インド：約５９１２億円、インド→日本：約３４７８億円）。
●他方、貿易額は両国の経済規模（アジア第１位、第３位）に比べれば未だ限定的。貿易構造の多様化も課題。

日印関係：経済日印関係：経済
日印貿易の動向

●インドへの主要投資国（累積額：00年4月～10年4月）は、モーリシャス（43%）、シンガポール（9%）、米国（7%）、
英国（5％）、蘭（4%）、日本（4％）。

●日本の対印直接投資額は拡大傾向。０９年は３４４３億円。
●２０１０年１０月時点では、約７２５社の日系企業がインドに進出（各社の在インド拠点数は１２３６）
●２００９年度のＪＢＩＣの調査によ
れば、中期的（3年）有望販売・投
資先として、05年度から連続し、

首位中国に続き２位。

日印貿易品目
インド→日

日印貿易品目
日→インド

●２００７年１月から経済連携協定（ＥＰＡ）交渉を開始。２０１０年１０月に交渉完了。
●インドは日本の円借款の最大の受取国（０９年度の供与額は約２１８２億円）。インフラ整備等のインドの取組を支援。

我が国の取組み

一般機械
33.5%

エレクトロニクス
16.7%

輸送機器
6.8%

鉄鋼製品
11.8%

その他
24.7%

日印間の貿易額

総貿易

（億円）

日本→インド

インド→日本

石油製品
16.7%

飼料
9.1%

鉄鋼
7.8%

その他
37.5%

非金属鉱物製品
6.5%

金属鉱及びくず
16.2%

（注）インドへの主要投資国（出典：インド商工省）
日本の対印直接投資流入額（出典：日本財務省）

（注）日印間の貿易額、日本の主要貿易相手国、日印貿易品目（出典：２００９年日本財務省）
インドの主要貿易相手国（出典：インド商工省）
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●アジア第３位のＧＤＰ（２００８年度：１２，１７５億ドル、ＡＳＥＡＮ全体の約９割）
●２００９年度の成長率は７．４％ 。過去１０年間、平均７．５％以上。
●中間所得層の増大（中間層（年間世帯所得20万～100万ルピー）は5800万人（ 01年）から1億5300万人（09年）に、
新中間層（年間世帯所得9万～20万ルピー）は2億2100万人（ 01年）から4億500万人（09年）にそれぞれ増加）

●１人あたりＧＤＰは１０３１ドル（２００９年：ＩＭＦ資料）

急速な経済成長

インド経済情勢インド経済情勢

インド経済の強み

＊貧困層の削減
…人口の２４％が１日１ドル以下で生活（2005年：世銀）

＊金融・財政政策
…インフレ対策及び財政赤字削減とのバランス

＊インフラ整備
…今後５年間で約1兆米ドルの投資が必要

＊エネルギー、環境問題
…エネルギー需要の急速な高まりへの対応、持続可能な開発、環境にやさしい技術の必要性

＊更なる経済改革・自由化
…具体例：外資規制緩和、関税引き下げ、労働者に過保護な法改正

＊雇用の創出
…外資の導入を含む製造業の振興

経済上の課題

企業家精神旺盛なソフトパワー：
バンガロールを中心とするサービス産業（ソフトウェア開発、アウトソーシング等）

米国を中心とする在外インド人（印僑）の活躍：
米国に約２５０万人（世界に約２５００万人）、毎年８万人が米国に留学

人口の半分を占める豊富な若年労働人口：
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民族資本の存在：
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かねてよりお知らせしておりましたように、11月 18 日(木)交流会を行いました。会員同士の親

交を深め、会員･非会員を問わずインド･ビジネスの情報交換の場となること、また、協会へのご意

見やご要望を伺う機会となることを願い、開催致しました。 

初対面者同士が“インド”をキーワードに盛り上がれるのは、日印協会ならではと自負しており

ます。が、何といっても日本とインドの友好･親善の増進を想う皆様のお気持ちがあっての事です。 

参加して下さいました皆様、また会場と料理の提供に便宜を計って下さいました法人会員の有限

会社マハラジャ様に、御礼申し上げます。 

今回参加できなかった方々も、毎年チャンスがございますので､次回には是非ご参加下さい。 

交流会に参加された、個人会員の大木香奈さん(大阪大学大学院 1年生)から投稿がありましたの

で、ご紹介すると共に、交流会の報告とさせて頂きます。 

 

 

 熱気溢れる会場、参加者の存在感――全てに圧倒されながらのデビューとなりました。 

11月 18日(木)夕、インド料理レストラン“マハラジャ 丸の内店”で、日印協会交流会が開催さ

れました。その日は私にとって初めての交流会、つまりデビューの日だったのです。メールで案内

がきてすぐ、必ず参加しようと心に決めていました。初めての参加だったので、会員にはどんな方

がいらっしゃるのかという期待と、学生である自分が参加することへの不安が入り混じりながら当

日を迎えました。 

交流会当日―原佑二常務理事の司会のもと、平林博理事長のご挨拶から始まり、11月 1日付で

公益財団法人に認定されたことのご報告がありました。更に、マンモハン・シン首相が訪日し、｢次

なる 10年に向けた日印戦略的グローバル･パートナーシップ｣と題する共同声明、及び｢日印包括的

経済連携協定締結に関する両首脳間共同声明」に署名という、国家間で大きな成果もありました。

その上で開催された今回の交流会に参加できたことを大変嬉しく思うと同時に、平林理事長が触れ

られた今後の日印関係発展に対する当協会の役割や会員の皆様方への期待に、私自身も身が引きし

まる思いでした。 

その後、平林理事長の乾杯の音頭で交流会が始まり、おいしいイ

ンド料理と飲み物が振る舞われました。会場は 60 人を超えるイン

ドをこよなく愛する人で溢れ、すごい熱気でむせ返るほどでした。

よくしゃべり、よく食べ、よく飲むインド人と言われていますが、

皆様方も例にもれずで、私はというと、皆様の存在感に圧倒されっ

ぱなしで、お話を伺うのに必死でした。まだまだ修行不足だなと感

じつつも、皆様のおかげで様々な方々と交流することができ、本当

に嬉しかったです。特に、大学院で国際政治を中心に日印関係を研

究している関係上、普段はほぼ学術分野にしか触れる機会がないの

で、今回は公的機関や民間企業で働かれている皆様方のご意見も伺うことができ、とても新鮮でし

た。もちろん、学術分野においても関西ではお会いできない一流の方々から、研究へのアドバイス

を頂くことができ、非常に参考になりました。 

｢日印関係の発展｣といっても、それを実際に担うのはそこに

関わっている人間でしかありません。現代において両国にこれ

ほどの深化をもたらしたのは、長い歴史における先人の積み重

ねであり、今を生きる世代への継承の証です。 

｢歴史を読むのは楽しみだ。だが、それよりもっと心を引き、

興味があるのは歴史を作ることに参加することだ｣とは、ジャ

ワハルラル･ネルー首相の言葉ですが、日印協会は 107 年間か

2. 日印協会交流会 
We met at Indian Night 

<沢山の料理に大満足> 

<歓談の輪がそこここに> 
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けて、その歴史を作り、今もその歴史を作り続けています。交流会でお会いした皆様からも｢期待

しているよ、頑張ってね｣とよく声をかけて頂きましたが、自分もその歴史を継承していく一員な

のだと、その責任と栄誉を強く感じました。今はまだ学生ですが、将来皆様方のように日印関係に

寄与できる人間になれるよう、当協会の会員として邁進して参る所存です。 

最後になりましたが、初めての参加にも関わらず、

温かく迎えて下さった皆様のご厚意に深く感謝申し

上げます。事務局の皆様方にも本当にお世話になり

ました。また、抽選会では平林理事長がお持ちだっ

たベナレス市長より寄贈の絵画をお譲り頂き、大変

にありがとうございました。私の卒業した大阪大学

ヒンディー語科に寄贈させて頂き、学生含め先生方

も喜んでおります。まだまだ若輩者ではございます

が、将来は日印交流促進において大きな役割を果た

せるよう、当協会の一員として頑張って参りますの

で、今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致し

ます。本当にありがとうございました。 
 
 

 Ⅰ. 内政  

11月 2日 

 ベンガル語紙 BARTAMAN紙は、西ベンガル州議会選挙が時期を前倒しして来年 1月～2月にも実施

される可能性がある旨報道。 

11月 3日 

 英字各紙は、2日デリーでコングレス党大会が開催され、ソニア･ガンディー総裁の再任が満場一

致で認められた旨報道。 

 

 

 

 

11月 10日 

 英字各紙は、アショーク･チャバン・マハラシュトラ州首相の辞表が 9 日に受理され、10 日に、

プリトヴィラージ・チャバン首相府・議会担当大臣が新しいマハラシュトラ州首相に任命される。 

 

 

 

 

 

 

 英字各紙は、アッサム州において、非合法の分離独立主義過激派組織であるボドランド民族民主

戦線のテロリストが連続的に 24名の市民を殺害した旨報道。 

 

 

 

3. インドニュース(11月) 
News from India 

メモ： 
ソニア・ガンディー・コングレス党総裁は上記コングレス党大会におけるスピーチの中で、環境保護
は経済成長と同じく重要と述べ、環境問題に焦点を当てるとともに、BJP の母体である RSS(民族奉
仕団)につき、同メンバーがテロ活動に関与していることが明らかになったとして、RSS を批判。 
 
ソニア・ガンディー・コングレス党総裁は上記コングレス党大会におけるスピーチの中で、環境保護
は経済成長と同じく重要と述べ、環境問題に焦点を当てるとともに、BJP の母体である RSS(民族奉
仕団)につき、同メンバーがテロ活動に関与していることが明らかになったとして、RSS を批判。 

メモ： 
アショーク・チャバン・マハラシュトラ州首相は、アダルシュ・ハウジング・ソサエティ詐欺疑惑 (注：
1999 年のカルギル紛争の戦死者のために建設されたマンションが途中でチャバン州首相により計
画を変更(6 階建→31 階建)された上、チャバン州首相の親族等本来の目的でない対象者に対し優
先的に破格値でマンションを割り当てた事件)に関連し 10 月 30 日に辞表を提出していたもの。後任
のプリトヴィラージ・チャバン氏は、科学技術、地球科学、首相府兼人事・公的苦情・年金、議会担当
大臣。 

メモ： 

ボドランドはアッサム州北部のブラフマプトラ川沿いの少数民族であるボド族が住んでいる地域を指

し、ボドランド民族民主戦線は、ボド族の独立国家建設やバングラデシュからの移民・他部族の排除

を目標として活動しているグループ。 

<平林理事長を囲んで。左端が筆者> 
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11月 15日 

 英字各紙は、14 日夜に、第 2 世代携帯電話用周波数を巡る不正疑惑を持たれていたラジャ通信

IT大臣が辞任と報道。 

 

 

 

11月 17日 

 ヒンドゥスタン･タイムス紙は、5 月 22 日のカルナータカ州マンガロール空港で発生した航空機

墜落事故の原因は、機長が 3 時間のフライト中 1 時間 40 分睡眠状態にあり、睡眠慣性の状態で

正常な判断ができない中で着陸を試みたことが原因である旨報道。 

11月 20日 

 デリーで開催された｢リーダーシップ･サミット｣に出席したシン首相は演説の中で、内閣改造に

ついては何とも言えないが、政権の平均年齢を下げる必要があると認識している、若手を登用す

る必要がある旨発言。 

 

 

 

 

11月 22日 

 タイムス･オブ･インディア紙は、アルナチャル･プラデシュ州正面への中国の脅威に対応するた

め、インド陸軍は部隊配備を増強する旨報道。 

11月 23日 

 ヒンドゥー紙は、インドの科学調査隊が 22日に零下 70度の南極点に到達した旨報道。 

 ビジネス･スタンダード紙は、2007 年 7 月に閣議承認されたものの環境森林省の承認が遅れてい

たナビ･ムンバイ国際空港に対し、同省が承認を与えた旨報道。 

11月 24日 

 ビハール州議会選挙の開票が行われ、ジャナタ･ダル統一派(JDU)とインド人民党(BJP)の与党連

合が全議席数の 5分の 4を越す議席数を獲得する歴史的圧勝に終わり、26日から第 2次ニティー

シュ･クマール州首相政権が発足する。 

11月 25日 

 英字各紙は、ロサイア･アンドラ･プラデシュ州首相(78 歳)が 24 日健康問題を理由に辞任し、後

任にキラン･レディ州下院議長が就任する旨報道。 

11月 26日 

 ヒンドゥー紙は、インド軍がオリッサ州において中距離弾道ミサイル｢アグニⅠ｣(最大射程700km)

の発射実験を実施し、所期の成果を収めた旨報道。 

 Ⅱ. 経済  

11月 1日 

 フィナンシャル･エクスプレス紙は、インドのリライアンス･パワーと上海電気集団との間で、印

中間の過去最大の契約となる 83億ドルの契約が交わされた旨報道。 

11月 2日 

 フィナンシャル･エクスプレス紙は、計画委員会が国道庁の長期借り入れ計画を承認しなかった

ことから、国道庁は資金的な危機に直面している旨報道。 

 インド準備銀行(RBI)は、金融政策措置として本年 6 回目となる政策金利の引き上げを実施。 

11月 4日 

 エコノミック･タイムズ紙は、計画委員会は PPP(官民連携: Public Private Partnership)によ

る都市開発プロジェクトを支持しており、中央政府と州政府との共同で行われるメトロ･プロジ

メモ： 
ラジャ大臣は辞任の理由について｢指導者の求めに応じて政府の困難の回避及び国会機能の正常
化のために辞任することを決めた。しかし、自分は何も悪いことはしていない」旨発言。 

メモ： 
昨年 4 月のタルール外務担当閣外相辞任、本年 11 月のチャバン科学技術・地球科学・首相府担当
大臣のマハラシュトラ州首相転出、本年 11月のラジャ通信･IT担当大臣の辞任で現在 3ポストが空
席となっており、来年１月中旬に内閣改造が行われるとの見方が強い。 
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ェクトに関して、監督不行届や調整不足による工期の長期化、さらにはコスト増加を引き起こ

すことになると批判している旨報道。 

11月 12日 

 インド統計局は、前月比 4.4%成長とする 2010年 9月の鉱工業生産指数(IIP)の速報値を発表。左

数字に関しフィナンシャル･エクスプレス紙が、9月の IIPは 16ヶ月間で最低の 4.4%に落ちたこ

とに関し、ムカジー財務大臣は、｢この下降は懸念事項であり、政府は理由を分析する｣と述べた

旨報道。 

11月 15日 

 ヒンドゥー紙は、7 月 28 日より運航が開始されているインディラ･ガンディー国際空港ターミナ

ル 3(T3)から国内線も運航を開始した旨報道。 

 英字各紙は、インド中小企業省がマルチブランドの小売業への海外直接投資(FDI)開放について

認可は 18%までにすべきと回答した旨報道。 

 インド商工省は 2010 年 10 月の物価上昇率は、前年同月比 8.58%と 9 月の 8.62%に比べてわずか

に下落し、9ヶ月ぶりの低値となった旨発表。 

 クッラー商務次官は、2010 年 10 月の貿易額につき、輸出は前年同期比 21.3%増の 180 億ドル、

輸入は前年同月比 6.8%増の 277億ドルとなった旨発表。英字各紙は、過去 3年で初めて輸出の成

長率が輸入の成長率を上回った旨報道。 

 英字各紙は、14日に開催されたワールド･エコノミック･フォーラムで、アルワリア計画委員会副

委員長が、水危機はエネルギー危機よりも深刻であると述べた旨報道。 

 

 

 

 

 ビジネス･スタンダード紙は、海運省が提案しているインド港湾法案は、非常に遅れている主要

港民営化への一歩となる旨報道。また、19日付同紙は、当該法案によって主要港における貨物の

滞留期限が現在の 60日から 30日に短縮される可能性がある旨報道。 

 

 

 

 

11月 16日 

 インド鉄道省は、バナジー鉄道大臣により、西ベンガル州ダンクニより貨物専用鉄道建設計画(DFC)

東回廊の工事が開始された旨発表。

メモ： 
インド港湾法案は、現在インド関税当局により固定されている料金のメカニズムを各港が独自に設
定できるようにするもの。なお、州政府が管理する非主要港は料金が自由に設定できるが、同法案
は、現行のインド港湾法が適用される非主要港にも引き続き適用されることが提案されている。 

メモ： 
アルワリア副委員長は同フォーラムで、個人的見解と断りつつ、農業用水の利用に補助金をつける
べきではない、我々は水の代価を請求し、調達のレートを上げるべきであると述べるとともに、インド
における地下水の年間取水量は世界的に非常に多く、持続不可能な過大な取水により地下水位は
危険域まで低下している旨発言。 
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11月 18日 

 ビジネス･スタンダード紙は、インフラ資金に関する政策の必要性に鑑み、計画委員会がラケシ

ュ･モハン前インド準備銀行副総裁率いるインフラ資金調達に関するハイレベル委員会を設立し

た旨報道。 

11月 20日 

 エコノミック･タイムズ紙は、政府が被雇用者プロビデント･ファンド･スキームに修正を加え、

外国人労働者は 58歳となり退職しなければプロビデント･ファンドの還付を受けられなくなった

旨報道。 

11月 23日 

 タイムス･オブ･インディア紙は、建設に伴う環境破壊についてこれまで議論されてきたジャイタ

プール原子力発電所建設計画に対し、環境森林省が厳しい条件付で同意した旨報道。 

11月 25日 

 ビジネス・スタンダード紙は、中央捜査局が、不動産会社向け融資にあたり収賄を行ったとして、

LICハウジング･ファイナンス社ナイール最高経営責任者他を贈収賄容疑で逮捕した旨報道。 

 インド商工省は、11月 13日に終了する週の卸売物価ベースの食料インフレ率は前年比 10.15%と

なり、6週連続で下落した旨発表。 

11月 30日 

 インド統計局は、2010年第 2四半期(７～9月)の GDP成長率は前年同期比+8.9%となった旨発表。 

 Ⅲ. 外交  

11月 1日 

 インド外務省は、ムタリカ･マラウィ大統領が 2日～8日にかけて国賓として訪問する旨発表。 

11月 4日 

 在外インド人省は、ラヴィ在外インド人大臣が 4日にモルディブを訪問し、ナシード大統領らと

会談した旨発表。 

 インド内務省は、インドネシアに在バリ･インド総領事館の開設を承認した旨発表。 

11月 5日 

 ネパールの英字各紙は、ネパールにあるマオイストのキャンプ内でインドのマオイストに対する

組織的な訓練が行われているとして、インド政府がネパール政府に強い抗議を申し入れた旨報道。 

11月 8日 

 インド訪問中のオバマ米大統領は、シン首相と会談。 

 ビジネス･スタンダード紙は、2010年 10月に名古屋で開催された生物多様性に関する COP10に関

し、バイオ･パイラシー(生物資源の盗賊行為)の被害者であるインドにとって遺伝資源へのアク

セスと利益配分に関する名古屋議定書は大きな利益となる旨報道。 

(注: インドは 2012年に行われる COP12の主催国） 

11月 10日 

 インド外務省は 10日～13 日にかけてナルバンジャン･アルメニア外相が訪印し、アンサリ副大統

領への表敬やクリシュナ外相との会談を行う旨発表。 

 インド内務省は、インド政府は、ジャンム･カシミール州、ヒマーチャル･プラデシュ州、ウッタ

ラカンド州、シッキム州、アルナチャル･プラデシュ州における印中国境沿いに総計 804 ㎞にの

ぼる 27の道路を建設することを決定し、右道路はインド･チベット国境警察の作戦上の理由で内

務省により建設される旨発表。 

11月 11日 

 インド外務省は、10日、11 日の 2 日間にわたり、5 年ぶりとなる第 4 回印･バングラデシュ国境

問題作業部会がデリーで開催された旨報道。 

 

 

 

 

メモ： 
インド･バングラデシュ間の国境は 4,156km で、このうち 3 地区（あわせて 6.5km）の国境が未確定。
一部地域では、国境確定後も相手国住民が先祖伝来の土地であること等の理由で住み着き、立ち
退きに応じていない土地がある(不法占有地)。また、1947年の印パ分離独立の際に双方に多くの飛
び地が残され、現在、バングラデシュ側に 111 のインドの飛び地があり、インド側にも 51 のバングラ
デシュの飛び地が存在する。 
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 タイムス･オブ･インディア紙は、11 日にモニ･バングラデシュ外相がインドのトリプラ州を公式

訪問した旨報道。 

 

 

 

 

 ヒンドゥスタン･タイムス紙はワチラーロンコーン･タイ皇太子夫妻が13日から訪印する旨報道。 

 

 

 

11月 12日 

 ヒンドゥスタン･タイムス紙は、インド国防研究開発機構(DRDO: Defence Research and Development 

Organisation)関係者が米国機関との間で共同研究開発につき協議するため訪米する旨報道。 

11月 13日 

 インド外務省は、ミャンマー政府によるアウン･サン･スーチー女史の解放を歓迎するクリシュナ

外相の声明を発表。 

11月１4日 

 英字各紙は、武漢での印中露外相会談の機会に印中外相会談及び印露外相会談が 14 日に開催さ

れた旨報道。 

 

 

 

 

11月 16日 

 英字各紙は、武漢で印中露外相会談が開催され、会談後共同コミュニケが発出された旨報道。 

 ヒンドゥー紙は、中国がチベット自治区蔵木における水力発電所の建設のため、今月 8日からブ

ラフマプトラ川の堰き止めを開始したことを公表し、インド側の懸念を呼んでいる旨報道。 

 

 

 

 

11月 17日 

 ヒンドゥー紙は、16日に北京でラオ外務次官と張中国外交部副部長との間で第 4回印中外務次官

級戦略対話が行われ、中国によるブラフマプトラ川のダム建設、中国によるパキスタン領カシミ

ールでの通信及び道路建設プロジェクト、中国によるジャンム･カシミール州住民へのホチキス

止め査証発給問題等が取り上げられた旨報道。 

11月 18日 

 インド外務省は、17日から 19日にかけてロシアのイワノフ副首相が訪印し、18日にクリシュナ

外相との間で｢貿易･経済･科学技術･文化協力に関する印露政府間委員会(IRIGC-TEC)｣第 16 回会

合が開催された他、シン首相を表敬訪問し来月の印露首脳会談の準備を行う旨発表。 

11月 19日 

 ビジネス･ライン紙は、インドとカナダが包括的経済連携協定の交渉を開始した旨報道。 

 インド外務省は、14日～16日にかけて、インド政府とアフリカ地域経済共同体(RECs: Regional 

Economic Communities)との初めての会議をデリーで開催した旨発表。 

11月 20日 

 ヒンドゥー紙は、インディラ･ガンディー記念財団が、2010年の｢平和、軍縮、開発のためのイン

ディラ･ガンディー賞｣をルーラ･ブラジル大統領に授与すると発表した旨報道。 

メモ： 
報道によれば、本件につき、アイイェル元インド水資源省次官は、｢インドが調査するべき点は、せき
止められる水の量と、それがインド側での流れに及ぼす影響である、印パ間と異なり、印中間には
水資源の共有に関する条約がないため、中国側の特定の計画に関し、インドが評価を下せないこと
が大きな懸念である」旨発言した由。 

メモ： 
印中外相会談では、クリシュナ外相が楊中国外相に対し、インドがチベット自治区や台湾問題に対し
センシティブに対応しているように中国もジャンム・カシミール問題に関してのインドのセンシティビテ
ィを理解して欲しい旨述べ、印露外相会談では、ラブロフ外相が上海協力機構へのインドの参加に
対し強い支持を表明したと報じられている。 

メモ： 
報道によれば、ワチラーロンコーン皇太子は、自らが操縦する仏教徒巡礼用特別航空便にてビハー
ル州ブッダガヤ入りし、著名な仏教遺跡を訪問する由。 

メモ：  
トリプラ州はインド北東部にある州でバングラデシュと国境を接している。報道によれば、数多くのイ
ンド･バングラデシュ二国間イニシアティブがトリプラ州にあるため、同州がモニ外相の訪問を要請し
てきていた由。 
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11月 22日 

 インド外務省は、パティル大統領がアラブ首長国連邦(UAE)を訪問し、22 日にハリーファ大統領

と会談した旨発表。 

11月 23日 

 インディアン･エクスプレス紙は、シン･インド陸軍参謀長はインドの陸軍参謀長として初めてタ

ジキスタンを訪問した旨報道。 

 インド外務省は、クリシュナ外相が 25日から 28日にかけてスリランカを訪問し、ラージャパク

サ大統領への表敬やピーリス外相との間で｢第 7 回インド･スリランカ共同委員会会合｣を開催す

るほか、南部のハンバントタ及び北部のジャフナにおいてそれぞれインド総領事館の開所式を行

う旨発表。 

11月 24日 

 インディアン･エクスプレス紙は、アウン･サン･スーチー女史がインドのマスコミとの電話イン

タビューの中で、自分(スーチー女史)はインドについて悲しんでいる、自分はインド政府と軍事

政権との関係に反対しないが、インド政府が同様に我々とも話をすることを願うと述べた旨報道。 

 インド外務省は、北朝鮮による延坪島への砲撃に関し、｢我々は延坪島における悲劇的な犠牲者

と負傷された市民への同情を表明する。我々は双方に対し、地域における平和と安定を維持する

よう求めるとともに、国際的義務を守り、交渉の場に戻る必要性を強調する｣とするプレスリリ

ースを発出。 

11月 25日 

 インド外務省は、ムンバイテロ 2 周年目の前夜にあたる 25 日に、パキスタンに対しムンバイテ

ロ犯人への調査を加速させるよう求める声明を発出。 

11月 27日 

 インド外務省は、シリアを国賓として訪問中のパティル大統領が 27 日にアサド大統領と会談し

た旨発表。 

 インド外務省は、タジキスタンのドゥシャンベで開催された上海協力機構首脳会議の非公式会議

及び拡大セッションに、シンデ電力大臣が参加した旨発表。 

11月 28日 

 ヒンドゥスタン･タイムス紙は、10 月 15 日に中国が主催して行われた｢第 6 回アジア海上保安機

関長官級会合｣に対しチョプラ･インド沿岸警備隊長官が参加をボイコットしていた旨報道。

メモ： 
｢平和、軍縮、開発のためのインディラ・ガンディー賞」は毎年 1名(または 1個人)にインド大統領から
授与される賞で、昨年はハシナ･バングラデシュ首相、一昨年はエルバラダイ IAEA 事務局長が受
賞、日本からは緒方国連難民高等弁務官が 2001 年に、大来佐武郎氏(第 108 代外務大臣)が 1992
年にそれぞれ受賞している。 
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11月 29日 

 インド外務省は、11 月 30 日～12 月 5 日にかけてデサレン･エチオピア副首相兼外相が訪印する

旨発表。 

11月 30日 

 中国外務省は、11 月 29 日～30 日にかけて第 14 回印中国境問題特別代表会議がメノン特別代表

と戴特別代表の間で北京で開催されるとともに、メノン特別代表が習近平国家副主席を表明訪問

した旨発表。 

 インド外務省は、サルコジ仏大統領が 12 月 4 日から 7 日にかけて訪印し、バンガロール、アグ

ラ、ニューデリーを訪問する旨発表。 

Ⅳ. 日印関係  

11月 7日 

 英字各紙は、8 日～10 日に東京で開催されるアジア大都市ネットワーク 21 第 9 回総会に出席す

るため、ディクシット･デリー準州首相が東京を訪問する旨報道。 

11月 8日 

 広島県の湯浅知事がタミルナド州を訪問し、タミルナド州政府との間で経済交流に関する覚書に

署名。 

11月 22日 

 第 3回日インド原子力協定交渉が 22日から 24日にかけて東京で開催される。 

11月 29日 

 チョプラ･インド沿岸警備隊長官が訪日し、鈴木海上保安庁長官との間で日印海上保安機関長会

合が実施される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の注目点: オバマ大統領の訪印 

冷戦期においては、米中パキスタン VS 印ソの構図がありインドと米国の関係は必ず

しも緊密とは言えなかったが、2000 年のクリントン大統領(当時)による米国の大統

領としては 22 年振りのインド訪問を契機に関係強化が進んだ。ブッシュ Jr.大統領時

代には、9.11 テロ以降インドをテロとの闘いのパートナーと位置づけ、また、米印

間の原子力平和的利用協力協定交渉を妥結させるなど、米印関係が大きく進展した。

オバマ政権発足当初は、インド国内においてオバマ政権は中国重視ではないかとの不

安がささやかれたこともあったが、昨年オバマ大統領はシン首相をオバマ政権最初の

国賓として米国に招待した。本年も、インドをオバマ大統領のアジア歴訪の最初の国

として、11 月 6 日から 9 日にかけてムンバイとデリーを訪問し、オバマ大統領の外

国訪問としては最長の滞在時間とするなど、米国のインド重視の姿勢を対外的に強く

アピールしている。今回の米印首脳会談の成果も、インドの国連安保理常任理事国入

りへの支持の表明や輸出管理 4 グループへの参加支持の他、対テロ協力、アフガニス

タン支援、保健、教育、農業等の幅広い分野で協力強化を確認するなど、大変内容の

濃いものとなっている。また、オバマ大統領の訪印には、ドニロン国家安全保障補佐

官やガイトナー財務長官といった閣僚に加え、マクナーニー・ボーイング社 CEO や

インメルトGE会長をはじめとする200名超の経済ミッションが同行し、20件150

億ドル相当の商談を成立させ、右契約により米国で 53,670 人分の雇用が創出される

ことをホワイトハウスがわざわざ広報するなど、直前の米国中間選挙での民主党の歴

史的敗北という結果を色濃く反映する場面もあった。 
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＝◇ 最近のイベント ◇＝ 

◇第 14期日本インド学生会議活動報告会  

｢日本インド学生会議｣は、インドに関心を持つ大学生達がさまざまな大学を横断的に結んだ団体

です。インドの大学の同様な団体との長年に亘る交流を通して、両国の相互理解を深める活動を行

なってきました。特徴は何といっても｢お互いに学生(学生団体)という自由な立場｣での活動です。

日印の相互理解を深めるための継続した真面目な活動は、日印双方の関係者から高い評価を得てい

ます。 

11月 14日(日)代々木青少年センターで 14年目となる今年(第 14期)の活

動報告会がありました。9名の実行委員が、8月 12日～9月 8日にかけてコ

ルカタ、チェンナイ、デリーを訪問し、それぞれで開催した会議や交流活動

の様子を報告がありました。なかでも、社会、経済、文化に別れた分科会で

の議論と報告は非常に興味深く、多くの学生が最初に経験する戸惑、勉強や

交流を通じて深まる理解、等々、全員が得がたい経験をしたことがよくわか

りました。 

詳細は、協会への寄贈図書でもある『第 14期日本インド学生会議報告書』

(左記画像)、または日本インド学生会議ホームページをご覧下さい。 

URL  http://www.japan-india.jp/ 

 

◇日印文化記念交流祭 

去る 11 月 23 日、上野の｢ラ･ベル オーラム ホール｣で、シュリ サティア サイ セヴァ オーガ

ニゼーション主催、インド大使館後援の『日印文化交流記念祭』が行なわれました。式典では、ヘ

マント シン 駐日インド大使、当協会の森会長が来賓として祝辞を述べ、約 800人が参加する盛大

な会となりました。 

会場には当協会が保有する明治以来の日印交流の足跡となる貴重な写真が展示され、多くの方が

改めて日印交流の歴史を感じられたようです。 

＝◇ 今後のイベント ◇＝ 

◇近世二代と第百二十一世鷹司誓玉上人ゆかりの御品｢善光寺大本願上人展｣ 

信州善光寺といえば、日本人なら誰もが知っている寺院です。2008年にはインドのニューデリー

国立博物館において｢善光寺上人ゆかりの御品展｣(『月刊インド』2009 年 2 月号をご参照下さい)

が開催されました。また、善光寺本尊｢一光三尊阿弥陀如来｣は、日本に仏教を伝えた最古の仏像で

もあり、インドとも深い関わりがあります。 

当協会も後援している本展では、近世三上人の大本願ゆかりの品々を展示紹介し、善光寺の奉納

されている岡信彦作｢春秋草花図｣襖絵も特別公開します。 

善光寺の歴史を存分にご堪能下さい。 

主  催: 読売新聞社 

  日  時: 2010年 12月 26 日(日)～2011年 1月 17日(月)  10:00AM～18:30(閉場 19:00) 

          ※12月 31日(金)は、17:30(18:00閉場)、1月 1日(土･祝)は休業、最終日は 17:00 迄(17:30閉場) 

会  場: 日本橋三越本店 新館 7階ギャラリー 

        最寄駅 銀座線･半蔵門線｢三越前｣駅より徒歩 1分 

入場料: 一般･大学生 800 円 / 高校･中学生 600円 (小学生以下無料･税込) 

  お問合先: 日本橋三越本店 ☎03-3241-3311(大代表)

4. イベント紹介 
Japan-India Events 
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§『砂マンダラ―インド人間模様―』 

著  者: 恵原義之     絵 T･カガヤ 

発行所: 海風社 

定  価: 1,400円+税 

ISBN 978-4-87616-010-5  C0093 

  著者は、大阪外国語大学(現大阪大学)に学び、企業のインド事務所長として

活躍された方です。 

  本書は 5編の短い物語で構成されています。ビジネスの現場で関わった財閥

グループのオーナー経営者や役人等のインド人、企業や独立行政法人の現地駐

在日本人や様々な人々とのやりとりの細かい描写によって、インドでの仕事の

難しさ･特異さ、だからこそ得られる達成感を描いています。 

  著者がインド駐在中に交流のあった T.カガヤ氏による人物画 16 点が、読者の想像力を刺激しま

す。なお、協会会員には下記 3点の特別割引が適応されます。購入ご希望の方は下記出版社へ電話

または FAXで注文し、日印協会会員であるとお伝え下さい。 

海風社 〒540-0034 大阪市中央区島町 2-1-10 ヤハギ天満橋ビル 3F  ☎06-6943-7041  FAX 06-6943-5367 

1. 2割引(1,400円+税→1,120 円+税) / 2. 送料 1 冊 130 円(メール便)、4 冊以上無料/ 3. 払込手数料 120円(窓口)、80円(ATM) 

 

§『タミル語会話入門―初級学習者向け完全コース』 

著  者: R.E.アッシャー / E.アナマライ 

監訳者: 田中孝顕      CD2枚付き 

発行所: きこ書房 

 定  価: 2700円+税 

        ISBN 978-4-87771-616-5  C0082 

  南インドとスリランカで多く話されているタミル語、特に口語(会話)の習

得を目的とした入門学習書です。また、改まった会話や文語の入門書として

も有用です。 

附属のCDはタミル語を母語とするネイティブの音声を収録し、発音能力･聴

き取り能力･会話力をつけるのに役立ちます。 

 

5. 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 1月 21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。 

<お知らせ> 

   協会事務局の年末年始休暇―12月 29日(水)から 1月 3日(月)まで 

        (12月 28日火曜日の業務は午前中のみとなります) 

   お問い合わせ･ご連絡等は、休業期間を避けて下さいますようお願い申し上げます。 

   長年に亘って協会事務全般を担当し、協会運営の多くを担ってきた長田絹代さんが、11 月末日

を以って退職されました。ここにご報告致します。 

<編集後記> 

   今号の表紙は、11月13～14日に行われた、関西での始めての大規模なインド祭り“インディア･

メーラー2010”です。在日本印度商工会議所が中心となり総領事館も協力して、5万人を超える来

場者となりました。今後も毎年開催の予定です。 

先日、当協会ホームページ(HP)でもご案内致しました『桜本将樹スライド&トークイベント』に

参加してきました。桜本さん(桜本建築設計事務所代表)が、世界中のモダニズム建築を求めて旅

をした時の最終目的地であるインドでの、建築と旅のお話です。協会にいながら、インドでル･コ

ビジェ(の作品)を見ることが出来るとは全く知らず、紹介されたスライドを見てその美しさに驚

きました。同時に「さすがインド! モダニズムも網羅!!」と心の中で拍手喝采です。 

協会の HPを中心に、インド関連の催事を皆様にご紹介したいと考えております。情報をお持ち

の方は、協会までご連絡下さい。 

本年も、会員の皆様のご協力とご支援のおかげで、12 月号を皆様にお届けする事ができました。

ありがとうございます。 

皆様が良き新年をお迎えになられますよう、お祈り申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.10 (2010年12月17日発行)     発行者 平林 博    編集者 青山 鑛一 
発行所  公益財団法人 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/ 
 

 

 

 

 

6. 掲示板 
Notice 



 

 

 


