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1.ナレンドラ・モディ首相の訪日
Visit of PM Modli to Japan
To
(1)講演会『モディ首相訪日の概要と成果』
講師：外務省南部アジア部長 梨田和也氏
日時：2016 年 11 月 15 日（火）
場所：国際文化会館
日印協会平林博理事長の開会挨拶ならびに講師紹介に続き、インド・モディ首相の 11 月 10 日（木）～
12 日(土)の訪日の模様についてご講演いただきました。
（講演要旨）
南部アジア部では東南アジア諸国やインドを含む、東はフ
ィリピンから西はパキスタンまで 18 ヶ国を担当しておりま
すが、
9月末のシンガポールのリー・シェンロン首相に続き、
フィリピン（ドゥテルテ大統領）
、インド（モディ首相）
、ま
た今日からマレーシア（ナジブ首相）と、毎週のようにメデ
ィアの注目度の高い重要な国の首脳の訪問が続いています。
講師：梨田和也氏
その中でもインドは、これほど幅広い議題と成果を扱う首
脳会談は他にないと言っても過言ではありません。安倍総理とモディ首相とは今年だけで 3 回の首脳会談
がありましたが、両首脳間でこれまでに計 8 回の会談が開催されています。今回のモディ首相訪日は、11
月 11 日に陛下のご引見に始まり、経済団体との昼食会、外務大臣、経済産業大臣との個別会談、続いて日
印協会森会長の表敬訪問があり、その後に安倍総理との首脳会談、共同記者発表に続き晩餐会。翌 12 日は、
安倍総理のご案内により新幹線で神戸を訪問、川崎重工業（株）兵庫工場を視察され、その後は関西在住
のインド人コミュニティとのレセプションに出席の後に、モディ首相は関西空港から帰国されました。
今回の首脳会談の具体的な成果について説明します。
①「自由で開かれたインド太平洋戦略」と「アクト・イースト」政策の融合：
今年のアフリカ開発会議（TICAD）でインド洋と太平洋の政治・経済・安保等の幅広い分野での連携に関
して日本側から打ち出された戦略と、インドのアジア戦略としてのアクト・イースト（それまでのルック・
イーストを更にアクション・オリエンテッドなものにしようという考え方）を融合して、太平洋からイン
ド洋、そしてアフリカまでより大きく結びつけようというものです。例えば日印双方にとって利害が一致
しているものとして、東南アジアで日本が行っている沿岸警備隊等のキャパシティ・ビルディングやトレ
ーニングなど海洋面での協力などが挙げられます。
②日印原子力協定の署名：
2010 年に交渉に入って、約 6 年越しで協定署名に至りました。NPT に加盟していないインドが核実験を
行ったらどうするのか等々と議論のあるところではありますが、核実験は行わないというインド側のモラ
トリアム宣言（2008 年）を前提にしております。
③新幹線計画（ムンバイ・アーメダバード間路線）について：
2018 年着工、2023 年開業を目指すことが確認されました。モディ首相は日本の技術に対する高い期待を
表明するとともに、一部自国生産することに高い関心を寄せており（Make in India の観点）
、今後更なる
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路線拡張の計画とも相まって日本側も技術移転及び現地生産に協力する用意があることを表明しました。
インド側は他の 6 路線の高速鉄道建設計画を明らかにしていますが、現段階ではムンバイ・アーメダバー
ド間路線の実現に向けた協力に注力していくこととしています。
④人材育成について：
農村の人々を技術者に育成することが必要とされており、これに関連して日本企業の協力により「日本
式ものづくり学校」3 校の設立が予定され、10 年間で 3 万人の人材育成がうたわれています。また、日本
工業団地は現在 12 カ所ありますが、それぞれに進捗状況の差が大きいのが実情です。これにメリハリをつ
け先行地の支援を急ぎ、徐々に拡充していくこととし、また、投資インセンティブの導入についても話し
合われました。科学技術分野で宇宙・海洋研究については政府担当部局間での覚書の締結が為されました。
⑤人的交流について：
インド人観光客の拡大について、数値目標までは示されていませんが、査証緩和や手続きの簡素化が図
られます。モディ首相の訪日中に、日本側はビザ緩和措置として、インドの幅広い大学の学生及び卒業生
（卒業後３年以内）に対し，訪日観光の際のビザ申請時に必要な「経済力が確認できる文書」の代わりに
在学証明ないしは卒業証明書を利用可とすることにより観光ビザ発給を緩和することを発表しました。ビ
ザ申請窓口は現在インド国内 7 カ所（4 か所の公館窓口と 3 カ所のビザ・センター）を 13 カ所増の 20 カ所
（予定）とすることが発表されています。日本政府観光局(JNTO)インド事務所については，近々の開設に
向けて手続きを進めており，更に今回の首脳間で姉妹都市連携を強化することが盛り込まれました（今回
具体的には兵庫県とグジャラート州の覚書が締結）
。
⑥グローバル課題・地域情勢について：
日印の首脳会談の特徴について概観してみます。通常であれば首脳会談の大きな枠組みは、先ず 2 国間
の話で、次いでその他の地域や国際情勢について（例えば、アジアでは南シナ海、北朝鮮問題等）話すこ
とになります。国によっては気候変動や国連改革といったマルチの話題になることもあります。ところが、
日印間では日米間に次いで、アジア、中東、その他の地域へと全世界を俯瞰した議論を展開しています。
インドは名実ともにグローバルパートナーとして、日本にとって極めて重要な国であります。今回の首脳
会談においても、国連安保理改革、核兵器廃絶、核軍縮のための国際的な枠組構築、気候変動、テロ対策、
インド・太平洋の情勢等につき幅広く議論されました。
さて、目をインドの国内情勢に移してみますと、現在モディ政権は高い支持率に支えられ、例えば GST
（物品・サービス税）法案が連邦議会で可
決され、国税と地方税の簡素化等の税制改
革をはじめとする経済改革を推進しており
ます。モディ政権の将来の試金石として、
2017 年 5 月のウッタル・プラデシュ（UP）
州議会選挙が注目されます。ここでモディ
首相の率いる政権与党（BJP）がある程度
の議席を確保できれば、2019 年のモディ首
相再選に道筋ができるのではないかと思わ
講演会場の模様
れますが、逆にここで敗れると暗雲が立ち
込めるのではないかと観測を述べる人もい
るようです。
モディ政権は、日本に限らず米国とも緊密な関係を維持し、中国ともそれなりの外交関係を保ってい
ますが、若干心配しているのはパキスタンとの関係です。一昨年 12 月のモディ首相のラホール電撃訪問、
そしてシャリフ首相と会談と雪解けムードが高まったこともあったのですが、最近はパキスタンの越境テ
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ロに対する応酬により緊張が高まり、11 月にパキスタンの首都イスラマバードで開催予定であった南アジ
ア地域協力連合（SAARC)が延期される等、両国間に緊張関係が高まっております。一触即発という状況で
はないとは言え、地域の安定と発展のために、両国関係のできるだけ早期の正常化が望まれます。
以上のような講話の後に、Q&A に入りました。17 人の方から積極的な質問が出されました。内容は大き
く分けて次の 4 分野で、個々の質問に対し丁寧な回答をいただきました。その中でビザ緩和措置について
は講演会の翌日に回答いただきましたので、末尾に掲載します。
①経済・経済協力関係：将来の新幹線計画と日本の協力（第三国との競合）
、高額紙幣（1,000 ルピー、
500 ルピー）の急な廃止の理由と影響、環境問題への取り組みと日本の協力、日印による周辺国やアフリカ
などへの第三国協力の可能性。
②外交・安全保障：今回は首脳間で、日中関係（尖閣諸島問題）
、日米関係（米国次期大統領との面談）
について何か話されたか？
③原子力協力協定：インドが原子力供給国グループ（NSG）へ加盟する可能性や技術供与に伴う製造者責
任（賠償）についての考え方。
④文化・人的交流（観光）
：ビザ緩和の具体的な措置について、インド首相一行の食事（ベジタリアン）
への対応など。
最後に、今回の講演会の共催機関の民間外交推進協会（FEC）松澤建理事長から閉会の辞をいただき、幕
を閉じました。
【ビザ緩和措置について】
今般のモディ首相訪日時に日本側が発表した「ビザ緩和措置」は，インドの幅広い大学生及び大学卒業生（卒
業後 3 年以内）が，これまでは訪日観光（一次ビザ）のビザ申請時に，
（パスポートや往復航空券の他に）
「経済
力が確認できる文書」
（例えば，残高証明や預金通帳等）の提出を求められていたところ，今後正式に緩和措置が
決定・導入された後には，
「在学／卒業証明書」で代替可とするもの。これにより，インド人学生にとって観光ビ
ザの取得がより簡単になり，より多くのインド人学生に訪日観光を楽しんで頂く機会を提供できることとなりま
す。学生等に対するビザ緩和により，青少年を含む人的交流を促進していく考えです。
この他にも，日本は，在外公館から離れた地域に居住するインド人の訪日ビザ申請の利便性を高めるために，
インド人が利用するビザ申請窓口を，現行の 7 カ所（4 カ所の在外公館窓口＋3 カ所のビザ・センター）からイン
ド国内全土 20 カ所（予定）に拡大する措置も発表。

(2)日印協会 森喜朗会長のモディ首相への表敬訪問
森喜朗日印協会会長、平林博同理事長、笹田勝義同常務理事は、11 月 11 日(金)午後 15 時 55 分から 16
時 15 分まで、訪日中のナレンドラ・モディ首相を宿舎の帝国ホテルに表敬訪問した。
インド側からは、ドヴァル国家安全保障補佐
官、ジャイシャンカル外務次官、チノイ駐日大
使ら 10 人、日本側は平松賢司駐インド日本大
使が同席した。
インド側の公式カメラマンやマスコミ代表の
ために会長とモディ首相二人の写真撮りを行っ
た後、モディ首相から森会長に対し、
「森会長
は、2000 年の総理大臣としてのインド訪問によ
って現在ある日印関係の基礎を築いてくれた方
として忘れてはならない人だ。
森会長と自分は、
モディ首相と歓談する森会長①
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インドでは『モリかモディか』と並べて言われるくらい近い関係にあると理解されている。おかげさまで
今回の訪問でも多くの成果が予定されており、日印関係はかつてない高いレベルにあるが、これは森会長
の貢献によるところが大きい。
」との心温まる謝意の表明があった。
森会長より、
「日印協会は 113 年前に設立され、以来日印友好関係の増進に努めてきた。2000 年に自分が
現職の総理大臣として訪印し（核実験で）冷却した日印関係を立て直すことができたことを誇りに思って
いる。同席している平林理事長は当時の駐印大使であるが、核実験後の日印関係を苦労しながら立て直し
に努め、さらに退官後は日印協会理事長に就任いただき今日に至っている。
」と応じた。
森会長より、日印協会の会報第１号（復刻版）
、
「月刊インド」及び「現代インド・フォーラム」のモデ
ィ首相を扱った最新号、日印協会・在日インド大使館共同作成の日印協会 110 周年記念号を手交したとこ
ろ、モディ首相は日印協会の古い歴史とこれまでの貢献に感嘆し、自分の写真（独立記念日祝典）が表紙
になった「月刊インド」9 月号をうれしそうに見ていた。
次いで森会長より、
「自分はインドを重視してきたが、経済関係についてもデリーの他にバンガロールや
チェンナイを訪れ、現地を視察するなど、日印
経済関係を支援してきた。経済の中心であるム
ンバイにもいずれは行ってみたい。
ここ数年来、
経済関係が画期的に進んでいることを喜んでい
るが、今後とも日本企業が最大限の活躍と貢献
ができるよう、貴首相におかれては引き続き投
資環境の改善や日本企業の支援を続けていただ
きたい。
」と要請した。続けて、
「日印関係は政
治、文化、人的交流の面でも進展している。こ
うして日印の首相が毎年交互に相手国を訪問す
る慣行が確立したことはその証左である。
」と
平林理事長も入って記念写真②
述べた。モディ首相は、
「同感である。自分は
その方向で努力中である。ところで、森会長は
東京オリンピック・パラリンピックの組織委員会会長をされておられるが、2020 年ころまでには人的交流
につても 30 万人規模まで増やす必要があると思う。またインドにおける日本語熱に呼応し、日本語教育を
さらに振興し、多くの若者が日本企業などで活躍できるようにしていただきたい。
」と応じた。
最後に、森会長より、
「これからも自分は日印関係に関与していきたいので、よろしくお願いする。ご訪
問の成功をお祈りする。
」と述べて、和やかで友好的な会談を終わった。
辞去する直前、森会長よりモディ首相の胸に、日印協会作成の両国国旗を交差させたバッジをつけ、再度、
平林理事長も交えて写真を撮った。先方の同席者には、上記の各種機関誌とバッジを差し上げた。
（なお、
バッジは、控室で同席した岸田外務大臣にも平林理事長より差し上げたところ、大臣は喜んで自ら胸につ
けてモディ首相との会談に臨まれた。
）
（報告者：平林博理事長、写真：①インド首相府、②笹田勝義常務理事）
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(3)ナレンドラ・モディ首相神戸訪問 印象記
田中 瑛理香（大阪大学国際問題研究会、日印協会個人会員）
2016 年 11 月 10～12 日ナレンドラ・モディ首相の来日に際して、我々大阪大学国際問題研究会(SWADOM
＊注)の学生が通訳として関わる機会をいただきましたので、
学生を代表して神戸での体験をご報告させていただきます。
今回のお話は、アームストロング・チャンサン在神戸・大
阪インド総領事より 2016 年 6 月の於・大阪大学アルン・ジ
ャイトリー財務大臣講演会開催に続いてお声がけいただいた
ことから始まりました。学生の出動が決定した 11 月 4 日、
総勢 11 名の有志を募り、9 日から 12 日の 4 日間インド側担
インド外務省職員と筆者
当者と日本側担当者の通訳を担当いたしました。2014 年 9
月モディ首相京都訪問時に引き続き、本団体が公賓歓迎行事のお手伝いをさせていただくのは二度目とな
ります。今回は、新神戸駅・兵庫県公館・川崎重工・神戸ポートピアホテル・関西国際空港とモディ首相
滞在先での進行や配置について、日印外務省からの担当者やインド側セキュリティーチーム、兵庫県警、
滞在先担当者間での打ち合わせ、12 日当日には進行の再確認、大使夫人のお迎え、インド人コミュニティ
やメディアの誘導といった場面での通訳に携わりました。
前回のモディ首相来日時に通訳として携わった木嶋・北條を除いて、大半の学生にとって今回が初めて
の経験であり、外交の一端を担う重要なお仕事ということで、私自身も緊張と重圧に襲われていましたが、
前回経験者や総領事館の方々のサポートもあり、無事に役目を終えることができました。当日には、両首
相が到着される直前まで配置に新たな変更が加えられるなど、時間が差し迫る中でも冷静に、正確に物事
を処理する能力が求められ、12 日を終えるころにはかなりの度胸がついたように思います。
また、今回のモディ首相の神戸訪問を通して、指導者の何たるかを学んだように思います。首相が到着
されるやいなや新神戸駅、神戸公館に歓声が上がり、レセプションでは首相より 30 分間のスピーチをいた
だきましたが、
即興
で力強く語り掛け
られる姿、そしてそ
れに呼応するイン
ド人コミュニティ
の熱は圧巻で、これ
が 12 億 5 千万人を
動かすリーダーな
のだと感銘を受け
ました。学生がこう
した舞台に携わる
ことができたことを
心から光栄に思い
11 月 12 日 神戸ポートピアホテル偕楽の間にて（SWADOM）
ます。
後日談として、今年より外務省に務める本団体卒業生が東京駅より神戸へモディ首相・安倍首相を送り
出していたと聞き、新神戸駅で待機していた我々は先輩から責任を引き継いだようで、不思議な巡りあわ
せを感じました。平林理事長より命名いただいた我々SWADOM ですが、今回学生が日印関係の一端を担うこ
とができたのは、団体発足時よりご指導いただいている日印協会、学生に信頼を置いて大役を任せてくだ
さった総領事、そして団体を築いてきた先輩方、外部顧問の阪本倉造氏との絆があってのことだと思いま
す。神戸での経験を一時の栄華で終わらせぬよう、後輩にしっかりとバトンを紡ぎ、日印関係の発展に貢
献するべく日々邁進いたします。
（写真提供： 筆者本人並びに SWADOM）
（＊注）ヒンディー語のＳＷＡＤＥＳＨ（自助）と英語のＷＩＳＤＯＭ（知恵）を合わせた造語。
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2.日印交流の中の私とゆかりの人々（上）
インド大陸横断研修旅行の思い出を中心に

Memories of Japan-India Exchanges
鹿子木謙吉（日印協会元常務理事、現在同顧問）
日印協会事務局員になった頃
1971 年 3 月、私は当時目黒にあった通訳養成所の 2 年間の英語の特訓を終
え、朝起きたらジャパン・タイムスの求人広告欄に目を通すのが日課でした。
当時就職難で、35 歳を超えていた私に合う仕事はなかなか見つからなかった
のですが、ある日ジャパン・タイムスに日印協会の求人広告を目にしました。
年齢制限がない！天の助け！ とばかりに電話をすると、履歴書を送るよう
にとの返事。それから数日して、
『三角専務理事が直接面接したいから指定の
日に出頭するように』という連絡がありました。それまでインドの“イ”の
字も知らなかった私は、数日後に控えたインターヴューに備えて、行き付け
の図書館でインドについての本を読んで俄か勉強した覚えがあります。
4 月末のある朝、東京八重洲 2 丁目の日印協会事務所を訪れました。事務所は東京駅八重洲北口から徒
歩 4～5 分、協会の扉をノックすると、
「お入り」という男の大きな声。約 6 坪ほどの小部屋の隣のビル
との壁を背に座っていた小柄な老紳士がその日のインターヴューアーであり、その後ほぼ半世紀を共に
する専務理事 三角佐一郎氏でした。
三角氏の机と反対側に、2 つのスチール製の小机が向かい合わせに置かれており、窓側を背に三角氏の
近くに一人の面長の紳士が機関銃を打つような速さで英文タイプライターを叩いていました。後で聞い
た話では、三角氏の青山学院大学英文科の同級生で、夜間高校の英語の先生で名前は佐藤嵩氏、協会が
忙しい時にボランティアで三角氏を助けていました。三角氏は「当面君と僕と 2 人でやることになるが、
君頑張れるかね」と言われて、
「はい」と返事をし、5 月 8 日から日印協会事務局員となりました。
日印協会事務局員になってからインドのことを必死に学びましたが、実地にインドを体験する機会が
間もなく訪れます。それが第 2 回インド大陸横断研修旅行でした。
インド大陸横断研修旅行に参加し、インドに嵌（はま）る
日印協会は 1972 年 8 月 4～24 日に高岡大輔日印協会副会長を団長とする第 2 回インド大陸横断研修旅
行団をインドに派遣する事になり、そこで小生も団長補佐役として初めてインドに行くことになりまし
た。文部省の後援を得て全国の小・中学校の先生方に参加を呼びか
けたところ、一般の方々も含め、180 名を超える参加者を得て実施す
ことになり、文部省後援に値するような研修内容を盛り込んだ企画
をするように三角専務より申し渡されました。
これにより，観光に加え学校訪問、現地の大学でのインドの社会・
歴史・地理などの講演を聴くカリキュラムを用意するなど、日程に
教育的な要素が加えられました。
当時のインドへの飛行機は羽田空港から出発し、香港、バンコッ
クを経由して、団員はカルカッタでインドの土を踏みました。一行
は当時としては最高級のオべロイ・グランド・ホテルに宿泊。 翌
日、カルカッタでの観光はインド博物館からマイダン公園を巡り、
ヴィクトリア記念館、スバシュ・チャンドラ・ボース記念館、カー
故・高岡大輔氏
リ寺院などをバスで見学したが、当時は地下鉄が無くて、我々の乗
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った観光バスは、路面電車、バス、人の波をかき分け縫うようにして走る人力車の渦の中に巻き込まれ
時々立ち往生、兎に角、人、人、人の熱気に圧倒されて、一日が暮れました。
翌早朝、我々はホテルを出て、フグリー河に架かるハウラー大橋を渡るとすぐ左手に、インド亜大陸
を東・西に結ぶ大幹線鉄道の東の終点、ハウラー駅のアーチ型のゲートがあり、英国様式の石組みの駅
舎に入ります。天井は高く、床は大理石が敷き詰められ、100 畳敷き位の広大なロビーだが、ここでも人、
人、人が毛布を敷いて、荷物を枕に寝転んで、列車の到着を待っている。 地元の観光ガイドさんに“い
つもこのように人でいっぱいなのか”尋ねると、ガイドは“印・パ戦争が終結して以来、バングラ・デ
シュの難民が大量にカルカッタに職を求めてきていて、この様な状態が続いている”と、答えてくれま
した。 現地旅行会社の主任が奥の列車到着ホームから叫んだ「我々の列車が到着したよ、皆さんホー
ムへ急いで下さい。
」 一行は待合室に寝ている人の頭や足を踏まないように注意をしながら、ホームへ
と向かいました。
180 人の参加者が乗る列車は超デラックスで個室にベッドとシャワー・トイレ付、英領インド時代の特
急列車の１等車を外して、食堂車を真ん中にして繋げ、特別列車に仕立てたもの。だが、特別車両が不
足していて、最後尾の車両だけはエアコン・冷房なしの客車で、団長はじめ、主催者、付き添いの エ
ア・インディア・スタッフ、旅行会社とローカル・ガイドはその車両で我慢して下さいと言うことにな
りました。ただ暑さを和らげるため、2 人と 2 人が向かい合わせの座席の間に大きな氷の柱が厚手の布製
マットの上に置かれました。マットの下の受け皿はすぐに氷が溶けた水で一杯になり、受け皿を取り換
える列車のボーイが手を休めると通路は水浸しの状態。列車は初日を除き、夜中に走らせて、昼間は観
光地の停車場の側線に停め、乗客はバスで観光地を回る形で、ブッダガヤ、ベナレス、カジュラホ、終
点アグラ迄移動しました。
ブッダガヤでは、仏陀が菩提樹の木の下で禅定し、悟りを得たとされる金剛宝座をお祀りしている大
菩提寺，苦行の途中に村の乙女からミルク粥を貰ったとされる尼蓮禅河、山頂の洞窟で苦行された前正
覚山などの仏跡を見学し、夕食は日本寺で野菜の天ぷらを御馳走になりました。ベナレスでは早朝ガン
ジス河に船を出し、ガートの対岸から昇る太陽を拝み、旅の平安を祈りました。翌日は釈尊が初めて法
を説かれた地、サールナート（鹿野苑）を訪れ、日本の野生司（のうす）香雪画伯が描いた釈迦一代記
の大きな壁画が納められているムラガンダ・クティ寺院（通称日本寺）とインドで最も美しいとされる
釈尊座像、インドの紙幣にも印刷されインドの紋章になっているアショカ柱頭の実物が収められている
国立博物館などを見学しました。ちなみに、野生司香雪画伯の訪印、壁画制作への日印協会の支援につ
いては『協会会報』第 55 号（昭和 9 年 6 月）
、第 58 号（同 10 年 12 月）
、第 59 号（同 11 年 5 月）
、壁画
の完成報告については同画伯の帰朝報告の記事が第 60 号（同年 12 月）に掲載されています。
ベナレスで 2 泊して、半日は洗濯デー、ホームの柱と柱にロープを張り洗濯物をそこに吊るして乾か
しました。180 人分の下着がひらひらと風に舞う様は壮観でした。次に向かったのはカアジュラホで、10
～13 世紀のチャンデラ王朝時代に建造された寺院群（遺跡）があり、これ等の寺の壁面には『カーマ・
スートラ』
（カーマは人間の業・スートラは聖典の意）の世界を彫刻で再現し、寺の壁面は男女交合（ミ
トゥナ）の天真爛漫でおおらかな、変化に富んだポーズで覆われていました。
こうして我々は人間教育を受けた後、アグラで列車の旅は終わり、バスに分乗しアグラの観光に向か
いました。同地でのハイライトはヤムナ川に面したタージマハルとアグラ城。タージマハルはムガール
王朝５代目の皇帝シャージャハンが愛妃ムムターズの爲、22 年の歳月をかけて造営した大理石の壮大な
ドームの中にお墓が有り、周りの 4 本の柱と壁面には数々の宝石・貴石で埋め尽くされています。皇帝
シャージャハンは後日息子に捕えられ、タージマハルを一望できるアグラ城に幽閉されてしまいます。
アグラ城のテラスの窓からはヤムナ川を隔てて白亜のタージマハルが遠望され、カメラのシャッターを
切る絶好のスポットと言えるでしょう。タージマハルとアグラ城を見学の後、我々は教育実地研修のた
め、アグラの救ライ・センターを見学しました。この病院は当時日本政府の財的・人的援助によって建
てられ、初代の院長の宮崎博士がデリー空港近くでの日航機墜落事故で亡くなられた直後で、後任の斎
藤博士から病院の活動について説明を受け、我々は宮崎博士のご冥福を祈り遺影に黙祷を捧げ、参加者
180 名がそれぞれ、思い思いにアグラの救ライ・センターの事業の爲、寄付を致し，寄付金はまとめて高
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岡団長から斎藤院長に手渡されました。その後、アグラの小学校で授業を参観し、その日の研修を終え
ました。
翌日バーラトプルの鳥類保護区を見学した後、ジャイプルに 1 泊、ジャイプルは旧市街が赤砂岩の城
壁で囲まれているためピンク・シティとも呼ばれています。その中には風の宮殿、王宮博物館、ジャン
タル・マンタル（古くから伝わる天文台）があり、続いて市外の小高い丘の上にあって、象のタクシー
に乗ってゆっくり登るアンベール城などを観光して５時間後、インド大陸横断の最終目的地、インドの
首都デリーに到着しました。
インド独立運動の父マハトマ・ガンディーが 1948 年 1 月 30 日デリーのビルラ邸で祈りの小集会に出
るべく部屋を出て中庭に向かっていた。 その時一人の熱狂的ヒンドゥー主義者にピストルで撃たれ死
亡。マハトマ・ガンディーはインド独立（1947 年 8 月 15 日）後もヒンドゥー教徒とイスラム教徒との融
和を図るべく、努力を重ねていたのでした。暗殺はそうしたマハトマ・ガンディーの行動に不満を抱い
ていた輩の一人によって引き起こされたものでした。ガンディーの遺骸は悲しみにくれる多くの人々が
見守る中、ヤムナ河畔で荼毘に付されました。その場所はラージ・ガートと呼ばれ、マハトマ・ガンデ
ィーが撃たれた時に発した言葉“ ヘ・ラ－マ (おお！神よ！)”の文字が刻まれた石碑が置かれ、毎日
ガンディーを慕って参拝に訪れる人々の列が絶えることが有りません。
私達旅行団員も翌朝 8 月 15 日一番で参拝の爲、ラージ・ガートを訪れ、その足で、オールド・デリー
にあるレッド・フォート（赤い城）で行われる、インディラ・ガンディー首相によるインド独立記念日
の演説を聞くため城の前の広場に集まりました。式典は礼砲が発せられると始められ、軍楽隊の国歌ジ
ャナ・ガナ・マナが演奏され国旗が掲揚された後、首相は高い城壁の上に設えられた演台からマイクを
通して、広場に集まった人々に対して演説されました。炎天下の熱い日差しの中、長時間の演説が続き
ました。
演説の後、私達全員は首相官邸に招かれました。 官邸の中庭には大きな色鮮やかなテントが張られ、
私達は椅子に腰掛けて暫く待っていますと、公邸からインディラ・ガンディー首相がにこやかに笑みを
浮かべながらいらっしゃいました。高岡団長が首相に近づいて訪印の挨拶をされた際、首相に向かって、
“参加者全員と握手をして頂きたい”と言われました。首相は一瞬驚いて、お付きの人の方を振り返っ
て困惑した顔をされました。高岡団長は引き下がりません。
“ガンディー首相閣下、この方々は日本の小・
中学校の先生方で、学校を代表して初めてインドに来ました。日本に帰ったら、先生方や生徒さんにも
“ インディラ・ガンディー首相と握手して来ましたと報告するでしょう。
”と申しますと、首相は苦笑
いしながらも,団長の熱心さに根負けして握手に応じて頂きました。握手をし終わった後、首相を囲んで
全員が記念写真を撮る幸運に恵まれました。

インド首相公邸中庭にてインディラ・ガンディー首相を囲んで（
『月刊インド』1972 年 9 月号より転載）

翌日デリーからカシミール州スリナガールへ飛び、一行はパハルガムなどで涼しい夏の一時を鱒釣り
や乗馬に興じたりして過ごしました。 小生は長旅の疲れを取る為、デリーのホテルの食堂でアイスク
リームを沢山食べた後、ビールを一気飲みし、カシミールでお腹を壊して下痢をして、皆さんがスリナ
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ガールの郊外で楽しんでいた 3 日間、 ダル湖のハウス・ボートで大人しく、休養しておりました。ス
リナガールの最終日はカシミール大学の講堂で、大学の教授による午後半日の特別講義があり、受講生
には特別修了証書が手渡されました。 授業は流暢な英語で行われ、カシミールの社会、歴史、宗教な
どでしたが、出席者は 3 日間の郊外でのバカンスに興じた疲れからか、デスクに顔を埋めて居眠りをす
る人が多く、これを企画しました小生は、演壇で講演する教授を前にしてひやひやしておりました。日
本へ帰られた先生方は地元の学校の校長先生にこうして立派にカシミール大学で講習を受けて参りまし
たと胸を張って修了証書を見せられたのではないかと想像して、ニンマリした次第です。
インドの旅の終わりに。古代インド人の叡智とパワーに感嘆！

旅行団はスリナガールからデリーに戻り、短コースを選んだグループは帰国して、残留組は翌朝デリ
ーからマハラシュトラ州オーランガバッドへ飛びました。
目的は同地から北西25 ㎞のエローラと北東100
㎞離れたアジャンターの遺跡（両方とも世界遺産）の見学でした。
エローラには仏教、ジャイナ教、ヒンドゥー教の石窟が並んであり、圧巻はヒンドゥー教群の中心を
なすカイラーサナータ寺院。寺院は大きな岩山を鑿で削り取って、寺院の屋根や柱、神像を祭る神殿、
内陣に安置された神像や周りの壁の彫刻まで、同じ岩で作られています。その広さは、幅約 45ｍ、奥行
き 85ｍ。一番高いところで 20ｍはありそうで、これだけの寺院を設計した建築家の想像力、造営に当り
指揮を執った人の統率力、これに従って鑿をふるい続けた工人達の技術力の高さとエネルギーの大きさ
は筆舌に尽くし難く、見るものを圧倒。私は一瞬ハンマーでガーンと頭を殴られたような強い衝撃を受
けました。
アジャンターは湾曲した谷間の河に沿った岩の壁面に 30 の洞窟が彫られ、いくつかは仏教寺院、いく
つかは仏僧達の修行や居住空間でした。中に岩を削って作成された仏像や壁画が残っています。最も有
名なものは第 9 窟とで 10 窟で、壁画や彫刻の素晴らしさに私は思わず息を止めました。第 1 窟の菩薩像
はシルクロードを通って遠く法隆寺金堂の壁画に影響を与えました。壁画は構図といい、色彩といい、
豊かな美的感覚に溢れ、世代を超えて見る人の心を捉えて離しません。
こうしてインド人のパワーを肌で感じ、インドの魅力にとりつかれて、私は完全にインドに嵌ってし
まいました。帰国してからは、今後自分自身、もっとインドに学び、この旅で知ったことを多くの日本
人にお伝えしたい気持ちで一杯になり、私の次の仕事にも繋がることになりました。
(次号に続く)

3. インドニュース(2016 年 11 月)
News from India
1．内政
【核の先制不使用に関するパリカル国防大臣発言】
11 月 10 日
 10 日、パリカル国防大臣は、デリーで開かれたイベントで演説し、
「核の先制不使用は予言できるもの
ではない」とインドの核政策に疑問を呈するかのような発言。他方，この発言が「インドの核政策を
変更するものではない」とも述べた。
【インド冬期国会】
11 月 14 日－16 日
 14 日、コングレス党を始めとする野党各党幹部は会合を開き、新紙幣発行を冬期国会の議題として扱
うよう政府に求めることで合意。
 15 日、モディ首相、ジャイトリー財務相、アナント・クマール議会相は、冬期国会開会に先立ち全党
会議を開催し、各党に協力を呼びかけた。新紙幣発行を冬期国会における議題として扱うようにとの
野党側の求めに対し、与党関係者はこれに応じる用意があると述べた。
 16 日、モディ首相は、冬期国会開会に先立ち記者会見を開き、各党に対し、
「政府は全ての問題につい
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て開かれた議論を行う用意があり、そうした議論が重要で実りのある決定をもたらす良好な空気を作
り上げることを期待している」と呼びかけた。
16 日、冬期国会が開会し、上院議会では新紙幣発行について議論された。

【スワラージ外相入院】
11 月 16 日
 16 日、スワラージ外相は、自身の容態に関し、
「腎臓の問題により現在入院中で、腎臓移植のための検
査を受けている」とツイートした。
【インド鉄道事故】
11 月 20 日
 20 日午前 3 時（現地時刻）ごろ、ウッタル・プラデーシュ州のカンプール(Kanpur)から 100ｋｍほど
離れた地点で、インドール・パトナエクスプレス（Indore-Patna Express)の脱線事故が発生。14 両が
脱線し、そのうち 2 車両に犠牲者が集中し、少なくとも 115 名が死亡、150 名以上の負傷者が出た。線
路の破断が原因である可能性が高い。21 日，安倍総理よりモディ首相宛にお見舞いのメッセージが発
出された。
2．経済
【新紙幣発行】
11 月 8 日
 8 日夜，モディ首相は，
「汚職とブラックマネーを排除するため、我々は、現在使われている 500 ルピ
ー及び 1,000 ルピー紙幣を、今夜、即ち 11 月 8 日 12 時から法定通貨ではなくすことを決定した。こ
れは、これらの紙幣が今夜 12 時以降の取引のために、受容可能なものではなくなることを意味する。
反国家・反社会的分子によって保有される 500 ル
ピー札、1,000 ルピー札は、ただの無価値な紙切れ
となるだろう。
善良で勤勉な人々の権利や利益は、
完全に保護される。
」と述べ，
「新しい 500 ルピー
札及び 2,000 ルピー札は、全く新しいデザインで
導入される。
」旨発表した（写真参照）
。
 17－18 日及び 21－23 日、上下両院は野党からの新
紙幣発行に係る批判により停会が相次いだ。
 18 日より，銀行等の窓口において旧高額紙幣を新
紙幣等に交換する際の上限が、4,500 ルピーから
2,000 ルピーへと引き下げられた。交換は 1 人につ
き 1 回限り可能。
メモ：インド系メディアや金融機関による，インド経済への短期・中長期的影響分析等については以下のと
おり。
【ソナル・ヴァルマ野村證券エコノミスト】
今回の措置は、短期的には消費者需要を下げる可能性が高いが、中期的には経済にプラスの方向に働くと考
えている。具体的には①ブラックマネーや汚職を壊滅する政府の努力において、中期的に大きなプラスの影響
があること、②銀行の預金成長率が拡大し、貨幣流通量が落ち着き、銀行の流動性が増加すること、③農村地
域の家庭が新しい銀行口座を開設することにより、政府の金融包摂の取組が後押しされること、④ブラックマ
ネーが大きな役割を果たす不動産市場において、価格が大幅に下落する可能性があること、⑤政府による税の
徴収が改善されること、⑥インフレ見通しの改善につながること、等の影響が考えられる。
【エコノミック・タイムス紙】
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投資家が不動産に現金を振り向けることできなくなり、土地の価格も含め、不動産価格が押し下げられる。
また、手元流動性が悪化する中、ディベロッパーが建設を遅らせることになり、停滞するプロジェクトが増加
する可能性がある。旅行・観光業や訪印観光客に混乱がおき，特に、現金支払いを受け入れる小規模のホテル
やレストラン、食料飲料品店の取引に大きな不確実性を与え得る。

3．外交
【インド・ネパール関係】
11 月 2 日
 プラナーブ・ムカジー大統領は 2 日から 4 日にかけてネパールを訪問した。インド大統領のネパ
ール訪問は 1998 年以来 18 年振り。今次訪問では，バンダリ大統領やダハール首相ら政府関係者
等との二国間関係の強化に向けた会談や地方視察等を行った。
【インド・スリランカ関係】
11 月 6 日－7 日
 シリセーナ・スリランカ大統領は，２年に一度開催される「たばこの規制に関する世界保健機関
枠組条約に関する協議」に出席するため，２日間にわたりインドを訪問した。６日には，プラナ
ーブ・ムカジー大統領と会談し，両国の友好関係の強化について意見交換を行った。
【インド・英国関係】
11 月 6 日－8 日
 11 月 6 日から 8 日、メイ英首相はモディ首相の招待を受けインドを訪問した。インド訪問は，メ
イ首相の首相就任後初めてのヨーロッパ外への二国間訪問。メイ首相は，デリーで開催された印
英テック・サミットに参加した他，ムカジー大統領及びモディ首相と会談した。首脳会談後，共
同声明「India-UK Strategic Partnership looking forward to a renewed engagement: Vision for
the decade ahead」が発表され，ビジネス環境改善及び知的財産分野における協力の促進に向け
た 2 つの覚書が署名された。8 日にはベンガルールを訪問した。
メモ：今回の共同声明では，印英両国は貿易・投資関係を更に深化させ，両国政府やビジネス界のダイナミ
ックかつ効果的な連携を強化し，英国がＥＵを離脱することも念頭により緊密に協力するための機会を利用す
るとし，英国がＥＵを離脱する際に可能な限り最も緊密な商業的経済関係を築くことが両国の最優先事項であ
る点に同意した。
グローバル・パートナーシップでは，メイ首相は，改革された安保理におけるインドの常任理事国入り及び
国連システムにおけるインドの更なる役割についての英国のコミットメントを再確認し，インドの安保理入り
を積極的に支援するとした。また，両首相はアフリカに特別な焦点を当てたパートナーシップを追求すること
で合意した。

【インド・イスラエル関係】
11 月 14 日
 14 日，リヴリン・イスラエル大統領が訪印し，15 日にムカジー大統領，アンサリ副大統領，モデ
ィ首相と会談を行った。リヴリン大統領のインド訪問は初。
メモ：モディ首相が会談後に発表したメディア・ステートメントによれば，2017年は，両国にとって外交関係
樹立25周年であり，この大きな節目に向けて，両国は，様々な分野における取り決めの推進にコミットするとと
もに，地域及びグローバルな問題に関する両国の関心及び懸念における意見の一致と共通性を構築するとし，以
下について協力していくとされた。
・農業分野における生産性及び効率性の促進
・研究及びイノベーション分野における連携の促進
・両国社会に寄与する科学技術の応用
・強固な貿易関係及び投資関係の構築
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・両国の人々を守るための防衛協力の構築
・より強固な文化及び観光のつながりを通じた人と人との関係の促進
・教育交流の促進

【インド・タイ関係】
11 月 20 日－26 日
 シリントン・タイ王女殿下は 20 日から 26 日にかけて訪印し，ムカジー大統領及びアンサリ副大
統領と会談した。同王女殿下は第１回世界サンスクリット賞（1st World Sanskrit Award）を受
賞したほか，マディア・プラデシュ州ボーパールを訪問した。
4．日印関係
【モディ首相の訪日】
11 月 10 日－12 日
 日本を訪問したモディ首相は、11 日，安倍総理との間で首脳会談を行い共同声明を発表。12 日に
は，安倍総理とともに兵庫県を訪問した。

関西在住インド人を前に挨拶（写真：インド首相府ＨＰ）

新幹線の車中にて（写真：インド首相府ＨＰ）

今月の注目点： 日印首脳会談概要（外務省ＨＰより抜粋）
1．冒頭
安倍総理より，今回の首脳会談は，「日印新時代」を大きく飛躍させる大変素晴らしい会談になった，「自
由で開かれたインド・太平洋戦略」と「アクト・イースト」の連携により，インド太平洋地域の繁栄と安定を
主導したい旨述べました。
モディ首相より，暖かいおもてなしに感謝。日印のグローバル・パートナーは順調に進展し、その成果がで
ていることを嬉しく思う旨述べました。
2．日印原子力協定
安倍総理より，本日、日印原子力協定の署名は、大変喜ばしい，今後原子力協力を進めていく上で、核実験
の一方的かつ自発的なモラトリアムに関するインドのコミットメントが前提であり、これが維持されているこ
とを評価する，「核兵器のない世界」の実現という目標は既にインドと共有しており、軍縮・不拡散の分野で
の協力を深めていきたい，日本はNPT（注1）の普遍化、CTBT（注2）の早期発効、FMCT（注3）の早期交渉開始
を重視しており、これらの進展に向け対話を続けたい旨述べました。
モディ首相より，日印原子力協定の署名が実現したことに対する安倍総理の努力に敬意を表する，日印の協
力は，インドのエネルギー安全保障に資するものであり，世界へのメッセージになる，NPT，CTBT，FMCTに関す
る日本の考えは理解している，インドは，核実験の自発的モラトリアムを実施しており，国内の輸出管理体制
は世界で最も優れている，日印の原子力協力が早期に動き始めることを期待する旨述べました。
3．安全保障
14

安倍総理より，戦略的に重要なUS－2をはじめ，防衛装備・技術協力を更に推進したい旨述べました。
モディ首相より，アジアの海洋をめぐる安全保障環境の変化はハイペースで進んでおり，日本との海洋安全
保障協力を重視する，特に，海洋分野は挑戦であり，同志国と取り組むことが大事である，アクト・イースト
政策に基づき，インドはASEAN諸国に協力を進めており，連結性のプロジェクトを日印で進めることが重要と考
えている旨，US－2は技術的に印象的であるところ，具体的ニーズ，ライフサイクルコストという観点から検討
中，日印両当局でさらに協議を進めたい旨述べました。
4．高速鉄道
「日印新時代」の象徴案件であるムンバイ・アーメダバード間高速鉄道について，安倍総理より，ムンバイ・
アーメダバード高速鉄道計画の着実な進展を，「進捗報告」として両国民に示すことができ，嬉しく思う，将
来の路線でも新幹線方式が採用されれば，高速鉄道の技術移転，メイク・イン・インディアをより強力に進め
ることができる，さらに議論を深めたい，明日，神戸の新幹線工場にご案内するが，世界一安全かつ先進的な
技術を見ていただきたい旨述べました。
モディ首相より，高速鉄道協力の着実な進捗を歓迎する，ムンバイ・アーメダバードの高速鉄道は，一つの
良い機会である，高速鉄道の更なる路線可能性は多くあり，日本の技術には高い期待がある，来年の高速鉄道
のプロジェクトの式典を行いたく，両国での作業を加速化したい，明日の新幹線搭乗を楽しみにしている旨述
べました。
なお，高速鉄道の設計業務は年内に始まり，2018年に工事を始め，2023年の開業を目指すことで合意しました。
5．人材育成，経済・経済協力
安倍総理より，インドの製造業基盤の底上げを図るための日本式ものづくり学校の設立，ODAを活用した人材
育成事業"Innovative Asia"の開始等について述べました。
その他の経済・経済協力分野について，安倍総理より，日本工業団地への投資刺激策導入の早期決定の要請，
エコカー普及の現地生産拡大のための支援に係る協議の要請，ヴァラナシ国際会議場の建設支援等について述
べました。
モディ首相より，インドにとって経済改革が大事であり，日本に対して，日本工業団地にインセンティブを
与える協力を進めている，日本企業によるものづくり学校の設立を大いに歓迎，より多くのインドの学生が日
本語を学ぶ意欲につながることを期待する，ヴァラナシ国際会議場への支援検討に感謝，引き続き協力して進
めたい旨述べました。
6．人的交流
安倍総理より，インド人観光客数の増加に向けた更なる査証緩和やデリーにおける政府観光局の設置，兵庫
県・グジャラート州の交流覚書署名を含む姉妹都市交流，有識者交流等について述べました。
これに対しモディ首相より，自分の出身地のグジャラート州と兵庫県の関係強化の動きを歓迎する旨述べま
した。
（注1）核兵器不拡散条約、（注2）包括的核実験禁止条約、（注3）核兵器用核分裂性物質生産禁止条約
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4. さくらサイエンスプランでインドの高校生たちが来日
Sakura Science High School Program for India
国立研究開発法人科学技術振興機構(ＪＳＴ）
日本・アジア青少年サイエンス交流事業推進室さくらサイエンスプラン
主任調査員 鈴木達彦
国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST）が 2014 年に開始した、アジアの優秀な若者を日本に短期
招へいするプログラムである「さくらサイエンスプラン」は大きく分けて、一般公募による招へいプログ
ラム、および、高校生対象で JST が直接招へいするハイスクールプログラムの 2 種類のプログラムがあり
ます。ここで紹介するのは 2016 年 11 月 6 日～11 月 13 日（8 日間）の日程でインドの高校生 90 名および
引率者 12 名、計 102 名を招へいしたハイスクールプログラムの特別プログラムです。
今回の来日プログラムは、大学・研究機関への訪問、優秀な科学者による講義、日本の高校生との人的
交流など多彩な内容で構成され、具体的には、東京大学理学部、首都大学東京への訪問や、産業技術総合
研究所、物質・材料研究機構および高エネルギー加速器研究機構（以上、茨城県つくば市）にて日本で活
躍するインド人研究者と触れ合う時間を持ちました。ノーベル化学賞受賞者である白川英樹教授の実験教
室では、芝浦工業大学のご協力の下、ノーベル賞受賞理由となった導電性高分子膜作製の実験を行いまし
た。スーパーサイエンスハイスクール校(SSH)である、茗溪学園中学校高等学校（茨城県つくば市）では同
校生徒とグループ毎に日印双方の文化紹介を行い、同年代での交流を深めました。参加したインドの高校
生は日本の最先端科学技術にふれ、将来、科学技術分野で活躍する強い動機付けを得たものと思われます。
また今回、さくらサイエンスプランとしての新たな試みで、日本・インド両国にとっての主要産業である
製鉄所の現場見学を盛り込みました。短期ながら極めて充実した 8 日間であり、高校生たちは、訪日の感
動と受入機関等の関係者への感謝を胸にインド各地に帰国しました。
<プログラム概要>
A班
11月6日(日)
11月7日(月)
11月8日(火)

B班
日本到着、オリエンテーション

白川先生実験教室（芝浦工業大学）

新日鐵住金(株)君津製鉄所

産業技術総合研究所・物質材料研究機構

高エネルギー加速器研究機構(K EK )

茗溪学園中学校高等学校

11月9日(水)

首都大学東京

白川先生実験教室（芝浦工業大学）

11月10日(木)

JFEスチール(株)東日本製鉄所(千葉地区)

東京大学理学部(本郷キャンパス）

11月11日(金)

都庁ビル・浅草見学、江戸東京博物館

11月12日(土)

明治神宮・原宿見学、修了式および歓送会

11月13日(日)

離日

今回来日したインド高校生 90 名のうち、57 名はインド人的資源開発省(MHRD)が同省傘下の機関を経
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由して選抜した公立高校の生徒たちで、そのほか、私立高校 4 校の 28 名、Super30 在籍生徒 5 名から構成
されています。インドの New Delhi, Mumbai, Chennai といった大都市のみならず、地理的には地方に散
在する高校からあまねく招へいされており、また科学オリンピックの上位入賞者やインド国内成績優秀校
ランキングの上位校の中でも上位成績者など、いずれも折り紙つきの優秀な高校生でした。
そのうち、
特筆すべき点は Super30 の生徒が参加していた点でした。
Super30 の正式名称は、
Ramanujan
School of Mathematics で、インドが生んだ世界的天才数学者 Ramanujan の名を冠した、在 Patna(Bihar
州)の理数系の授業に特化した私塾で、特にインド工科大学（IIT）を目指す経済的に苦しい家庭の高校生が
日々勉学に励んでいる場所です。同塾の在籍者の中から優秀者 30 名を選び、IIT 合格を念頭においた更な
る特別徹底授業を行うために設置された特別クラスが通称 Super30 と呼ばれるものです。今回参加した高
校生は Super30 の中でも更に特別試験等で厳選に厳選を重ねた優秀者の選別を、創始者である塾長が実施
し、5 名の来日が実現しました。ちなみに、東京大学インド事務所の熱心な勧めもあり、同塾出身者から東
京大学に現在 2 名が学部生として留学中です。また、来日にあたっては日本の企業経営者である篤志家か
ら、同塾の参加高校生に対し、日本滞在中の秋冬物衣服などを購入できるよう寄付がありました。
さくらサイエンスプランによるアジアの青少年の招へい人数は、昨年度は 4,226 名で、今年度は約 5,000
名を予定しており、そのうちインドからの招へいは、今回来日した高校生を含めて、500 名を超える予定
です。このため、このたびの安倍、モディ両首相の共同声明では、さくらサイエンスプランの重要性が強
調される結果となりました。
インドでは科学技術分野での優秀人材は、一般的傾向としては残念ながら、米国、欧州の国々等、英語
でコミュニケーションができる国の研究所、大学、一般企業を目指す傾向が強いのが実情で、インド全体
に点在している優秀な人材の数に比べ、さくらサイエンスプランでの来日者数はまだ僅かです。再来日し
て日本とインドの架け橋となって活躍できる人材の養成は道半ば
です。JST では、日印協会のお力もお借りしながら、今後ますま
すインドからの優秀な若手人材のさくらサイエンスプランによる
招へいに力をいれ、インドにおける日本の科学技術の理解者を増
やし、願わくは再来日者が増加する、というサイクルができるよ
うに邁進してまいります。
修了式で挨拶する平林理事長

11 月 12 日に都内で開催した修了式には、日印協会から平林博
理事長にご参加いただき、インドの高校生に対して、インド-日本の将来の懸け橋となって欲しいとの激励
のスピーチをいただき、大きな拍手・喝采となりました。誌面をお借りし、お礼を申し上げます。
主要プログラムの概要をご紹介します。
●白川英樹先生の実験教室
インドの高校生を 2 班に分けて、11 月 7 日と 11
月 9 日に行いました。白川先生は青少年の科学教
育に強い熱意を抱かれており、
そのご好意により、
高校生訪日の機会に大学の実験室をお借りして実
験教室を実施しています。
「導電性高分子で有機
EL を作ろう!」とのテーマで、91 人が参加しま
した。導電性高分子の性質を体感するため、薄膜
を形成して電界発光する実験を行いました。自分
で作った有機 EL に電圧をかけて、オレンジ色の
けい光が現れると、実験室のあちこちから、思わ

白川英樹先生を囲んで
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ず拍手が沸きあがりました。また白川先生から原理や応用について解説を受け、有機高分子に関する興味
が高まりました。高校生は実験についてみんなで予習し、また当日は熱心に質問をしていました。
●茗溪学園中学校高等学校訪問
11 月 8 日にスーパーサイエンスハイスクール(SSH)の
認定を受けている茗溪学園中学校高等学校（茨城県つく
ば市）を訪問し、大歓迎を受けました。グループ毎にお
互いの文化など話し合ったあと、協力しあって紙飛行機
を作り、グラウンドに出て、より遠くまで紙飛行機を飛
ばすコンテストを行いました。同校は帰国子女も多く、
英語が堪能な日本人生徒が多数在籍していますが、それ
でも言語や文化の壁はあり、これらの壁を越え懇親でき
たことは、両国の中高生にとっても忘れられない思い出
となりました。同年代の中高生と交流することは互いに
刺激となり、また、他国の教育制度への理解を深める点でも、
非常に有意義な機会となりました。
●首都大学東京および東京大学理学部訪問
インド高校生を２班に分けて、11 月 9 日に首都大学東京、11
月 10 日に東京大学理学部を訪問しました。副学長、国際部署の
担当者から説明を受けた後、インドから留学中の学生を招集し
ていただき、交歓会を実施して、留学生の入学の仕組みや生活
費、奨学金の受給など生活面に亘る細部の説明をいただき、イ
ンド高校生に日本留学への目を開いてもらう機会となりました。
首都大学東京では、生命科学コースが完全に英語だけで授業が
行われていることや、その授業と研究内容について紹介されま
した。また、東京大学では理学部の化学・物理の研究室を訪問
し、教授、学生から熱心な研究内容の説明を受け、高校生も活
発に質問を投げかけていたことが印象的でした。

茗渓学園にて：日印高校生の文化交流）

首都大学東京にて：研究室訪問

東京大学理学部にて：研究室訪問
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5. イベント紹介
Japan-India Events
=◇ 最近のイベント ◇=
◆カダムジャパン主催『アムルート・マンタン＃９』
10 月 30 日のディワリ祭の日、カダムジャパン主催
『アムルート・マンタン＃９』を開催致しました（写
真）。世田谷区”芸術百華”の助成を受け、赤ちゃん
から車椅子のご老人まで 70 名程のお客様がアットホ
ームな雰囲気の中カタック舞踊公演を楽しまれました。
たった７曲、されど７曲。KADAMB 舞踊団の楽曲、
ムガル旋回舞踊やクリシュナ神を想う祈りの舞など、
表情豊かで味わい深い作品が並びました。
綺麗に着飾りスポットを浴びて踊る舞台は大変華や
かな時間ですが、その瞬間迄のプロセスは地味で、何
年もコツコツと基礎を積み重ね習得できるのが古典舞
踊の技。今回は妊婦の為に演出に徹した私はそれをじっと見守りました。日々忙しく OL や主婦の顔を持つ
ダンサー達は舞う瞬間だけ舞踊家の顔に早変わり！素顔の裏にこっそりと恋愛や病気、人生のあれこれを
抱えております。それが舞台の一瞬にキラリと彼女の輝きとなって光る面白さがあり感動を覚えました。
情熱を傾けられる”何か”を持ち合せますと、日々
の生活を豊かにしてくれる気が致します。日印協会会
員の皆様におかれましては「インド」がその何かでは
ないでしょうか。私は「カタック舞踊」の虜となり早
30 年。結婚や出産を経てなおアーメダバードの師ク
ムディニ・ラキアの元へ通い続け、舞踊家として活動
しております。
インド舞台芸術に縁のなかった方々も多いと思いま
すが、日印文化交流には先人が築き上げて来た豊かな
流れがあり興味深い舞台も沢山ございます。騙された
と思っていつかインド舞踊の公演にお出かけ下さい。
（文：北インド古典カタック（ラクナウ流派）舞踊家・カダムジャパン主宰 前田あつこ氏、写真提供：川尻敏晴氏）

◆自然を次世代に繋ぐ世界森会議「わふフェスタ」に参加して
自然のままに生きるインド・マハラシュトラ州の少数民族ワルリ
族を通して、自然に生き、現在の生活様式を改め自然に回帰する運
動を展開している『世界森会議』の一つのイベントである『わふフ
ェスタ 2016』に参加してきた。人類の命の源である農業を自然のま
まに営むワルリ族は、大地を耕し、貴重な水を与え、農作物を必要
なだけ栽培し、川で魚を取って、牛を追い、決して現代の文明を受
け入れない生活を送っている。コンクリートを拒み、土と牛糞の家
に住み、壁に絵を描くウォールアート文化が生まれた。
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自然の中で生まれた技術と生活用品を日常の中で使用する精神的に豊かな生活を過ごす。人類の未来への
壮大な思いを実践し、今の世界の汚染された自然環境を危惧し、
『人類は森からやってきた』と云う哲学を実
践する『世界森会議』を主宰し、独特な文化（壁画）を世に広める活動をしている。
詳細は、http://wafes.net/index2.html を参照下さい

（文、写真撮影：日印協会笹田勝義常務理事）

=◇ 今後のイベント ◇=
◆第 120 回 チャンドラ・ボース生誕祭～二人のボース～
日時：2017 年 1 月 22 日（日）午後 6 時～8 時
場所：東京都江戸川区葛西区民会館 〒134-0083 江戸川区中葛西 3 丁目 10 番 1 号
主催者：HSS Japan（ヒンズー慈善協会/日本）・チームネタジ
イベントの内容：チャンドラ・ボースとラス・ビハリボースの関係者によるスピーチ、生誕祭を祝うイ
ンド人による歌と踊り。
連絡先：Team Netaji Japan

電話: 080-3506-5758, 080-3593-6688, 090-6539-8757

http://www.teamnetaji.org/

=
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◇ お役立ち情報 ◇=
◆『NHK WORLD から「こんにちは」!!! “KONNICHIWA!” from NHK WORLD!!!』
NHK WORLD では、ベンガル語、ヒンディー語、ウルドゥー語のラジオを放送しています。日本国内でもス
マートフォンにアプリをダウンロードすれば、いつでもどこでも聞くことができます！それぞれの言語でニ
ュースが聴ける他、最新のカルチャーやヒット曲を聴いたり、料理を作ったり、旅を楽しんだり、日本語を
勉強したり、社会問題を考えたり…と日本を知るためのいろいろな番組が用意されています。テキストニュ
ースも読むことができます。インド人のお友達にも教えてあげましょう！
NHK (Japan Broadcasting Corporation) has been broadcasting Radio Programs in Bengali, Hindi, and
Urdu. Enjoy NHK WORLD’s news and programs live and on demand with its free apps for iOS and

Android smartphones / tablets. NHK WORLD will satisfy your curiosity about Japan!

視聴アプリ [App for Smartphones and tablets]
NHK ワールド・ラジオ日本は、日本語と 17 の外国語で放送しています。
アプリでは外国語のニュース・番組をお聴きいただけます。
[Home Pages]
日本語

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ja/

Bengali

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/bn/

Hindi

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/hi/

Urdu

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ur/

6．新刊書紹介
Books Review
§『シリコンバレーで起きている本当のこと』
著者：宮地ゆう
発行：朝日新聞出版
価格：本体 1,210 円＋税 ISBN978-4-02-251399-1
これはいわゆる「インド本」ではないが、インド人に関わりが深い内容
が含まれている。IT 産業やビジネス・スタートアップ（起業）が盛んなこ
とで知られる米国西海岸のベイエリア・シリコンバレーは、
繁栄の陰で様々
な社会問題が発生しているという。世界に名だたる大企業が軒を並べなが
ら、地域の自治体は財政難から住民サービスは低下し、道路インフラは老
朽化し、貧富の差が拡大して失業者が増加、ホームレスが至る所に溢れて
いる。昼間働いているにも関わらず住宅費が高すぎて住む所がなく、深夜の路線バスを乗り継いでは睡眠を
とって朝を迎える人もいるとか、活気あふれるかつての理想郷は一体どうなってしまったのだろう。
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そのような中で、米国の高学歴労働ビザ発給の 7 割はインド人、多くの企業経営トップにインド人が就い
ている等々、米国シリコンバレーにおけるインド系の人々の躍進だけが際立っている。特にインド工科大学
（IIT）卒業生は引く手あまたで、
（また IIT 同窓会とオーバーラップするが）南アジア系のベンチャー企業
家をサポートする「TiE(インダス企業家の会)」のシリコンバレーを中心とした世界各地での活動が注目され
ている。個人主義的傾向の強いインド人が、米国では縦横の人的ネットワークを駆使してお互いを助け合い
ながら切磋琢磨して活躍している。米国社会でインド人は「水を得た魚」のように環境に適応している。米
国ではインド系の人々の平均収入が抜きん出て高く、
「勝ち組」を強く印象付ける。
それぞれの個性を引き出す世界に広がるインド人の人的ネットワークはいつかインド本国の社会変革の原
動力になるのかもしれない。日本においてはインドの人々の活力をもっと戦略的かつ積極的に受け入れるべ
きではないかと考えさせられた。

訃報
日印協会職員 渡邊恭子様は、本年半ば頃から体調を崩し闘病生活をしてお
りましたが、その甲斐なく 2016 年 12 月 5 日に逝去されました。享年 56 歳、ま
だまだの人生ですのに誠に残念です。ここに衷心より哀悼の気持ちを捧げます
とともに、ご冥福をお祈りいたします。
故人は 2008 年 4 月から当協会に勤務し、月刊誌「月刊インド」および季刊誌
「現代インド・フォーラム」
（web 版）の編集・発行に携わり、また協会の web
サイトの管理運営といった当事務所のＩＴ業務や図書管理など幅広い業務を担
当し、多大なる貢献をされました。故人の高潔なご人徳を偲びつつ、献身的な
ご貢献に感謝いたします。
故人に対して当協会会員の皆様方からいただきましたご厚誼に対し心から御
礼を申し上げます。
なお、故人が担当していた業務に関しましては、10 月から当協会の職員とな
り、ヒンディー語を学び IT 分野の経験もある玉岡善美が担当いたしますので、
引き続きご支援ご鞭撻のほどをよろしくお願い申し上げます。
公益財団法人日印協会 理事長平林博ならびに事務局役職員一同

22

7. 掲示板
Notice
〈次回の『月刊インド』の発送日〉

次回発送は、2017 年 1 月 20 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>
モディ首相の訪日は 11 月 10 日～12 日の短い期間ながらも、
今後の日印両国関係の発展につながる重要なものでした。
一方、訪日直前の 11 月 8 日に突如発表された高額紙幣（500 ルピーと 1,000 ルピーの 2 種）廃止のニュースはインド国
内に衝撃を与え、海外にも大きな波紋を広げました。今回の措置は脱税や汚職による不正蓄財の撲滅あるいはテロ資金と
して使われる恐れの多い偽造紙幣根絶が目的であるから、不正を働くものに猶予を与えずに実行することが効果的なわけ
ですが、銀行への預け入れや新札や少額紙幣（100 ルピー、50 ルピー）との両替のために銀行窓口に人々が長蛇の列をな
し、大混乱を招きました。外国旅行者も混乱に巻き込まれ右往左往。ある試算ではこの措置で経済成長が 2%ダウンした
と言われますが、このような強引な措置は支持率の高い政権でなければできないことで、モディ政権の求心力の強さの表
れであります。インド旅行から帰った友人に「多少の混乱は織り込み済み。過去の様々な経験でも、インド人はこのくら
いのことではビクともしない」と諭したら、多少の混乱どころではないと怒られましたが、中長期的に見るならば今回の
短期的なマイナス分を上回るプラス効果が出て来ることを期待します。（宮原豊）

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

一口(8,000 円)から

☆入会金

個人 2,000 円

学生

一口(4,000 円)から

学生 1,000 円

一般法人会員

一口(100,000 円)から

特別法人会員

一口(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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