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日印協会 事務局長 西本達生 

 
表記理事会は、3 月 5 日（木）に、港区六本木の国際文化会館にて開催を予定しておりましたが、今年は異例

の事態下、協会始まって以来の初の電磁式による決済で評決がなされました。2020 年 4 月から始まる新年度事

業計画案ならびに実行予算案が承認されましたので、ここに会員の皆様にその骨子についてお知らせいたします。 
  

１． 決議事項 
第一号議案2020年度（令和2年度）事業計画の承認について（決議事項） 
事業計画案を電子メールにて各理事に送付し諮ったところ、2020年2月17日付け開催通知書に添付された「2020

年度事業計画書（案）」が、全理事の電磁式記録によって原案通りに承認された。  

1. 2020年度予算理事会 報告 

The Board Meeting of the Directors 

第一号議案  
2020年度(令和2年度)事業計画 
 
令和2年度事業計画の概要を以下に報告します。 
恒例の首脳相互訪問は、2019年度は安倍総理が12月にインド訪問の番でしたが、直前になって、訪問先の北東インド

の都市で開催予定であった首脳会談が、インドの改正市民権法に反対するデモが激化したことによる、インド内政の混乱

で取り止めとなりました。 
しかしながら、日印の両首脳が出会う場は、今年度中に二度ありました。 
また、首脳会談に先駆けて行われた11月30日の第1回日印外務・防衛閣僚会合「2＋2」を始め、両国の緊密さがうか

がえる機会が何度かありました。それらの内容とその意義を振り返り、日印関係を政治、経済から展望したうえで、日印

協会として次年度の活動方針を探ってみたいと思います。 
 
 
I. 日印関係の現状と展望 
 
2019年度の日印首脳の出会いの機会は、6月に大阪に於けるＧ20サミット、および9月にウラジオストクにて開催の、

東方経済フォーラムでの日印首脳会談でありました。いずれの場合にも、極めて友好的かつ、お互いに胸襟を開いた雰囲

気の場となりました。 
 
大阪での首脳会談では、安倍総理から、『自由で開かれたインド太平洋』の実現に向け、閣僚級『2＋2』の早期開催、

質の高いインフラを通じた連結性協力、ＵＳ－2 を含む防衛・安保協力の具体化を進めたい、またスタートアップ投資向

けファンド構築、デジタル、宇宙、サイバー等、日印関係のすそ野を広げる協力について具体的に述べました。モディ首

相からは、安全保障、デジタル、第三国協力、防災での協力を進展させていきたいと応じ、高速鉄道事業の着実な進展を

図ることで一致しました。 
他方ウラジオストク会談では、両首脳が共に日印関係をさらに前進させていきたいとし、日本側から日印物品役務相互

提供協定（ＡＣＳＡ）の合意と閣僚級「2＋2」の早期実現による防衛協力の更なる推進、およびサイバー分野、ＩＴ分野、

食品加工分野、健康医療分野、高速鉄道事業、人的交流などでの具体的な進展を得て，日印関係の幅を広げたいとの意向

を表明しました。インド側は、インド太平洋の共通ビジョンの実現に向けた取組，安全保障分野、デジタル分野，第3国

協力といった分野での協力を具体化させていきたい旨述べました。 
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この合意に基づき、閣僚級「2＋2」の実現において早速動きがあり、安倍総理の12月訪印に先駆けてのタイミングで、

11月30日に第1回日印外務・防衛閣僚会合「2＋2」がデリーにて開催され、物品役務相互提供協定（ＡＣＳＡ）締結の

大筋合意がなされたことによる、いわば日本はインドを「準同盟国」に引き上げることとなりました。 
 
これらの動きは、安倍総理が最初にアフリカ会議で提唱した「自由で開かれたインド・太平洋」の枠組みと、モディ首

相が唱える「アクト・イースト」政策とを融合し、カナダを含めた北アメリカ大陸と東南アジアからインドを介してアフ

リカ大陸までの、壮大な連結性の中核となる日本とインドの存在が極めて重要になってきています。 
 
さてインド内政・経済に目を転じると、昨年5月の総選挙で、与党ＢＪＰが予想外に圧勝しました。その勢いでモディ

政権は、公約遂行の荒療治に打って出て、改正市民権法を強行成立させたことで宗教対立が顕在化し、世界に範たる『世

俗主義』が揺らぎかねないほど政治混乱に陥っています。 
また経済面でも、インド初で2016年成立の破産倒産法（Insolvency and Bankruptcy Code, 2016）の実行が進み、や

はり公約であった経済の新陳代謝を図る荒療治が進みました。この結果、いわばゾンビ状態であった多くの企業やノンバ

ンクの資金が回転しなくなり、その結果、自動車販売が著しく低迷するなど、市場経済が大きく混乱し、実質ＧＤＰ成長

率が直近で5％に低下する事態となってきており、経済面で多くの懸念が指摘されるようになってきました。 
このような事態は、かつて2010 年の前後5 年の間、勢いのあった日系企業の投資意欲を、足元で損ないかねない危機

感を導き出していると言えます。 実際にインド進出を目論む企業からも、新幹線プロジェクトの大幅な遅れの報道にも

反応し、やはりインドは難しいなどの声が出てきております。 
 
しかしながら、日本とインドの関係は世界でも最も可能性を秘めた二国間関係であり、ともに地域や世界の平和と繁栄

に貢献すべき、歴史ある二国間関係を新しい分野に広げ、交流を強化しなければならないでしょう。 
このような背景から、日印協会の立場として、いかに重要な役割を果たしながら、相互理解を進め、二国間関係に貢献

するべきか、そのための活動方針を探ってみたいと思います。 
 
 
II. 当協会の対応 
 
1．そもそも当協会の目的と事業分類は、定款によると次の通りです。 
公①  インドの政治、経済、文化などに関する情報収集、調査、研究 
公②  日本人とインド人との交流促進の場の提供 
公③  講演会の開催、更に機関紙の発行を通じたインド及び日印関係に関する知識、情報の普及及び啓発 
公④  文化行事等の開催及び後援などによる文化交流の促進 
公⑤  日印双方の政府・関係団体に対する提言、さらにこの法人の目的を達するために必要な事業 
 
上記に即して実施している経常的な事業を分類すれば、下記のとおりです。 
（1） インドの政治、経済、社会、文化に関する情報収集、調査を行い、それらを講演会や機関誌『月刊インド』

やweb季刊誌『現代インド・フォーラム』を通じての紹介(公①) 
（2） 当協会のホームページを一段と機能を充実するとともに、フェイスブックを通じたインド関連情報の発信と

インド・ネットワークの拡充 (公③) 
（3） 日本企業のインド進出に対するアドバイスや企業の方々を対象として講演会の開催および個別の照会に対す

るアドバイス、さらに大学や大学院の「インド紹介講座」に対する支援や学生団体の交流事業への支援 (公③) 
（4） インドの社会や歴史に関する行事、更に舞踊や音楽などの文化行事を行う団体及び個人に対し後援するとと

もに、ナマステ・インディアをはじめ各種拡がりを見せている日本各地のインド祭関連への参加並びに支援。若者

の交流支援 (公④) 
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（5） 日印協会交流会、各種レセプション、セミナーなどを通じ、在日インド人コミュニティーとの連携を深め、

さらにインド各地の印日協会や経済団体との交流促進 (公②) 
 
 

2．新年度の重点事業 
日印協会としては、以上のような両国関係の進展を踏まえ、2020 年度においても、文化交流、人と人との交流やビジ

ネスの拡大に寄与するために、インドに関心のある各方面の人々を支援し、また、法人会員企業や法務・税務関連ファー

ム、日本大使館・領事館や在日インド大使館、さらにＪＥＴＲＯやＪＩＣＡなど政府系機関、日印経済委員会や経団連、

在日インド商工協会など内外の官民の関係各位の役に立つように、支援・協力して参ります。 
 
日印協会の財産の一つである、1903 年設立以来継続している機関誌『月刊インド』も、現存するページのデジタル化

を終え、一昨年度にアーカイブ化まで行いました。今年度は、公益性の観点から、資金の目途が立てば、一般に公開する

措置を考えていきたいと考えます。 
この『月刊インド』は、会員が気楽に読める月刊誌ですが、歴史的にみると政治、経済、文化、人的交流など日印関係

全般につき貴重な情報源となってきました。最近では記事の幅も広がり、インド人から英文での寄稿の採用も始めました。

これは、インド人会員の為だけではなく、国際経験のある邦人の会員からも、生で伝わると高評価となりました。 
毎号掲載している「インドニュース」はインドの情勢と日印関係の現状を簡潔にまとめた資料として重要性を増してい

ると考えます。このニュースは、日印協会からの要請に応じ、外務省南西アジア課が在インド在外公館からの報告やマス

コミ報道を簡潔に整理分類し、注目すべきことについてはコメントを付すものであり、信頼性の高いもので、外務省、在

外公館と特別の関係を持つ日印協会ならではのものと自負しております。 
 
また2015年9月に発足の「現代インド研究センター」は、センター長を平林 博理事長が兼務し、国際政治学者堀本武

功先生と小島 眞拓殖大学名誉教授のお二人を上席研究員（Senior Fellow）とし、より充実したWeb版季刊誌『現代イン

ド・フォーラム』（年4回発行）の企画編集と発行を続けております。この季刊誌は、協会のWebサイトにのみ掲載して

いるものですが、ベテランのみならず新進気鋭の学者・研究者、とりわけ最近ではインド人研究者、マスコミ人などによ

る英文の論文の掲載を通じて、機関誌『月刊インド』同様、深みのある論文集になって来ました。英語論文の場合は、簡

単な日本語訳（抄訳）を付しております。 
冒頭の日印関係の現状と展望で述べた、インドの目まぐるしく変動する政治・経済の情勢など深く分析し、インド進出

をお考えの企業に貢献して参ります。 
なお特集、論文などにつき役員の皆様からのご提案を歓迎いたします。 
 
事業としては、昨年 11 月にインドビジネス法務セミナー（実際の形式は、平林理事長が座長を務め、シンポジューム

としました）を開催しました。協会として初めての試みとなりました。 会員からの要望により法務に関するセミナーを

再度企画することと、ほかに税務・会計に関する企画も考えて参ります。 
この事業は、内閣府が定める上記事業（3）に該当します。 
 
引き続き、既存の会員は勿論、今後インド進出を計画している企業や、日印関係に寄与する団体・企業に対する情報提

供や、相談活動にも力点を置いて参ります。 
 

3．会員の状況 
 

（1）法人会員：（末尾に「会員の現状」及び入退会企業を含めた会員リストを参照） 
協会の活動と財政基盤を支える法人会員の数は、2020年2月末現在133社となり、昨年同時期より10社増となりました。 
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第二号議案 「2020年度予算（案）」の承認の件（決議事項） 
については、2020年2月17日付け開催通知書に添付された「2020年度予算（案）」が、全理事の電磁式記録

によって原案通りに承認された。 
 
第三号議案「評議員会の招集」の承認の件（決議事項） 
については、2020年2月17日付け開催通知書にて照会した「評議員会の招集」は、恒例通りに、来る6月中

の評議員会の招集の日程にて開催することで、全理事の電磁式記録によって承認された。 

新入会法人は； 瓜生・糸賀法律事務所 公益財団法人国際文化会館 株式会社國商 株式会社ディア 株式会社イー

トウェル（インド料理ムンバイ） エン・ジャパン株式会社 西村あさひ法律事務所 株式会社熊谷組 Nangia Advisors 
LLP 株式会社ハウラー  株式会社タマイインベストメントエデュケーションズ  株式会社テクノロジーOne の12
社 

 
対して年度内退会法人は； あずさ監査法人  三井農林 の2社です。 
退会の理由は、当協会からの直接的なメリットが見えないこと、事業不振で対外活動を一律カットといった理由でした。

当協会としては、日印関係の発展と将来性をご説明するとともに、ＣＳＲの観点からもご支援いただきたいとその都度翻

意を促しましたが、説得に応じていただけない結果となりました。 
 
インド進出日系企業数は、2019年10月時点の数字が公表されていませんが、1,500社を超えていると言われています。

（2018 年 10 月時点で 1,441社 在インド日本大使館発表）。各企業とも、インド市場を海外で数少ない重要マーケット

と位置付けていることに変わりはありません。チャイナリスクの回避先がベトナムに向いてしまい、インドは出遅れ感が

あります。モディ首相はこれを挽回すべく、法人税減免などいろいろなインセンティブを模索しています。当協会として

も、その内容を学習して、より会員の皆様に役立てるよう努めて参ります。 
 
新年度計画としては、140社に到達すべく挑戦したいと思います。 
 
（2）個人会員： 
2020 年 2 月末現在で 395人、昨年同期比 4人減となりました。うち、インド人会員 38人（昨年同期 40人）、学生会

員17人（昨年同期15人）と構成内容も大きな変動はありません。しかし高齢な会員の方のご辞退と、相入れ替わって壮

年の新入会員が続き、いわば新陳代謝が起きているように感じております。 新年度は、自然減ともいえる逆風状況では

ありますが、昨今のメディアによるインドに対する関心の高さを今後期待し、2020 年度も 500人に目標を掲げて努力す

る予算としました。  
 

4．2020年度予算  
 
（1） 事業活動収入は、約 33.3百万円と前年予算に比して約 100万円の増を見込みます。法人会員増分の会費と

講演会収入（日印首脳の会談報告）も見込みました。主たる収入源の法人会員および個人会員の会費増のために、

会員勧誘には最大限努力する所存です。 
 
（2） 事業活動支出は、消費税アップに伴う支出、人件費全体で 10万円増もありますが、33.6百万円と全体的に

ほぼ前年並みに抑えることを基本とします。内、直接事業費支出は、昨年度よりも講演会開催を多く計画すること

により、70万円増としました。 
管理費支出は、極力外注予算をミニマイズするとの観点から、このところほぼ全ての事業を外部流失しない常勤職

員が担っております。2020年もほぼ前年並みで回して参ります。 
 
（3） 事業活動の経常収支額では、上記の会員の募集により会費増額を図る努力をするも、前年度より 24 万円の

赤字を見込みます。 
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「会員の現状」（報告事項） 
については、2020年2月17日付け開催通知書に添付された「会員の現状」にて、報告した。 
 
前述の定款に従って、電磁式記録による理事会として、会議開催に代えて全議事を修了した。 

(五十音順 2020年2月末現在)

伊藤忠商事株式会社 株式会社ディア

インドステイト銀行 東京支店 一般財団法人東京芸術財団

ウェブスタッフ株式会社 株式会社東芝

弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所 株式会社東横インホテル企画開発

株式会社NTTドコモ トヨタ自動車株式会社

キヤノン株式会社 株式会社豊田自動織機

国際縄文学協会 豊田通商株式会社

国際スポーツ振興協会 DOWAサーモテック株式会社

公益財団法人 国際文化会館 日本航空株式会社

株式会社國商 株式会社日本視聴覚社

コグニティブリサーチラボ株式会社 日本製鉄株式会社

小島国際法律事務所 東日本旅客鉄道株式会社

株式会社小松製作所 株式会社菱法律経済政治研究所

Corporate Catalyst India Pvt.Ltd. 株式会社日立製作所

株式会社シンリョー フィデル・テクノロジーズ株式会社

株式会社ジャパンペガサスツアー 松田綜合法律事務所

スズキ株式会社 丸紅株式会社

住友商事株式会社 株式会社ミスズ

世界開発協力機構 三井物産株式会社

世界芸術文化振興協会 三菱ケミカル株式会社

全日本空輸株式会社 三菱商事株式会社

双日株式会社 武蔵野メディカル株式会社

第一三共株式会社 株式会社ライズ・ジャパン

有限会社ダイメックス ランプの宿株式会社

株式会社大和証券グループ本社

株式会社IPパートナーズ 株式会社電通

有限会社イートウェル 東京海上日動火災保険株式会社

株式会社 Willings 東洋アルミニウム株式会社

株式会社運動会屋 東洋インキSCホールディングス株式会社

エア・インディア リミテッド 東レ株式会社

株式会社エイチ・ティー・エル 株式会社中村屋

株式会社エトワール海渡 Nangia Advisors LLP

一般財団法人 MRAハウス 株式会社ニフコ

エン・ジャパン株式会社 西村あさひ法律事務所

沖印友好協会 特定非営利活動法人日印国際産業振興協会

鹿島建設株式会社 日印ビジネス支援協会 株式会社

株式会社熊谷組 日産自動車株式会社

鴻池運輸株式会社 公益財団法人日本交通公社

株式会社コックス・アンド・キングス・ジャパン  一般財団法人 日本国際協力センター

Sunwell Solutions Japan 日本通運株式会社

山九株式会社 日本電気株式会社

株式会社システムコンサルタント 日本放送協会

株式会社資生堂 野村ホールディングス株式会社

有限会社シタァール ハイカル ジャパン

品川イーストクリニック 株式会社ハウラー

株式会社商船三井 株式会社博報堂

JFEスチール株式会社 阪和興業株式会社

株式会社ジェイグリーン バンク・オブ・インディア 東京支店

株式会社ジェイティービー パナソニック株式会社

スタンダードチャータード銀行 日立造船株式会社

住友重機械工業株式会社 株式会社日吉

住友電気工業株式会社 株式会社ピーアイ・ジャパン

セコム医療システム株式会社 富士通株式会社

ZEUS Law 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学

ソフトバンクグループ株式会社 前田建設工業株式会社

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 株式会社みずほ銀行

高砂熱学工業株式会社 三井住友海上火災保険株式会社

ダイキン工業株式会社 株式会社三井住友銀行

第百ゼネラル株式会社 三菱重工業株式会社

大和ハウス工業株式会社 株式会社三菱UFJ銀行

株式会社タマイインベストメントエデュケーションズ 株式会社ヤクルト本社

TMI総合法律事務所 株式会社安井建築設計事務所

ティー・ディー・パワーシステムズ・リミテッド  ヤマハ発動機株式会社

帝人株式会社 ユーピーエルジャパン合同会社

株式会社テクノロジーOne 株式会社LIXIL

株式会社デリー 学校法人立命館

株式会社デンソー YKK株式会社

　　　　株式会社タマイインベストメントエデュケーションズ（教材）　　　株式会社テクノロジーOne（資源再生）　

　　　　　　　　株式会社イートウェル（インド料理ムンバイ）　　　エン・ジャパン株式会社

公益財団法人日印協会  法 人 会 員

特
 
別
 
法

人

会
 
員
 

49
社

一
 
般
 
法

人

会

員
 

84
社

年度内退会法人：あずさ監査法人　　　三井農林
年度内入会法人：瓜生・糸賀法律事務所　　　公益財団法人国際文化会館　　　　株式会社ディア（ITサービス）
　　　　　　　　コグニティブリサーチラボ株式会社（ソフトウェア開発）　　　株式会社國商　　　

　　　　　　　　西村あさひ法律事務所　　　株式会社熊谷組　　　Nangia Advisors LLP（インド税務法律）
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元ソニー・インディア・ソフトウェア・センター社長 

武鑓行雄 個人会員 

はじめに 

私は、2008年10月から、インドのシリコンバレーと呼ばれるバンガロール（正式にはベンガルール）のソニ

ーのソフトウェア開発拠点に責任者として着任した。ソニー入社以来、コンピュータ関連製品の開発に従事して

おり、仕事で米国のシリコンバレーは頻繁に訪れていた。

世界の IT 業界の中心が米国であることはよく理解して

いたつもりだった。インドといえば、米国など先進国の

ソフトウェア開発やサポート業務を低価格で請け負うと

いうイメージであった。その後、7 年にわたり駐在する

ことになるが、ソニーの開発拠点は約3倍の千数百人規

模に拡大し、ソニーにとっては、国内以外では最大規模

の開発拠点と成長した。日本企業の中では大きい方では

あるが、欧米企業、韓国、中国企業は、さらに規模が大

きい。インド IT 業界は、想像以上に成長し、激変して

いるのである。 
私は、その現状を多くの方に知ってもらいたいと思い、2018年3月に『インド・シフト 世界のトップ企業は

なぜ、「バンガロール」に拠点を置くのか?』（PHP研究所）を上梓した。 
本稿では、激変するインド IT業界とバンガロールを紹介する。  
 

インドのシリコンバレー、バンガロール 

バンガロールは、南インドのほぼ中心部にあり、面積は東京 23 区よりやや広く 741平方キロメートル、標高

920メートルの高原にあり、気候は1年を通して快適である。人口は、

ムンバイ、デリーに次いでインド第 3 位だが、人口増加率はトップで、

現在では1千万人を超えている。 
人口の増加に伴い都市部の発展はめざましく、2008年には国際空港(ケ

ンペゴウダ国際空港）が新たに開港し、2011年にはバンガロール・メト

ロの一部が開通するなど、公共インフラの整備が急ピッチで進んでいる。

さらに巨大ショッピングモールが次々とオープンし、リッツ・カールト

ンやマリオットなどの外資系高級ホテルチェーンも続々と参入してきて

いる。いたるところで巨大なビルの建設が進み、気が付くと世界の名だ

たる企業のロゴ・マークが掲げられていたり、最新のマンションとなっ

ている。 
なぜ今、南インドの地方都市がこれほど急激に成長

しているかというと、世界中から名だたるＩＴ関連の

大企業がこの地に開発拠点を設置しているのが、理由

の一つである。先に述べたようにバンガロールは、「イ

ンドのシリコンバレー」と称されるほどＩＴ産業が盛

んな都市である。今や世界中の企業で、ＩＴテクノロ

ジーと無関係でいられるところはなく、システムやサ

ービス開発のかなりの部分が、ここバンガロールで行

われるようになり、その数も規模も年々拡大し、多く

の人や資金がこの地に集まってきているのだ。 

2. 激変するインドIT業界とバンガロール 

Rapidly Evolving Indian IT Industry and Bangalore 

ソニー・インディア・ソフトウェア・センターが 
入居するエンバシー・テックビレッジ 

 

バンガロール郊外にあるケンペゴウダ国際空港 
（2008年開港） 
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激変するインドIT業界 

世界的に IT技術革新が加速する中で、インド IT 業界は右肩上がりの拡大を継続している。インド IT 業界団

体であるNASSCOMによると、2000 年には80億ドルだった売上が2016 年には、1540億ドルと約20 倍にも

拡大している。その約 8割の 1160億ドルは海外からの受注である。すなわち、世界を相手にしたグローバル・

ビジネスである。当初は先進国のソフトウェア開発の下流工程（コーディング、テスト、メインテナンス）を受

け持っていたが、その上流工程（要求分析、設計など）も担当するようになっている。現在では、システムや製

品・サービス全体の開発も担当している。さらに、ビッグデータ、ＡＩ、ＩｏＴ、ブロックチェーンといった破

壊的とも言われる新技術の登場がその成長を加速させている。シリコンバレー企業とともに動き、しかも若年の

高度ＩＴ人材の数がケタ違いに多いインドＩＴ業界は、こうした新技術へのキャッチアップが圧倒的に早いから

だ。そのＩＴ技術力はシリコンバレーにも迫ろうとしている。 
  
こうした激変の中心地が、南インドの都市、"インドのシリコンバレー"と呼ばれる「バンガロール」であるが、

現在はインド各都市に急速に広がりを見せている。 

インドＩＴ業界の直接雇用は約 400万人で、日本の約 90万人（経済産業省「ＩＴ人材の最新動向と将来推計

に関する調査結果」2016 年 6 月）を圧倒する規模である。これだけ規模が大きいのは、主に欧米企業の大規模

市の中心部にあるカボンパーク。街中に緑が多く、 
公園も整備されている。 

バンガロール・メトロ 
（2011年開通） 

単位: 10億USドル

注：それぞれの年の数字は、前年４月からその年の３月までのもの
出典：NASSCOM

規模拡大を続けるインドIT産業
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な仕事を請け負うためでもある。2016 年のインドのＩＴ産業の輸出を地域別に見てみると、アメリカが 62％と

圧倒的に多い。これに、イギリス（17％）、ヨーロッパ（11％）を加えると、約 90％を欧米が占めることにな

る。日本は2％以下の「その他」の中に入っているが、日本だけで見ると1%以下で、金額では10億ドル以下で

ある。現状では日本企業のインド IT業界の活用は極めて限定的と言える。 
インド IT 業界の成長を支えているのが、インドＩＴサービス企業である。継続的に規模拡大を続け、巨大化

している。10万人以上を雇用しているインド ITサービス企業は5社あり、最大手のタタ・コンサルタンシー・

サービシズ（TCS）は、約45万人を雇用している。バンガロールには、業界第2位で20万以上を雇用するイン

フォシス（Infosys）や、約17万人を雇用するウィプロ(Wipro)の本社がある。多国籍のグローバル ITサービス

企業である、IBMやアクセンチュアなども世界従業員数の3分の1の10万人以上をインドで雇用しており、そ

の比率は年々増加傾向にある。 

戦略拠点に変貌するグローバル企業のインド開発拠点 

インドに自社の開発拠点を構えるグローバル企業も年々増え、その規模も拡大している。現在では、欧米のほ

とんどの主要企業が拠点を設置していると言ってもいいほどだ。本国以外では最大規模の拠点も多い。業種は、

世界を代表する IT企業のみならず、通信、半導体、電気、自動車、産業機械、小売、金融など多岐にわたる。 
こういった社内向けのインド開発拠点の役割は、企業により異なるが、研究開発や製品開発に関係することが

多く、R&Dセンターとも呼ばれる。2015年で約1000社が設置しており、80万人が雇用されている。インドＩ

Ｔ業界の輸出の約20％にあたり、215億ドル（2兆4000億円）の規模になっている。また、国別では、アメリ

カ企業が68％、ヨーロッパ企業が24％を占め、日本企業はわずか4％である。 
多くの日本企業は、日本で研究開発や製品設計を行い、インドをマーケットとして捉えている。ところが、欧

米企業は、インドの開発拠点で、すでにグローバル製品の開発を行なっている。さらには、インドなどの新興国

ビジネスの戦略拠点として活用している。 
 

急増するインドのスタートアップ企業 

ここ数年、インドのスタートアップ企業数が急増している。 
私が着任当時に、私のアパートの側で、二人の若者がスタートアップ企業「フリップカート」を創業した。創

業当時は、ネットで本の注文を受け、バンガロール近辺の本屋で探して、郵送していたそうだ。その後、劇的な

成長を遂げ、インド最大のｅコマース企業へと成長した。2018 年には米国ウォルマートに 160億ドルで買収さ

れ、傘下に入った。その後も次々と、スタートアップ企業は創業され、成長企業が増えている。 
インド IT業界団体のNASSCOMのレポート（2019年版）によると、2014年〜2019年に創業したスタート

アップ企業だけで、約9000社にものぼる。 単なる数の多さだけではなく、ユニコーン企業（未上場で、時価総

額が10億ドル以上の企業)の数も24社あり、中国（206社）、米国（203社）の次である。既にイギリス（21社）、

ドイツ（11社）、イスラエル（7社）を抜いている。なお、日本は 3社のみである。インドは、すでに世界第 3
位のスタートアップ大国となっており、2025年には4倍に拡大するとの予測もある。 

インド第2位のITサービス企業・インフォシスの 
本社キャンパス内のビル 

ウィプロのエレクトロニック・シティのオフィス。 
掲揚されている国旗は、 

その日の訪問者の国を示している。 
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スタートアップが増加している背景には、多数のベンチャーキャピタルやエンジェル・個人投資家の存在、さ

らに起業家たちを支えるエコシステムが整ってきたことがある。スタートアップ支援拠点が300カ所以上に設置

されている。大学系、企業系、政府系など様々な形態がある。多くの有名大学には、インキュベーション・セン

ターが設置されている。グローバル企業もオープンイノベーションを目的にアクセラレーター・プログラムを始

めている。 
 

IoT時代に向けて日印連携の可能性 

現状では、日本企業は、インド IT サービス企業の活用や、自社の開発拠点を設置している企業は少なく、IT
分野での日印連携は限られている。 
その理由として、この激変するインド IT 業界に対する理解不足がある。また、インド活用に当たって、英語

という言葉の問題があるのも事実だ。また、日本独特な仕事の進め方にもあると考える。インド IT 業界は欧米

流の開発手法を積極的に取り入れ、ある意味グローバル・スタンダードに近いといってよい。ＩＴ技術革新のス

ピードについていくには、日本側が自ら変わる意識と覚悟が必要だ。 
ＩｏＴ時代を迎え、日本とインドとの連携では大きな可能性が生まれている。日本はものづくりにおいて、ま

だ圧倒的な強みを持っている。一方で、必要とされるＩＴ人材の不足が大きな問題だ。また、社会インフラが進

んでいるが故に、あまりにも特殊で、日本向けの商品やサービスでは世界展開が難しくなりつつある。それはＩ

ｏＴでさらに加速される。他方、インドは、すでにＩＴ先進

国であるアメリカとの連携で、最先端のＩＴ技術を獲得し、

豊富な人材が生まれている。また、巨大なインド市場がある。 
これまで、日本企業のインドＩＴ業界との連携と言っても、

コストダウンを目的とした小規模なオフショア程度であった。

残念ながらこのモデルはあまり大きな成果を生まなかったよ

うだ。今は、どの企業もＩＴ技術を中心に置き、イノベーシ

ョンを起こすことが必要とされている。そのためにも、戦略

的なインドとの連携が大きな可能性を秘めている。 
インドＩＴサービス企業とパートナーシップを組み、イン

ド市場やグローバル市場に向けたソリューションを開発する。

アマゾンや日系企業などが入居するバンガロールの 
ワールド・トレード・センター（2010年開業） 

ソフトウェア、インターネット、IT機器
マイクロソフト、グーグル、アマゾン、オラクル、
SAP、アドビ、HP、Dell EMC、ネットアップ、
アカマイ、イーベイ、インチュイット、ケイデンス、
シノプシス、シトリックス・システムズ、
ブイエムウェア、ベリサイン、マカフィー、
リンクトイン、楽天

ITサービス、コンサルタント
IBM、アクセンチュア、キャップジェム二、
コグニサント、NTTデータ

半導体
テキサス・インスツルメンツ、インテル、クアルコム、
AMD、エヌビディア、アーム、STマイクロ、
ブロードコム、フリースケール、サイプレス

通信・ネットワーク機器、通信事業者
シスコシステムズ、ジュニパーネットワークス、
ノキア、エリクソン、ファーウェイ、アバイア、AT&T、
ブリティシュ・テレコム

電機、自動車関連、産業機械
ソニー、東芝、日立、フィリップス、サムソン、LG、
ボッシュ、メルセデス・ベンツ、ハネウェル、GE、
シーメンス、ボーイング、エアバス、
ロールス・ロイス

小売
ウオールマート、ターゲット、テスコ、
ビクトリアシークレット、ロウズ、ＪＣペニー

金融
ゴールドマンサックス、モルガンスタンレー、
JPモルガン・チェース、フィデリティ、
ウェルズ・ファーゴ、オーストラリア・ニュージーラン
ド銀行、ビザ 、ＣＭＥグループ

その他
３M、エクソン・モービル、カーギル

ユニコーン企業
ウーバー、グラブタクシー、ゴジェック

グローバル企業のバンガロール開発拠点
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インドのスタートアップ企業を活用してオープンイノベーションを狙う。インドに自社拠点を設置し、インドの

トップ人材を採用し、自社技術と最新ＩＴ技術を融合した新製品、サービスを生み出すなど、可能性は様々であ

る。 
インドは、「新興国にも関わらず、IT 先進国」という、世界でも例のない国である。様々なインド発のイノベ

ーションも起こり始めている。日本の経験と知恵、インドＩＴ業界が結びつくことが、日本企業がグローバル競

争時代を生き抜くための強力な戦略になると考える。 
 

最後に 

2018年には、日印政府間で日印デジタル・パートナーシップ協定が締結され、バンガロールには、日印スター

トアップハブが設置されるなど様々な動きが出ている。 
インドといえば、首都であるデリーや北インドの観光地を訪問する日本人は多い。是非、バンガロールも訪問

してもらいたい。百聞は一見にしかずである。改めてインドの可能性を感じていただけると思う。 
今年は念願のバンガロールへの直行便を日本航空が就航予定である。日本とバンガロールの人的な交流が増え、

さらにIT分野での日印連携が加速し、日本だけでは生み出せないイノベーションが創出されること願っている。 
 
（本稿は、一般財団法人国際経済連携推進センターのIIST e-Magazine 228号に寄稿したものをベースに、最新情報をアップ

デート・加筆いたしました。） 
※写真は筆者撮影、地図と図表はデータを元に筆者が作成 
 
たけやり・ゆきお：元ソニー・インディア・ソフトウェア・センター社長 2008年から7年間に亘り、バンガロールの開発拠

点の責任者として着任し、戦略的な規模拡大に貢献する。帰国後にソニーを退社。現在もインド IT業界と日本企業の連携を推

進する活動を継続している。2018年3月に『インド・シフト世界のトップ企業はなぜ、「バンガロール」に拠点を置くのか?』
を上梓。 
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京都大学大学院人間･環境学研究科 特定講師 

バッテ・パッラヴィ Pallavi Bhatte 個人会員 

 

京阪電車中之島線に乗り、なにわ橋駅を降りて地上に出ると、美麗なファサードをもつ近代洋風建築が眼前に

現れる。堂島川と土佐堀川に挟まれた中洲に建ち、ネオ・ルネッサンス様式と「辰野式」を取り入れたこの赤煉

瓦建築は、大正7（1918）年の落成以降の約1世紀、大阪なにわの文化・芸術・教育史上、重要な役割を果たし、

現在では重要文化財の指定を受けている。 
この大阪市中央公会堂の開館から3年後の大正10

（1921）年3月末、欧亜の諸民族で組織された一座

がここで奇術興行を披露した。そこには、若くして

日本の土を踏んだ一人のインド人移民も含まれてい

た。その名を「ボビー・サトー」という（「サトー・

ボビー」や「サトウ・ボビー」のほか、アルファベットで

は“Bobi Sato”や“Boby Sato”との表記もある）。彼が海を

渡り、極東の日本に辿り着いたのは、祖国インドが

長らく大英帝国の支配下に置かれ、20世紀初頭から

インドの独立をめざす運動がインド人やインド系移

民によって推進されたことと関わりが深い。その運動の波は地球大に広がり、日本にも達することになる。 
 
独立運動の中核を担った人物を挙げるとなると、インド国内で「非暴力」主義を指揮・実践したマハトマ・ガ

ンディーがまず思いつくだろう。その次は「中村屋のボース」ことラース・ビハーリー・ボース（1886-1945）
や、インド国民軍の指導者で「ネタージ」と称されたスバス・チャンドラ・ボース（1897-1945?）になるだろう

か。またアナンド・モーハン・サハイ（1898-1991）のように、日本で民間レヴェルの交流を続けた後にインド

国民会議派の日本支部長を務め、インド国民軍でも重要なポジションを得た者もいた。だが運動の担い手は彼ら

だけではなかった。この研究ノートで紹介する「ボビー・サトー」のような無名のディアスポラもまた、「志士」

と自任して「闘い」に加わっていたのである。 
当時、日本政府はイギリスと同盟関係（第二次日英同盟）を締結していたことから、インド人独立運動家の日

本出入国、日本各地における彼らの活動、訪問先、思想、発言、交際範囲などに鋭く監視の目を光らせていた。

政治活動家はもちろんのこと、ビジネスマン、外国語教師や留学生、さらにはボビー・サトーのような一介の移

民に過ぎない者にまで日本当局の監視対象は及んだ。彼ら在日インド人移民の動静をつぶさに記録した戦前期の

外務省文書は、今日もなお外務省外交史料館に残されている。その数ある史料のなかから今回は、大阪市中央公

会堂で興行を実施する前後のボビー・サトーの足跡に迫ってみたい。この謎多き人物にスポットライトを当てる

ことで、大正期の日本社会におけるインド人ディアスポラの在り方、そしてその独立運動との関わり合いを明ら

かにしていくための一助としたい。 
 
大正10年3月10日に埼玉県知事の堀内秀太郎が内務大臣の床次竹二郎、外務大臣の内田康哉、警視総監の岡

喜七郎、栃木県知事に宛てた記録によると、当時ボビー・サトーは「要視察印度人」とカテゴライズされ、その

住所は「東京市本郷区湯島天満町三ノ一」であった。埼玉県の熊ヶ谷駅（現：熊谷市）で下車した彼ら一行（14~15
名）は同地の熊盛座や本庄町（現：本庄市）の電気舘において（2月）22日から3月4日まで興行をなし、翌5
日に同県の本庄駅より栃木県佐野町（現：佐野市）に向かったという。同日この通報を受信した栃木県知事の平

塚廣義は、1週間後の3月12日付の記録のなかでボビー・サトーを「興行師 要注意印度人」とし、一行が同月

5 日以降の 3 日間を佐野町の萬座において曲芸を興行し、8 日以降の 3 日間は宇都宮市の歌舞伎座において同様

3. 大正10年、日印交流史の一齣 ―謎の亡命者を追って― 

A 1921 Vignette of Japan-India Exchange:  
In Pursuit of a Mysterious Refugee in Taisho Japan 

 

重要文化財に指定されている大阪市中央公会堂 
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の興行に従事した旨を書き留めていた。一行の宇都宮駅出発日時は12日の午前9時23分、新たな目的地は茨城

県の結城町（現：結城市）であった。13・14日に茨城県下館町（現：筑西市）の下舘劇場において興行をおこな

い、15 日に再び栃木に向かった一行は寄席の泉屋に滞在して同所で活動、21 日には群馬県の伊勢崎町（現：伊

勢崎市）をめざすことになる。 
残念なことに、彼らが北関東各地でいかなるパフォーマンスを披露したかについては史料に記載がなく不詳だ

が、少なくとも彼らが大阪に到着した頃、諸民族混成の「演劇団」であったことは次の史料から確かであり、大

正期の大衆文化・娯楽史の面からも興味深い。大阪府知事の池松時和が大正 10 年 4 月 6 日付で内務大臣、外務

大臣、警視総監、兵庫・埼玉・群馬・栃木の各県知事に書き送った記録の前半部分に注目してみよう（史料中の赤

枠・傍線などは本稿筆者による。以下同様）。 

 
ここでは「要視察印度人来阪ニ関スル件 東京市本郷区湯島天満町三ノ一 要視察印度人 芸人 サトー・ボ

ビー 当二十八年」という記載に続き、一団の成員の出身地域・名前・年齢がリストアップされている。これに

よると「印度人芸人」3名、「露国女優」2名、「露国芸人」1名、さらにはアフリカ人 1名と日本人 3名がボビ

ー・サトーに同伴していた。後半の記述に従えば、演劇団を組織して 3 月 27 日の午前 8時に来阪した一行は大

阪市北区東梅田町の尾之道屋旅館に投宿、同日の午後 6時から 10時まで、中之島の中央公会堂における新日報

社主催の奇術興行に出場した。翌28日も中央公会堂に出場した一座は旅館で1日の休養日を過ごした後、30日

に大阪市南区難波河原町一丁目の富士屋旅館に転宿したとのことである。さらに史料は、4月9日以降の5日間、

神戸の聚楽館で興行を実施することが決まったことや、ボビーが病に臥して何ら言動もないことに加え、一座が

来阪した経緯やそこから神戸に移動した事情を次のように明らかにしている。すなわち、彼らは群馬県伊勢崎で

の地方巡業中、大阪新日報社と 1ヶ月の継続興行の契約を交わして大阪に招聘されたが、2 日間の興行で解約さ

せられ、契約履行の交渉も甲斐なく、やむなく次の興行の場を神戸に定めたのであった。これらのことを報じた

3 日後の4 月9 日、大阪府知事の池松が作成した記録によれば、ボビー・サトーたちは4 月8 日午後1時35分
大阪駅発の列車に乗り、神戸市水木通の冨田屋旅館に向かったとされる。北関東の各県知事と同様、池松も「管

下滞在中容疑ノ言動ヲ認メズ」と報告書を結んだ。 「興行師」「芸人」として活動していたボビー・サトーに対

し、この時点では何ら「容疑ノ言動」を見つけられなかった日本当局であったが、果たしてその容疑とはいかな

るものだったのだろうか。 
 
大正10年6月14日、日本国内でのインド独立運動が活発化する一つの契機となった事件が起きた。研究者の

あいだで「アタル事件」と呼ばれてきたこの出来事は、東京外国語学校のインド人ヒンドゥスターニー語教師ハ

リハルナート・トゥラル・アタル（1889-1921）がイギリス大使館の圧迫を受けたことを理由に、本郷区駒込林

町の自宅で服毒自殺を遂げたことを指す。アタルの自殺は直ちに東京朝日新聞をはじめとする各新聞誌上で報じ

られ、アタルの死から9日後の6月23日には東京帝国大学で同大学の民族主義運動団体「日の会」主催のもと、
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追悼講演会が挙行された。「日の会」の常任幹事に就いていた中谷武世（1898-1990）が最晩年に回顧したところ

によると、追悼講演会の規模は「聴衆二千人文字通り立錐の余地なき盛況」であったという。また中谷は昭和 50
（1975）年11月、「日の会」組織者の一人である岸信介（1896-1987）との対談中、ラース・ビハーリー・ボー

スが「隠れ家の新宿中村屋から始めて公衆の前に姿を現した」とも振り返っていた。すなわち、アタルの追悼会

はボースが日本亡命から約6年ぶりに「出現」する機会にもなったのである。中島岳志もボースの伝記的研究（2005
年）のなかで、「彼にとってはこの会への参加が、『中村屋への雲隠れ』以降、表舞台に姿を見せる最初の機会で、

後の日本での活発な言論活動への幕開けとなった」と述べている。 
 
さて、次に示す画像は「アタル事件」から約1ヶ月を経た大正10 年7 月12 日に作られた記録の一部である。

「在京印度人ノ現況」と題された報告書の冒頭部には、「目下多少注意ヲ要スルヘキ行動ニ出テツツアリト認メラ

ルルハ『モジユムダル』及『ボビー、サトー』ノ両名ナリトス彼等ハ業務ノ傍ラ英米人ニ接近シ且両国官憲ノ密

偵ヲ為シツツアルヤノ疑ヒアリ」とあり、再びボビー・サトーの名が日本の外務省記録に現れる。彼は「モジユ

ムダル」（シシル・クマール・マジュムダール）なる同郷人とともに、英米国官憲の密偵容疑を持たれ、日本当局

の警戒対象となっていた。推測の域を出ないが、おそらくこのスパイ容疑こそ、ボビー・サトーが当局にマーク

され続けた理由ではないだろうか。もちろん彼らに対する監視は単に日英同盟の取り決めに従うという意味のみ

ならず、日本社会における外国人の動向を広く把握することは日本の国益の面でも重要であったに違いない。 
この記録は前記2名以外の在京インド人たちが「反英的言辞ヲ弄シ延イテハ日本ノ後援ノ下ニ機ヲ見テ英国ノ

羈絆ヲ脱シ自治独立ノ域ニ達セシムヘク腐心」したり、「民間志士ト脉絡ヲ通シ反英思想ヲ煽揚」していたりした

こと、またアタルの死を境に彼らの行動が目立ちつつあったことを伝えたうえで、計8名の在京インド人の職業・

氏名・年令・住所の一覧を示し、さらに各人に対して日本当局が収集し得た機密情報（彼らの動向、来日背景、

交際関係、アタル本人との関わり、アタルの遺書をめぐる言動など）を略述している。紙面の都合上、今回は上

記8名のうち、ボビー・サトーに関する情報のみを概観しよう。 
 
大正 10 年 7 月、彼はもはや「興行師」や「芸人」ではなく、「露天商（アイスクリーム）」として記録されて

いた。住所は「本郷区湯島天神町三丁目」と前回の史料とほぼ同様であるが、年齢は「当三十年」とされている。

これに続く記述の前半部分によると、日本当局が掴んでいたボビー・サトーの亡命背景、キャラクター、当時の

交際関係などはおよそ次のようなものであった。 
英国政府の圧迫から親を殺され、財産の没収に遭い、11歳で亡命、各国を転々として労働に従事してきたボビ

ー・サトーは、大正2（1913）年に上海経由で日本に渡ってきた。性質は過激で思慮は浅薄、常にインド独立を

云為し、志士と自認していたという。生活は収入のわりに贅沢であり、英国官憲のスパイを働いていたとの風評

もあった。大正 10 年の春に「露国芸人」を伴って各地で興行しようとした際には、英米両国の密偵容疑者「モ

ジミダル」（マジュムダール）より資金供給を受けていたにもかかわらず、ボビー・サトーは彼と関係を持ってい
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ないかのごとく振る舞っていたようである。また他のインド人たちから誹毀されていたボビー・サトーは、一時

的に大杉栄（1885-1923）と交際したこともあったが、当時は活動写真館員などと交遊していた。素行不良と見

なされていた彼は日本人女性の松田ヨシを内妻とし、子女2名を抱えていたが、浅草の一活動写真館女給で青木

仙太郎の長女ミツとは私通関係にあり、同人宅に止宿していた。内妻の松田ヨシを顧みないばかりか、生活費を

も支給させる有様であったという。 
これらの情報に続いて明らかになることは、アタルのマジュムダール宛ての遺書についてボビー・サトーが語

ったことや両者の関係のほか、マジュムダールが英国大使より託された「密命」についてである。ボビー・サト

ーはマジュムダールと同郷の関係から親交があったが、「金銭ノ為メニハ何事ヲモ為ササルナキ性質」ゆえに、ボ

ビー・サトーも彼に対して常に心を痛めていた。アタルのマジュムダール宛ての遺書において彼がスパイとされ

ていたことは事実であり、彼が英国大使館に出入りしてインド人の行動を密告していたことで窮地に立たされた

状況もあったようである。またボビー・サトーは、マジュムダールが大正 8（1919）年 11 月に英国大使の密命

を果たしたことで 4,000円余の報酬を受けていたことを知っていた。そして大正 10 年 6 月 3 日の「英国皇帝ノ

誕辰ノ祝賀」でマジュムダールに会ったとき「日本国飛行界ノ現況ニ関シ英国大使館ヨリ調査方密命アリタルカ

君モ余ノ手助ケヲ為セ」と迫られたが、ボビー・サトーこれを拒絶したという。本史料中のボビー・サトーに関

する記述は、「僅カ二百六十円ノ一会社員」であったマジュムダールの贅沢な生活はすべて「売国的行動ニ依ル対

価」であるとし、「同国人ハ彼ヲ蛇蝎視シ何時シカ報復セラルル事アランカト噂シ合ヘリ云々」と結んでいる。 
 
この研究ノートでは大正 10 年 3・4・7 月の史料の一部を取り上げたが、それ以降に作成された日本当局の機

密文書にもボビー・サトーは姿を現す。これらによると、彼は横浜のインド人宝石商とも交わりを持っていた。

また大正11（1922）年10月27日の記録作成者は、「印度独立運動員トシテ其色彩最モ鮮明ナル」者として、「ボ

ース」と「サヴァルワル」（ケショ・ラム・サバルワル）とともに「ボビー」の名を挙げている。同日に彼ら 3
人が主たる発起人となって「印度人倶楽部」を創立した事実のほか、関東大震災をくぐり抜けたボビー・サトー

の新たな生業、ボースとの関係の変化なども、日本当局の記録から裏付けられる。それらの史料紹介は別の機会

に譲りたい。 
本稿で示してきたとおり、今回扱った戦前期の外務省史料は、「中村屋のボース」という巨人の活躍の影でその

存在が見えにくかった人々、従来の歴史叙述では「端役」の位置にあった人物たちの軌跡や人間模様を浮かび上

がらせ、彼らを物語の「主役」として描き出し得る可能性を持っている。そして興味深いことに、関東では埼玉

の熊盛座や栃木の萬座など、また関西では大阪の中央公会堂や神戸の聚楽館を巡ったボビー・サトーの事例から

は、インド独立運動が日印／印日交流史や日英関係史のみならず、近代日本の芝居小屋と劇場のあゆみとも接し

ていたことが初めて明らかになった。今後もボースの周辺にいた人々の動向を微視的に追いながら、インド独立

運動の総体における日本の位置づけを捉え直していきたい。 
 
最後に余談であるが、「Netflix時代」になりつつある今日、大阪市中之島で本稿冒頭の写真を撮りながら、私

は一つのボリウッド・アクション大作を思い出した。アーミル・カーンが主演を務めたその作品は、日本で『チ

ェイス！』というタイトルで封切られたDhoom 3（Yash Raj Films, 2013年）である。映画の主人公は、幼少期

にサーカス団長の父を亡くすという悲劇を味わい、青年期にサーカス団を新たに興してリヴェンジに燃えたダー

ク・ヒーローであった。約1世紀前、大阪市中央公会堂で奇術ショーを披露したボビー・サトーもまた、大正期

日本のインテリジェンス史料から想像するに、ある種のダーク・キャラクター的側面を持ち合わせていたようだ。   
  
【付記】 
 この研究ノートにおける一次史料（JACAR, B03050977600; B03050977700）の翻刻・引用にあたっては、旧字体を新字

体に改めた。また本稿はJSPS科研費16K02998の研究成果の一部である。内容の一部は、2019年9月14日に筑波大学で開

催の第3回EAJS日本会議における研究報告に基づいている。  
 

バッテ・パッラヴィ (Pallavi Bhatte)：ムンバイ出身。2000年来日。人間・環境学博士(京都大学)。主たる研究テーマは両

大戦期の世界史、移民史、トランスナショナリズム、印日交流史。最近はメディア表象や記念顕彰にも関心を持っている。 
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日印協会主務 山本真里枝 

 

4月11日現在、新型コロナウイルスは猛威を振るい、世界全体の感染者数は160
万人超え、死者数は 10万人を超えた。先週、東京を含む 7 都府県の「緊急事態宣

言」が発令され、不要不急の外出自粛が呼びかけられている。 
まさか世の中がこのような状態になるとは想像もできなかった 2 月 28 日に、私

は友人と初めてのインド旅行に出発した。 
 
「日印協会に勤めているなら、インドに行ってみなくちゃ始まらない」 
私の周りのインド好きの人々は、「トイレ事情は最悪」、「町に牛の糞が落ちている」、

「破れて使えないお札を渡される時がある」など、良い所よりも悪い所ばかりを強

調して嬉しそうに話す。それは、あたかも自分が大事にし、愛する家族をわざと謙

遜して人に話すような感じ。彼らから話を聞けば聞くほど実際のインドを体験して

みたくなった。 
同行者探し 

昨年5月連休頃から、私は同行者を探し始めた。何人もの友人に声をかけては、ことごとく断られる日々。「ど

うしてインド？ もっとのんびりできる所はどう？」、「10年若ければ行くけど……」、「衛生状態が心配じゃない？」

とかで断られ、郷里の友人がやっと「ちょうど色々落ち着き、どこか外国に旅行したかったの」 「インドでもい

いよー」とインドに積極性はないけど一緒に行ってくれる事になった。安全を重視してパックでの旅行に決めた。 
写真撮影が趣味の友人の気が変わらないように、インドの美しい場所を紹介し、11月に誰かが「ゆるやかなア

ウシュヴィッツ」と表現した大気汚染悪化のことも、悪いと思

いつつ旅行までは黙っていた。旅行先のデリーの PM2.5 の値

が300を超え、ひどい時には 1000近くになったのだ。日本で

は70を超えると「不要不急の外出を避ける」よう警告される。

私はマスクをしていれば大丈夫と思ってマスクを用意した。（こ

の時に用意したマスクがとても役に立っている。） 
お正月休みに e-VISA 取得に挑戦し、何度も画面がタイムア

ウトなりながらも半日以上かけて取り、後は出発日を待つだけ

になっていた。 
 

新型コロナウイルス発生 

1月中旬、中国・武漢で新型コロナウイルス感染者が出て、瞬く間に世界各地に広がりだした。 
無料で旅行がキャンセル出来るのは 1 月 28 日まで。その頃の日本での感染者は 7人ほどで、インドでの感染

者は 0人。ケララで2人の感染者が出たのは1 月30 日。マスクが次々と店頭から消え、2 月を過ぎる頃には、

テレビの報道は“コロナ”一色になった。 
この時期に海外旅行に行くべきか。それもこれまで行ったことのない国に。インドの医療事情は、日本と比べ

るとあまり良いとは言えない。考えれば考えるほど気分は暗くなるばかりで、「タージマハル」やジャイプールの

「風の宮殿、ハワー・マハル」などを楽しみしていた、旅行計画当初の気持ちはどんどんと萎んでいった。いつ

しか旅行の目標は、「友人と共にとにかく無事に日本に帰って来ること」になっていた。 
韓国の感染者が急激に増えた 2 月半ばより、インドでは日本からの入国者に対する体温チェックが始まった。

その基準は 37.22度。寒がりの私がホカロンを張っていたら、基準を超えそうな体温だ。入国できなかったらど

うするのかと旅行会社に尋ねると、その場で日本の緊急連絡先に電話してください、とのこと。電話したらどう

にかしてくれるのだろうか。しかし、自分のできる感染予防をして出かける覚悟をした。 

4. 新型コロナウイルスにおびえた初インド旅行 

First Trip to India Frightened by COVID-19 

写真を撮る時だけマスク
を外していた頃 

朝アグラに向かう途中は霧に包まれていた景色 
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「東京ではウイルス殺菌効果があるアルコールが入ったウエットティッシュが手に入らない」と友人に伝えた

ら、出発当日、彼女は大判ウエットティッシュを5パックも買ってきてくれた。非常にありがたかった。でも重

い。トイレ用に使うティッシュに加えて、荷物はティッシュ類で一杯になった。彼女の買ってきたウエットティ

ッシュにはアルコールが入っていないことが判明したのは後々。フェノキシエタノールってアルコールじゃなく

て防腐剤なんだ……。 
 

いざ成田出発、無事インド入国 

成田空港は、閑散として緊張感が漂う。空港にいる全ての人がマスクを着け、中にはガスマスクみたいな大型

のマスクをつけた人も。私たちも何かに触るたびにトイレ前に置いてあるアルコール消毒剤を手につけ、普段手

洗いさえさぼりがちな私なのに、かなり神経質になりそれだけで疲れてしまった。 
機内は予想に反して驚きの満席状態。たまに聞こえる機内の咳におびえ、10時間がとても長く感じられた。私

は、「熱いお湯」でのどを殺菌していれば大丈夫と確証もないけど信じていて、何度も「熱いお湯」をリクエスト

した。キャビンアテンダントは、常にマスクと手術で使うようなぴったりとした手袋を着用して運んできてくれ

た。 
到着後、長い廊下の途中、健康状態と滞在先を書く「健康調査票」チ

ェックと額での検温があった。私と友人は別なカウンターでチェックさ

れた。私のカウンターでは「連絡先携帯電話番号、メールアドレスを記

入して」と指示があったが、友人には指示がない。二人ともパスしたが、

人により指示することが違う、これがインドなのね。 
ガラガラにすいた e-VISA用の入国審査でパスポートにスタンプを押

してもらい、荷物をピックアップして空港の外でガイドに会った。「無事

に入国できるか心配だったよ。昨日アライバルヴィザの発給停止が発表

され、e-VISA での入国も明日だったら無理だったかも」とガイド。イ

ンドの神様に感謝いたします、私をインドに呼んでくれたのね。 
外に出てみると、空港内と違い、ガイドも含め視界に入る人々は誰もマスクをしていない。PM2.5 の指標は

200を超えているし、新型コロナウイルス予防はしないのだろうか。ホテルに車で向かう夜7時近くは大渋滞中

で、窓を閉めていても常にクラクションの大きな音が鳴り続ける。そう、これも聞いていたインドだ。 
 

インド観光と買い物 

簡単に観光した場所をご紹介すると、到着の次の日2日目の午前で、レッドフォート、ラージガート、フマユ

ーン廟、クトゥブ・ミナールを見て、ジャイプールへ 6時間 30分のドライブ。観光途中から、マスクは止めて

しまった。気温29度で暑いし、誰もつけていないのでマスク姿は目立ち過ぎた。 
3 日目、ジャイプールでは、午前にアンベール城、シティパレス、風の宮殿、ジャンタル・マンタルを観光、

午後にアルガール要塞、アルバート・ホール博物館、ビルラー寺院を見学。4 日目は朝からアグラヘ 6時間ドラ

イブ、途中チャンド・バオリ、ファティプール・シクリを観光。5 日目は、タージマハル、アグラ城を見て、午

後からデリー空港に向かって4時間半のドライブで空港へ行き帰国。 
長い移動も車中から外の生活感のある人々や建物を見ていると、「世界ふれあい街角歩き」「世界の街道を行く」

のレポーターになった気分だ。ドライバーは前の車の後ろにぴったりつけてずっとクラクションを鳴らし続け、

どんどん遅い車を追い越していく、日本では完全にあおり運転だ。スリル満点のドライブを楽しみ、思ったより

時間が早く過ぎた。 

ひと気がないデリー空港で 

時速40キロのため、警笛ならせと書いてある お洒落過ぎる子供達、マスクとは無縁 
 

車窓からの景色、宗教の行事らしい 
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お土産屋には寄らないツアーなので、どうしても買いたいものを、先にガイドに伝えて観光の合間にどこかに

寄ってもらうことした。オーガニックのお茶ならここが一番と、紅茶とスパイスや雑貨を売るとっても小さなお

店に連れていかれた。そこの商品はかなり割高だったが、友人はガイドに気を使って高い値段の紅茶を購入した。 
インドのパンジャビスーツを買いたいと伝えると「色々な種類がある婦人服のお店を見てみませんか」と団体

旅行御用達のブロックプリント工場に連れていかれた。ん～、私は純粋な日常

服を売っているお店を期待したのだけれど。その工場では円で値段交渉をした

ので、次の街角の婦人雑貨屋の買い物では大失敗。頭の中で為替の計算を完全

に間違え、数字に弱い私はルピーなのに円だと勘違いして値段交渉成立。代々

木公園ナマステインディアで買うよりも高い値段で買い物をしてしまった。 
だんだんわかってきたことは、ガイドにはガイドの事情があり、仕事のコミ

ュニケーションを円滑にするため、お客を連れて行かなくてはならない道理が

ある。しかし、買う買わないかは、お客（私たち）の自由なのでそれについて

ガイドは全く関知しない。断るならハッキリと「No, Thank you」とひとこと言えばいいのだ。それが分かり、

買い物交渉もパニックにならず上手になって来た頃には最終日。インドで買いたかった物リストの半分も買えず

に旅行終了。リベンジ旅行を計画しなくては、いつか。 
 

旅を終えて、それから 

帰国後、新型コロナウイルス感染は収まらず、3月3日以前に発行されたインド入国VISAは一旦無効になり、

再度インド大使館、領事館で申請が必要になって、よほどの理由でないと発給されなくなった。 
私が申し込んだパックツアー会社が、2月29日発以降の海外ツアー（私たちのは28日発）からは、取消料全

額免除できると発表していた。あの時、無料でキャンセル出来なかったから、今回のインド旅行が実現したのだ。

やはり私のインド運は強い。 
同行してくれた看護師である友人は、体調には全く問題なかったにも関わらず、帰国後突然に、感染対策のた

め、職場から2週間の自宅待機を命じられた。その後、元気に職場復帰をしているが、私は彼女に大変な迷惑を

かけてしまったわけだ。彼女は「写真で見ていたタージマハルを実際見て、そのスケールに感動したよ。」「行っ

て良かった！」と話す。友人よ、こんな時期に付き合ってくれてありがとう。またインドに一緒に行ってね。 
 
その後、日本ばかりか全ての国際民間旅客航空便がインドに着陸ができなくなった。現在、インド全土ではロ

ックダウンが行われており、人々は自宅または滞在先に留まることになっている。東京でも昨日 4 月 10 日は 1
日の感染者数が過去最大で189人になり、累計感染者数は1,705人になった。全国だと6,076人だ。 
私がインド行き飛行機内で感じていたウイルスへの恐怖が、今は笑い話ではなく日常化している。だけど、何

も出来ない私があせっても、心配しても現状は変わらない。自分や家族、協会事務局や会員、世界の安全を願い

つつ、インドで「やりたい事」「買いたい物」などの「インドお楽しみリスト」を更新してまたインドを再訪でき

る日を待つだけだ。 
  

失敗した買い物の様子 
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◇ インドニュース（2020年2月）◇ 

１ 内政 

【連邦政府/連邦議会】 
２月５日：モディ首相は，下院議会で，最高裁の判決に従いアヨーディヤにラーマ寺院建設のための信託組織（trust；
Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra）を設置することを発表した。 
 
【デリー（ＤＬ）準州】 
２月８日：ＤＬ準州議会選挙が実施され，投票率は６２．５９％。 
 
２月１１日：印政府選挙管理委員会は，ＤＬ準州議会選挙の開票結果を発表。庶民党（ＡＡＰ）は，前回よりも

議席を減らしたものの，過半数を大きく上回る議席を獲得し，引き続き単独政権を樹立した。 
 
【ジャンム・カシミール（ＪＫ）準州】 
２月６日：ＪＫ準州政府は，公共安全州法（Public Safety Act，ＰＳＡ）に基づき，アブドゥッラ元州首相及び

ムフティ前州首相らの軟禁期間を３か月延長することを決定した。 
 
【改正市民権法（ＣＡＡ）】 
２月１０日：デリー（ＤＬ）市内のジャミア・ミリア・イスラミア大学（ＪＭＩ）の学生等が無許可で大学から

国会議事堂までデモ行進を試みたが，デリー警察がこれを阻止。デモ隊はバリケードを乗り越えようとする等し

て，警察との間で小規模の衝突が発生した。 
 
２月１２日：プデチェリー準州議会は，ＣＡＡの撤回を連邦政府に求める決議を採択した。 
 
２月２３日：同日夜，ＤＬ準州北東地域の複数箇所（Gokulpuri，Bhajanpura，Maujpur）において，ＣＡＡに

それぞれ賛成及び反対する活動参加者による大規模な衝突が発生し，投石や建物等への放火，威嚇射撃が行われ，

居合わせた警官１名が死亡。 
 
２月２４日：前日ＤＬ準州で発生した同衝突が大規模化したため，ＤＬ準州北東地域１０地区に４名以上の集会

を禁止する刑事手続法第１４４条が適用され，また，複数メトロ駅の出入り口が封鎖，同地域の学校は休校とな

った。これまでに，合計５名（市民４名，警官１名）が死亡，少なくとも５０名が負傷。 
 
２月２５日：ＤＬ準州での放火及び投石が継続したことから，中央警察予備部隊（ＣＲＰＦ）及び武装警官らが

同地域に配備された。また，複数地域（Maujpur，Jafrabad，Chand Bagh，Karawal Nagar）において外出禁

止令が発出され，準州警察は，適用されている刑事訴訟法第１４４条を１か月後の３月２４日まで適用すると発

表した。 
 
２月２７日：ＤＬ準州警察は，同暴動発生地域に平常が戻ったと発表した。 
 
２ 経済 

２月１日：シタラマン財務大臣は，２０２０年度本予算案を国会に提出し，財政演説を行った。 
 

5. インドニュース(2020年2月-3月) 

News from India 
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２月６日：インド準備銀行（ＲＢＩ）は，２０１９年度第６回金融政策決定会合を開催ししたところ，概要以下

のとおり。 

 

２月２８日：統計・計画実施省（ＭＯＳＰＩ）傘下の国家統計局（ＮＳＯ）は，２０１９年度第３四半期（２０

１９年１０月～１２月）のＧＤＰ成長率を４．７％と公表した。前年同期（２０１８年度第３四半期）の同５．

６％及び前四半期（第２四半期）の同５．１％（改定前は４．５％）を下回り，２７四半期ぶりの低水準となっ

た。また，２０１７年度以降の第１～第３四半期の統計について遡及改定を行い，今年度の成長率は５．０％と

なるとの見通しを公表した。 
 
３ 外交 

（印パキスタン関係） 
２月６日：印外務省は，パキスタン・マレーシア共同声明において，カシミール問題が言及されたことに対し，

（パキスタン・マレーシア共同声明に）インドの不可欠かつ不可分であるジャンム・カシミールについて言及さ

れたことを完全に拒否するとする印外務省報道官の声明を発表した。 
 
（印米関係） 
２月２４～２５日：トランプ米大統領が国賓として訪印（アーメダバード，アグラ及びデリーを訪問）。アーメダ

バードでは，サバルマティ・アシュラムを訪問した後，市内スタジアムで開催された「ナマステ・トランプ」イ

ベントで演説。アグラではタージマハルを観光。デリーでは，首脳会談や印企業とのミーティングを行った。 
 
（ＥＡＳ） 
２月６日：インド外務省は，チェンナイで第４回海洋安保協力に関する東アジアサミット（ＥＡＳ）会議を開催

した。 
 

ポイント：２０１９年度第６回金融政策決定会合 

（１）政策金利（レポ・レート）は５．１５％のまま据え置き（委員全員一致）。 
（２）金融政策に対するスタンスは「緩和的（accommodative）」で維持。政策スタンスの先行きについて，「イ

ンフレ率がインフレ目標範囲内に留まることを確保しつつ，経済成長を享受するために必要な限り，緩和的スタ

ンスを維持」とのフォワードガイダンスは前回に引き続き維持。 
（３）インフレ見通しは，２０１９年度第４四半期は６．５％，２０２０年度上半期は５．０～５．４％，２０

２０年度第３四半期は３．２％。（注：前回のインフレ見通しは，２０１９年度下半期は４．７～５．１％，２０

２０年度上半期は３．８～４．０％。） 
（４）２０２０年度のＧＤＰ成長率は６．０％，うち，上半期は５．５％～６．０％，第３四半期では６．２％。

（注：今年度の成長率見通しについて，政府が５．０％と予測している事に言及。また，前回の成長率見通しで

は，２０２０年度第１四半期は５．９～６．３％。） 
（５）政策金利での長期流動性供給を通じて長期貸出金利の低下を促すＬＴＲＯｓ（Long Term Repo Operations）
の導入や自動車ローン，不動産及び中小零細企業向け等の特定セクター向け貸出支援策，中小零細企業向け貸出

に関する現金準備比率規制の緩和及び中堅企業向け貸出金利低下促進策など，オペレーションの見直し及び規制

緩和を行い，政策金利以外の手段による事実上の金融緩和を実施。 

今月の注目点（その１）：アヨーディヤ問題：ラーマ生誕地巡礼地信託の設立  

 

１．背景 
２０１９年１１月９日，最高裁は，アヨーディヤの係争地をヒンドゥー側に帰属させ，ムスリム側には政府

が代替地を与える判決を下した。ヒンドゥー側は判決を歓迎，ムスリム側も判決を受け入れ，見直しを求めな

いことを表明。最高裁は，連邦政府に対し，ラーマ寺院建設を担当する信託を判決後３ヶ月以内に設立するよ

う命じた。 
 



 

22 
月刊インド 2020年 4月-5月合併号 

 

 

２．神託概要 
「ラーマ生誕地巡礼地信託」（Shri Ram Janmabhoomi Treeth Kshetra Trust）は，ヒンドゥー側に帰属す

ることとなった元係争地（通称，ラーマ生誕地）におけるラーマ寺院の建設を監督する任務を負い，独自の意

思決定権を有する。政府によって接収された６７．７０３エーカーのラーマ生誕地は全て同信託に委譲される。 
同信託は１５名の理事によって構成され，アヨーディヤ問題の係争においてヒンドゥー側の弁護士を務めた

パラサラン元法務長官が理事長を務め，ダリット１名を含むヒンドゥー教関係者の他，連邦政府及びＵＰ州政

府により指名されるインド行政職（ＩＡＳ）２名，アヨーディヤ県長官が理事を務める。ＲＳＳ及びＲＳＳの

宗教ウイングである世界ヒンドゥー教会（ＶＨＰ）関係者は理事に含まれていない。 
同信託は，個人及び団体から無条件で広く寄付を募ることができる。 

 
３．マスジッド建設用代替地 
連邦政府は，マスジッド建設用の代替地として，ラーマ生誕地より約２５キロの地点にある５エーカーの土

地をムスリム側に与えることを発表した。この土地は，最高裁判決を受けＵＰ州政府が連邦政府に提案した３

つの候補地の中から，交通の便，参拝者の便宜，宗教間の調和，法と秩序の観点から連邦政府が選定したもの

である。ムスリム側は，政府からの正式な提案を待ち，２４日に予定される会議において代替地提案の受け入

れ是非を決定する予定である。 

今月の注目点（その２）：「ナマステ・トランプ」におけるトランプ大統領の演説（米ホワイトハウス発表トラ

ンスクリプト） 

 
１．冒頭 
米国はインドを愛している，米国はインドを尊敬している，米国は常にインド国民に対し誠実で忠実な友人

である。 
皆さんは米国民に対して素晴らしい敬意を払ってくれている。メラニアや私の家族共々，今回の（インドに

よる）素晴らしいホスピタリティを常に忘れない。今日から，インドは，我々の心の大変特別な位置に居続け

るだろう。 
 
２．インド，米印関係について 
今やモディ首相は，広大なインド共和国で非常に成功した指導者である。昨年，６億人以上が（下院総選挙

の際に）投票に行き，世界最大の民主的選挙において同首相に類いまれなる圧倒的勝利をもたらした。モディ

首相は，グジャラートの誇りであるだけでなく，努力と献身さをもってすればインド人は何でも達成できると

いうことの生きた証である。 
我々はインドを非常に誇りに思う。インドという国の物語は，目を見張る進歩の物語であり，民主主義，並

外れた多様性，そして何より強く高貴な人々の奇跡である。インドは全人類に希望を与える。インドは，たっ

た７０年の間に経済大国となり，歴史上最大の民主主義国となり，世界中で最も素晴らしい国の１つとなった。

２１世紀に入ってから，印経済の規模は６倍以上に成長し，１０年で，印では２億７０００万人が貧困から抜

け出した。 
インドは，まもなく世界で最大の中産階級を抱える国となるだろう。そして１０年以内に，インド国内の最

貧困層は完全に消滅すると見られている。インドの可能性はとても信じられない。インドの繁栄し独立した国

家としての台頭は，世界中すべての国家のお手本であり，今世紀における最もめざましい功績の１つである。

インドが民主国家として，平和国家として，寛容な国家として，そして大いなる自由の国として成し遂げたか

らこそ，一層（インドの台頭は）感激させるものなのである。世界には強制（coercion），脅迫，そして攻撃に

よって力を求める国と，自国民を自由にし，夢を追いかけさせることによって台頭する国との違いが存在する。

インドは後者である。だからこそインドの過去７０年間の功績はどこに行っても類を見ないのである。 
米国とインドでは，我々は皆高貴な目的のために生まれてきたことを知っている。すなわち，我々の最大の

可能性に到達すること，卓越性と完璧性に向けて取り組むこと，あらゆる栄光を神に捧げることである。この
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精神に則り，印国民と米国民は常により素晴らしくなろうと常に努力しており，だからこそ両国は文化，商業，

そして文明の中心として世界中に光と活力をもたらしているのである。 
インドは，数多くのヒンドゥー教徒，イスラム教徒，シク教徒，ジャイナ教徒，仏教徒，キリスト教徒，ユ

ダヤ教徒が調和の中でそれぞれの神を敬う場所として，世界中で常に賞賛されている。インドでは，１００以

上の言語が話され，２４以上の州がある中，インドは常に一つの偉大な国として断固としてそびえ立っている。

インドの統一性は世界を鼓舞するもの。 
 
３．軍事協力 
米軍は完全に再編成され，未だかつてないほど強い。そして，我々は世界中の同盟や友好関係を，迅速に再

活性化させている。我々は米軍再編のため２兆５千億ドルを投じた。世界で最も強力な軍隊である。私がイン

ドにやってきたのは，愛情と友好の精神で，驚くべき力と可能性を有する米印間の大切なパートナーシップを

拡大させるためである。 
米国は，米印の防衛協力を継続するにあたり，この星で最も優れ最も恐れられている軍事装備品をインドに

提供することを楽しみにしている。米国は，航空機，ミサイル，ロケット，艦艇等，史上最高の兵器を作って

いる。米国は最上級品を造る。そして今，米国はインドと取引をしている。これは最新の防空システムや，武

装及び非武装無人航空機を含む。 
私は，明日，米印の代表者が絶対的に最強で最新鋭の軍事ヘリコプターを含む３０億ドルを超える装備品の

取引に署名することをここに発表することを嬉しく思う。私は，米国がインドの最高の防衛パートナーでなけ

ればならないと信じており，そしてそれが良い結果を生んでいる。米印は共に主権と安全を擁護し，我々の子

供たちと将来世代のために自由で開かれたインド太平洋地域を守っていく。 
 
４．対テロ協力 
米国とインドは，イスラム過激派テロの脅威から自国民を守るとの鉄壁の決意の下に固く団結している。米

国は，価値観を共有し，米国民を愛する者は歓迎するが，米国の国境はテロリストやいかなる過激主義に対し

ても常に閉ざされているという点は明白にしている。このような理由から，多額の費用を投じて，米国民の安

全を脅かしうる者が入国しないような歴史的措置をとってきた。米印はテロリストを食い止めるために共に取

り組み，テロリストのイデオロギーと闘うことにコミットしている。現米国政権は，パキスタン国内で活動す

るテロ組織及び過激派の取締りに向けてパキスタンと前向きに取り組んでいる。米国とパキスタンとの関係は

大変良好である。このような取組のおかげで，我々はパキスタンとの協力において大きな進捗が見えてきてい

る。そして米国は，南アジアにおける緊張が軽減され，より大きな安定がもたらされ，南アジアの全ての国々

にとって調和的な未来になることに期待を寄せている。 
 
５．経済協力 
今次訪印中，モディ首相と自分は二国間の経済関係の拡大のための議論を実施する予定。米印は，これまで

の貿易取引の中でも最も大規模なものの一つになる貿易ディールを締結するだろう（we’ll be making very, very 
major-among the biggest ever made- trade deals）。米印は，両国間の投資の障壁を取り払うための素晴らしい

貿易取引の交渉の初期段階にある。モディ首相がかなりタフな交渉人であるという点を除いて，自分は我々首

脳間で協働することで，ファンタスティックな合意に達することができると楽観的にみている。 
 
６．宇宙協力 
米印は将来の宇宙探査協力のために緊密に連携している。チャンドラヤーン２号計画は素晴らしい進歩であ

った。米国はインドとの宇宙協力の拡大を楽しみにしている。インドは有人宇宙飛行分野も含め，現在の限界

の壁を越えようとしている，それは素晴らしいことである。米印は星と宇宙への旅路における友人となりパー

トナーとなる。 
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◇ インドニュース（2020年3月）◇ 

１ 内政 

【連邦政府/連邦議会】 
３月２日：予算国会後半会期が開会した。 
 
３月１６日：コヴィンド大統領は，現在空席の上院議会大統領任命枠１議席に，ランジャン・ゴゴイ元最高裁長

官を任命した。 
 
３月２３日：両院議会は，新型コロナウイルスの感染拡大を理由として予算議会後半会期を閉会した。 
 
３月２５日：新型コロナウイルスの感染拡大を受け，内務省は，４月から開始予定であった国勢調査及びＮＰＲ(全
国人口登録簿)更新調査の延長を決定した。 
 
【デリー（ＤＬ）準州】 
３月２３日：ＤＬ準州政府は，長らく反対してきた連邦政府のアユシュマン・バーラト制度（医療保障制度）の

実施を決定した。 
 
【ジャンム・カシミール（ＪＫ）準州】 
３月４日：ＪＫ準州政府は，印憲法３７０条無効化以降初めてソーシャルメディアの利用制限を撤廃した。 
 
２ 経済 

【インド経済（第３９回ＧＳＴ委員会会合の決定状況：政府発表）】 
３月１４日：物品・サービス税（ＧＳＴ）委員会が開催されたところ，概要以下のとおり。 

 
３ 外交 

（印・バングラデシュ関係） 
３月９日：インド外務省は，モディ首相のバングラデシュ訪問の延期を発表した。 
 
（印・イスラエル関係） 
３月１２日：インド外務省は，モディ首相とネタニヤフ・イスラエル首相の電話会談について発表した。両首脳

は，二国間関係のレビューを行い，新型コロナウイルスについても意見交換を行った。 
 
（印英関係） 
３月１２日：インド外務省は，モディ首相とジョンソン英首相の電話会談について発表した。両首脳は，印英戦

略的パートナーシップを更に強化させる意向を示し，気候変動等における印英協力に満足の意を示した。また，

両首脳は，新型コロナウイルスについても意見交換を行った。 
 
（ＳＡＡＲＣ） 
３月１５日：インド外務省は，新型コロナウイルス対策のため，ＳＡＡＲＣ首脳陣とテレビ会談を実施した旨発

表した。 
 
（印・サウジアラビア関係） 
３月１７日：インド外務省は，モディ首相とサルマン・サウジアラビア国王の電話会談について発表した。 

ポイント 

（１）携帯電話及び特定の部品に係る税率を12％から18％に引き上げる。 
（２）航空機整備等サービスに係る税率を18％から５％に引き下げる。 
（３） ＧＳＴ未払額に係る金利は，正味の納税予定額に対して課する（2017年７月１日に遡って適用する。）。 
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（印・ＥＵ関係） 
３月２４日：インド外務省は，モディ首相とライエン欧州委員会委員長の電話会談について発表した。両首脳は，

新型コロナウイルスの現状と対策について議論し，Ｇ２０の枠組みにおける協力の可能性等について意見交換し

た。 
 
（印・アフガニスタン関係） 
３月２４日：インド外務省は，モディ首相とガーニ・アフガニスタン大統領の電話会談について発表した。 
 
（印露関係） 
３月２５日：インド外務省は，モディ首相とプーチン大統領の電話会談について発表した。両首脳は，新型コロ

ナウイルスの現状について議論し，同問題について協力していくことに合意した。 
 
（Ｇ２０） 
３月２６日：インド外務省は，Ｇ２０テレビ首脳会談について発表した。 
 
（印・ＵＡＥ関係） 
３月２５日：インド外務省は，モディ首相とハリーファ・ビン・ザーイド・アール・ナヒヤーンＵＡＥ大統領の

電話会談について発表した。 
 
（印・カタール関係） 
３月２６日：インド外務省は，モディ首相とサーニ・カタール首相の電話会談について発表した。両首脳は，世

界的な新型コロナウイルスのパンデミック及び社会的・経済的影響について意見交換を行った。モディ首相は，

新型コロナウイルス対策に関するＳＡＡＲＣ及びＧ２０のイニシアチブについても説明した。 
 
（印仏関係） 
３月３１日：インド外務省は，モディ首相とマクロン仏大統領の電話会談が実施された旨発表した。 
 
今月の注目点（その１）：新型コロナウイルス関係（モディ首相によるスピーチ（３月１９日）） 

 
１．新型コロナウィルスにより世界は大きな危機の中にあり，第二次世界大戦よりも多くの国が影響を受けて

いる。インドは慢心してはならない。全てのインド国民が警戒しなければならない。いまだに治療法やワクチ

ンは見つかっていない中，新型コロナウィルスは急速に拡大している。新型コロナウィルスの戦いには国民の

協力が必要である。 
  
２．そのためにも，決意と抑制が新型コロナウィルスと戦う鍵である。政府，州政府の指示を遵守し，まず自

身をウイルスから守ることで，周囲の人を守るという決意が重要。そして，具体的な方法として，混雑を避け

る，家に滞在する等を実施して欲しい。自分は感染しないだろうと思い，マーケット等に出かけるのは間違い。 
 
３． 社会的距離がその鍵である。不要不急の渡航・旅行は控えるべき。３月２２日（日）午前７時から午後９

時までJanata Curfew（注：一般国民に対する自主的外出抑制）を実施するので，国民に従うよう求める。今

回のJanata Curfewの成功が，今後のさらなる困難に打ち勝つ上で役立つことになる。 
 
４．日々，治療に当たっている医療関係者等を称えるため，３月２２日（日）午後５時から５分間，ドアの外

や窓の外で拍手等，敬意を表するよう求める。真に必要で無い限りは病院での受診を抑制し，軽度であれば，

知り合いの医者等に電話で相談することを要請。手術についても，真に必要で無い限りは先延ばしを検討して

欲しい。 
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５． 経済に対する大きな影響があり，財務大臣が主宰するタスクフォースを設置した。今後あらゆる手段をと

っていく。 
 
６． 市民による買い占めを控えるよう呼びかける。必要なものを必要な量だけ購入するようにして欲しい。ま

た，使用人等を雇用している人は，彼らに休暇を与えて欲しい。彼らにも家族がいるのである。 

今月の注目点（その２）：新型コロナウイルス関係（モディ首相によるスピーチ（３月２４日）） 

 
１．３月２２日にJanata Curfewを実施し，すべてに国民の貢献により，Janata Curfewは成功した。この成

功は，インドが危機に直面した際にいかに対応するかということを示した成功例である。 
  
２．皆，世界の最も発展した国々が，このパンデミックにより困難に陥っているのを見ている。これらの国々

の努力が不十分かつ資源が不足しているわけではない。コロナウイルスは，こうした努力，準備にも関わらず，

急速に拡大し，各国が対応に苦慮している。コロナウイルスに立ち向かうのであれば，感染の連鎖を止めなけ

ればならない。 
 
３．コロナウイルスに立ち向かうには社会的距離が唯一の道。家から出ないことが唯一の予防方法である。 
 
４．感染のサイクルを止めなければならない。自分（モディ首相）を含め社会的距離を守らなければならない。

真剣に受け止めない人々により，この感染は広がる。その結果，家族，インド，世界を困難に陥らせる。社会

的距離が患者だけを対象とするものと考えるのは間違いである。これは，全市民，各家族に必要である。 
 
５． 今晩深夜０時より，全国で完全なロックダウンが実施される(Complete lockdown)。これは外出禁止令(curfew) 
のようなものである。Janata Curfewより数段階高く，厳しい措置となる。コロナウイルスの感染拡大に立ち

向かうために必要な措置である。インドはこのロックダウンによる経済的代償を払う必要があるであろう。し

かし，全国民の命を守ることが，自分(モディ首相)とインド政府の最優先事項である。すべての人に対して，今

いる場所にとどまるよう要請する。現状を踏まえ，ロックダウンは２１日間続く。今後２１日間は我 (々インド)
にとって極めて重要であり，専門家によれば，最低２１日間のロックダウンは感染拡大を防ぐのに極めて重要

である。 
 
６．全国的なロックダウンは，国民の家にラクシュマン・レーカー(注:ラクシュマンの線。ラーマーヤナに出て

くるラーマ神の妻シータを守るためにラクシュマンがシータの家の周囲に引いた線。)を引いた。家から一歩踏

み出すことは，コロナの危険なパンデミックを家の中に持ち込む可能性があることを覚えておかなければなら

ない。コロナウイルス感染した者が発症するには数日かかり，その間に他の人に感染する恐れがある。 
 
７．コロナは，「コ」ーイー(誰も)，「ロ」ードパル(道路に)，「ナ」ニクレー(出ないように)，の標語。各国でコ

ロナの感染が拡大する中，それに立ち向かうには，皆が家から出ないこと。 
 
８．世界で，コロナウイルスの患者が１万人に達するのに６７日間かかったが，その後わずか１１日で２０万

人にまで拡大。その後わずか４日間で３０万人にまで患者数が拡大した。コロナウイルスに立ち向かうための

希望は，感染が拡大した各国の経験から得られる。これらの国の市民は外出せず，政府の指示を遵守した。そ

の結果，収束の方向に向かっている。 
 
９．家にいる間，大きなリスクに身を晒し義務を果たしている人々に思いを馳せてほしい。医者や看護師等，

命を守るために日夜病院で働いている人々，感染予防のため街を除染している人々に祈りを捧げてほしい。 
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＜特記ニュース＞ 
4月10日（金）、安倍総理とモディ首相との間で、電話会談が行われ、その概要が掲載されたリンクは以下の

通りです。 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/s_sa/sw/page4_005139.html 

 

  

 
１０．政府は，ロックダウンにあたり，国民の日々の生活に支障をきたさないよう，努めている。必要不可欠

な物品の供給を確保するように決定した。 
 
１１．政府は，WHOや国内医療研究期間のアドバイスを聞き，取り入れている。政府は，コロナウイルス対

策のために，1兆5千万ルピーの支出を決定した。これにより，コロナウイルスの検査，施設拡充等が進む。

州政府にもヘルスケアを最優先事項にせよと指示をした。 
 
１２．２１日間のロックダウンは長いが，これは国民，家族のために極めて重要である。 

◇ 協会事務局からのお知らせ ◇ 

個人会員の皆様には、「個人会員年会費納入のお願い」をお送りしておりますが、お手元に届きま

したでしょうか？  

現在の状況で、お出かけのうえ振込みが困難と思われますところ、会員様におかれましては、差

し支えない範囲でお願いします。事態が落ち着いた段階で結構です。 

公益財団法人である当協会の会費は、税法上の優遇措置の対象となり、 所得税の確定申告時に「寄

附金控除」の適用を受けることが出来ます。ご希望の方には領収証を発行いたしますので、メール

（partner@japan-india.com）で事務局までお申し出ください。領収書は、9月頃に発送させて頂き

ます。 

なお、新型コロナウイルス感染対策で事務所を閉鎖している関係で、個人会費領収のメール返信は

いたしません。ご迷惑をお掛け致しますがご理解のほどよろしくお願い致します。 
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§『現代インド・フォーラム』2020年春季号 No.45 

日印協会会員に4月1日にメール配信致しました。協会HPにも4
月8日にアップ済ですので、次のURLでご覧いただけます。

https://www.japan-india.com/forum/008c5af47702e97800f9e2ff4bcd
d42d3f969c7c 
今号では、「インドのヒンドゥー・ムスリム問題」を特集し、下記2
論文を掲載しております。 
1. ヒンドゥー・ナショナリズムの深化とムスリム社会 

―トリプル・タラーク禁止法と市民権改正法の意図と影響 
Hindu Nationalistic Laws and Muslims: Intention and Effect 
of the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act 
and the Citizenship (Amendment) Act 
志賀美和子 (専修大学文学部教授) 

 
2. 文学作品から見る前近代のヒンドゥー・ムスリム関係 

Hindu-Muslim Relationships in the Premodern India through 
Literature 
二宮文子 (青山学院大学文学部史学科准教授) 
 
 

§『地球の歩き方 ガイドブック Ｄ２８ インド ２０２０年～２０２１年版』 

編集：地球の歩き方編集室 出版社：ダイヤモンド・ビッグ社 

価格：本体 1,900円＋税 ISBN978-4-478-82429-0  

本書は 1981 年（約 40 年前）に初版が発行され、改訂を重ね、

約 2 年振りの全面改訂 35版だ。インド旅行のバイブルとしてお

世話になった会員も多いことだろう。今回は前版との違いをご紹

介する。 
まずは表紙にあるように、カルチャー情報の充実だ。インド映

画は最近の作品を中心に、今まで1ページだったのが6ページに。

古典音楽や古典舞踊についても写真を多く使って解説されている。

インドグルメガイドについては、以前は種類別だったものが、イ

ンド各地ごとの料理を読み物風に紹介している。 
見開きページの右端に都市名があるが、州名も追加された。英

語表記があると意外に便利だ。写真も刷新されているので、これ

は個人の感想だが、旧版を所有していても見るのが楽しかった。 
旅行には必ずスマホを持参し、最新情報は手に入る現代だが、

ガイドブックには出かける前に読み、旅行後に読む、また、全く

出かける予定がなくても行ったことを想像する「楽しみ」が詰ま

っている。                      （日印協会 山本真里枝） 

  

6. 新刊書紹介 
Books Review 
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§「日本で成功する秘密～ゼロから成功したインド人～」 

著者；アイ・エム・チュガーニ（GMC Japan社代表取締役）出版社：青山ライフ出版 発売：星雲社 

価格：本体1,400円＋税  ISBN978-4-434-25360-7 

著者は日本在住40年、激動の世界経済の中で日本を拠点として、

言葉の壁や文化の違いを乗り越えて成功したインド人ビジネスマン

である。 
著者によれば「日本の若者に元気になってもらいたくて書いた日

本語の本」だから英語版はない。なるほどこの本を読むと世界のど

こでも逞しく生きるインド人の強さに感動する。昨今は「インドの

スタートアップ企業」が話題になるが、何も ITソフトウエアの分

野に限らない。「起業して工夫して成功しよう。苦労するのは元より

厭わない」という、日本人がいつの頃からか忘れてしまった明るく

積極的なチャレンジ精神を想起させられる。「この本は売るために書

いたんじゃない。インドに帰るつもりはない。第二の故郷の日本に

骨を埋める。だから、求められればどこでも出掛けて行って、『こう

考えて、こうすればいいのではないか』と日本の若者に元気が出る

話をしたい。本はそこで何冊でも差し上げる」と著者は言う。もち

ろん購入も可。150ページのどのページも実に痛快である。 
（日印協会 参与 宮原豊） 

 

 

§『南インド料理店総料理長が教える だいたい15分! 本格インドカレー』 

著者：稲田俊輔 出版社：柴田書店 

価格：1,600円＋税 ISBN978-4-388-06319-2   

最近、ナンではなく、ご飯と一緒に食べる南インドカレーのレストラ

ンが増えているような気がする。私がカレーご飯党なので特にそう感じ

るのかもしれないが。 
この本の著者は、都内や名古屋にいくつかお店がある、南インド料理

「エリックサウス」総料理長。「インドカレーが好きだけど毎日忙しい人

たちが残業しても気軽に手早く作れるカレー」のレシピ本だ。「なるべく

簡単で短時間で作れるカレー」が多く紹介されているが、「休日本格派編」

には時間と手間をかけて作る本格南インドカレーレシピも掲載されてい

る。本の初めに紹介されている「サバ缶」を使ったカレーを作ってみた

が、実際に煮込み要らずで簡単に美味しく出来上がった。 
（日印協会 山本真里枝） 
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＜編集後記＞ 
今月は、勝手ながら4月号と5月号の合併号とさせていただきました。 
4月上旬の政府による緊急措置宣言発令、東京都知事ほか近県3知事による外出自粛、テレワークの要請など

に従い、当協会は5月6日まで事務所閉鎖の措置を取りました。このため、「月刊インド」の編集作業と新規記

事の企画が極端に制限を受けましたが、事務局の役職員はテレワークに切り替え、何とか本合併号の発刊にこぎ

つけました。普段から発行人、編集人、編集担当者など常勤役職員5人全員が、狭い事務所の中で侃々諤々、和

気あいあいの中でやってきた、そのメリットを思い知らされた次第です。 
日印協会は、月刊誌「月刊インド」及び季刊誌「現代インド・フォーラム」の2種類の定期刊行物を、しかも

それぞれ年10回、年4回発刊するという慣行を継続してきたことを誇りに思っていますので、合併号を増やす

ことには大いに逡巡しました。自画自賛になりますが、これだけの定期刊行物を発刊している友好促進団体はあ

りません。前代未聞の危機的な状況にかんがみ、４月・5月を合併号としたことにつき読者各位のご寛恕を願う

次第です。 
今号のインド旅行エッセーは協会主務山本の執筆になるものですが、IT関係知識とアーユルヴェーダをはじめ

とするインド文化への高い関心から「月刊インド」や「現代インド・フォーラム」の編集を担当しております。

当人はかねてからインド旅行を計画していたのですが、その出発日が、インド政府によるビザの無効化措置発表

の前日でしたので予定通りに出発しました。現地ではハラハラの連続だったようですが、時宜にかなうと考えま

したので、体験談をエッセーとしてまとめてもらいました。「行司が相撲を取る」感じがしないでもありませんが、

興味のあるエッセーになったと思います。 
この深刻で世界中に蔓延する新型コロナウィルス騒ぎがいつ収束するかは、まだ見えてきません。わが国でも

政府・国民とも難儀な戦いを強いられていますが、人口がわが国の10倍もあり、貧富の差、相当劣悪な医療事

情のもとにあるインドはより大変な苦境にあるようです。インドに在住する日本人や日本企業も大変苦労してい

る趣です。 
何とか日印両国をはじめ国際社会がこの災禍を早急に克服することを願い、多少不自由な環境下ではあります

が、日印協会も活動を継続していきたいと考えております。   (編集長) 
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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 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)  

 

 

 


