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公益財団法人日印協会  代表理事･会長 森 喜朗 

皆様 

明けましておめでとうございます。 

昨年は、当協会が1903年(明治36年)に創設され110周年となる節目の年であり、

9月20日には東京･九段の在京インド大使館に於いて、当協会とインド大使館が

共催で実り多い記念行事を行いました。これも会員はじめ関係の皆様のご支援、

ご協力の賜物と心から感謝申し上げます。 

本年も益々発展する日印関係を支えるべく、皆様とともに努力を継続して参りたいと存じます。 

引き続きよろしくご支援ご鞭撻のほどお願い申し上げます。 

昨年は、53年振りに天皇･皇后両陛下がインドの国賓として訪印され、私は首席随員として光栄な

る責務を果たさせて頂きました。 

年頭の所感を兼ねて、｢天皇皇后両陛下のインドご訪問について｣と題して一文を用意致しましたの

でご高覧くだされば幸いです。 

2014年 1月 

                                                                                                               

--＊<＜ 天皇皇后両陛下のインドご訪問について ＞>＊-- 

 天皇皇后両陛下は、11月 30日から 12月 5日までの 6日間にわたりインドを国賓として御訪問されまし

た。私は、大変光栄なことに、2005 年の両陛下のノルウェー御訪問･アイルランドお立ち寄りに次いで 2

度目の首席随員を仰せつかり、この度の御訪問に同行させていただきました。今回の御訪問に首席随員と

して同行した私の印象を御紹介させていただきます。 

天皇皇后両陛下にとってインド御訪問は、1960年に皇太子同妃両殿下として御訪問されて以来、53年ぶ

りのことでした。今回は、首都ニューデリーのほか、前回の御訪問ではお立ち寄りにならなかった南部の

主要都市チェンナイを御訪問されました。これまでインドからは、1958年にプラサド大統領が国賓として

訪日され、1989年の大喪の礼及び 1990 年の即位の礼に際してヴェンカタラマン大統領が訪日されていま

す。この度、両陛下のインド御訪問が実現したことは、イン

ドからの長年にわたる厚情にお応えいただくものとなり、こ

れまで長きにわたり培われてきた両国国民レベルでの友好親

善関係をさらに飛躍的に進展させるものと確信しています。

日印協会の会長として、また、日印の友好関係を願う者の一

人として、両陛下のインド御訪問が実現したことを大変嬉し

く思っております。 

天皇皇后両陛下におかれては、御結婚の翌年の御訪問以来

のインド御訪問をことのほか楽しみにされていた御様子でし

た。今回の御訪問を通じ、両陛下は、行く先々で人々と丁寧

1. 年頭のご挨拶 ― 天皇皇后両陛下のインドご訪問について 
New Year’s Greetings 

Their Majesties the Emperor and Empress of 

Japan interacting with Japanese childrens at 

Lodhi Garden.  提供; インド大使館 
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に心を込めて接せられ、多くの人々に直接声をお掛けになり、

半世紀ぶりに接するインドの文化や風物を熱心に観察してお

られました。デリーのロディー庭園及びチェンナイのギンデ

ィー国立公園において、両陛下はインドの市民との御交流を

楽しんでおられました。ロディー庭園では、両陛下は、遠慮

がち、戸惑いがちにする市民の方に御自ら歩み寄られ、一人

一人に丁寧にお言葉をかけておられました。少女から花束を

手渡された皇后陛下は、大変嬉しそうに少女とお言葉を交わ

しておられました。また、デリーのネルー大学でも、両陛下

のお姿を一目見ようと集まった多くの学生たちとお言葉を交

わしておられました。両陛下は学生たち一人一人に丁寧に声

をおかけになり、学生たちの夢や希望、また日本に対する思

いなど、彼らが語る言葉に耳を傾けておられました。 

初めての御訪問先となったチェンナイでは、ヤシの木が茂

る南国情緒ある街並みに、両陛下は改めてインドの国土の大

きさと植生の豊かさ、文化の多様さを実感された御様子でし

た。インドの伝統音楽や伝統舞踊を教えるカラクシェトラ芸

術学院では、学生たちによる伝統楽器の演奏に耳を傾けられ

るとともに、伝統舞踊バラタナティアムを学ぶ学生たちの演

技を御覧になりました。また、同じくチェンナイにおいて御

訪問されたタミル･ナド障害者協会では、一心不乱に紙コップ

を作る生徒たちの姿を真剣な眼差しで見つめられ、また、彼

らが一生懸命に磨いた食器を実際にお手に取り、生徒たちに

直接お言葉をかけられ、励ましておられました。 

この度の両陛下のインド御訪問は、日本を離れ、厳しい生

活環境の中で暮らしているインド在留の日本人の皆様にとっ

ても大きな励みになったのではないかと思います。両陛下の

デリー御到着の際には、宿舎前に約 150人の在留邦人の皆様

が集まって下さいました。チェンナイでも、多くの在留邦人

の皆様に宿舎御到着を出迎えていただき、中には感極まって

涙を流す方もいたほどでした。両陛下のお立ち寄りになられ

る所には在留の日本人が多く待ち受け、感激の面持ちで日の

丸の小旗を振る様子には私も感動しました。 

デリーで御訪問されたニューデリー日本人学校では、約280

名の児童、生徒が両陛下をお迎えしていました。両陛下は、

小学 6年生の児童による和太鼓の演奏と、中学生による｢よさ

こいソーラン踊り｣を御覧になられました。私にとっては、同校の理事長が、｢祖国｣という言葉を最も大切

に教えていると説明していたことが大変印象的でした。両陛下は、住み慣れた日本や友達から離れ、生活

面、学習面において、日本とは異なる様々な制約を受けながら、インドの地で、一生懸命日本の文化を学

ぼうとする児童生徒たちの姿を、真剣な面持ちで、また時折目を細められながら御覧になっておられまし

The Emperor of Japan, His Majesty Akihito 

and the Empress of Japan, Her Majesty 

Michiko view the Japanese language class, 

during their visit at Jawaharlal Nehru 

University.  提供; インド大使館 

Emperor and Empress of Japan interacting 

with the children with disabilities at the 

Spastic Society of Tamil Nadu in Chennai 

(December 05, 2013). P D Photo by N 

Varadharajan  提供; インド外務省 

The Emperor of Japan, His Majesty Akihito 

and the Empress of Japan, Her Majesty 

Michiko at the performance of Students, 

during their visit at Japanese School, in 

New Delhi on December 03, 2013. P D Photo 

by N Varadharajan  提供; インド外務省 
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た。また、演技終了後、両陛下は御自ら生徒たちに歩み寄られ、上手ですね、どれくらい練習したのです

かなどと一人一人に激励の声をかけておられました。日本人学校からの御出発の際、全校生徒が日の丸の

手旗を振りかざして両陛下をお見送りしていましたが、両陛下は、本当に名残惜しそうにいつまでも手を

お振りになられてお応えになっておられました。 

今回のデリー御訪問は、両陛下にとって、53年前の御軌跡を辿る御訪問でもありました。両陛下は、イ

ンドを再訪できたことのお喜びの旨を折に触れて述べられるなど、半世紀ぶりのインド御訪問を心から楽

しまれている御様子が伺われました。天皇陛下は、ムカジー大統領主催による歓迎晩餐会でのお言葉の中

で、前回の御訪問の際のプラサド大統領やラダクリシュナン副大統領、ネルー首相によるもてなしやレッ

ド･フォートでの人々との交流の思い出について言及されるとともに、インド独立の指導者たちから、民主

主義、国際主義、非暴力を旨としたガンジーの思想の流れをくむ平和主義を理想とする国作りへの高い志

に触れたことに強く印象づけられた旨述べておられました。 

12月 1日には、両陛下はデリーの八木大使公邸を御訪問され、53年前に植樹をされた菩提樹を御覧にな

られました。両陛下は、高さ 17メートルの立派な枝振りの大木に育った菩提樹をことのほか嬉しそうに見

上げられ、また、53年前の植樹が、まさに同じ 12月 1日であったことをお聞きになると、今日がその日

ですか、大きくなりましたね、と大変感慨深そうな御様子でした。翌々日の夕刻に開催された八木大使主

催レセプションの際にも、予定を変更され、ライトアップされた菩提樹を招待客とともに改めて御覧にな

っておられました。 

ところで、この菩提樹の近くに、1メートル 5～60 センチ

ほどに育っているピンク･トランペットの木があります。この

木は、一昨年春私がインドを訪問した際、当時の斎木大使の

ご厚意により、日印国交樹立 60周年を記念して植樹したもの

です。両陛下のお植えになられた菩提樹とは比べるべくもあ

りませんが、緑鮮やかな葉が風に揺れるピンク･トランペット

を見たときには、60年の節目を経たこれからの新しい日印関

係を象徴するものとも思われ、大変嬉しい気持ちが致しまし

た。 

また、両陛下は、53年前に定礎されたインド国際センター

(IIC)も御訪問になりました。同センターの御訪問について、

天皇陛下は、インドへの御出発前に発せられた御感想の中で、

｢先の訪問時、私どもが建設の儀式に携わったインド国際セン

ターは立派に完成し、運用されており、この度、再び訪問す

ることになっています。かつて外務大臣の時にお会いしたム

カジー大統領閣下やシン首相に再びお会いすることとともに、

この度の訪問で楽しみにしていることの一つに挙げられます。｣

と述べておられました。12月 3日に IICを御訪問になった両

陛下は、53年前の御訪問の際のお写真や定礎式を記念する石

碑などを御覧になり、当時の御記憶がより鮮明に呼び覚まさ

れた御様子で、大変感慨深げに、また大変懐かしそうに、笑

みを浮かべて眺めておられました。 

 今回の御訪問では、両陛下は、公式行事以外にお二人でお過ごしになられる時間をとても大切にされて

ピンクトランペットツリーの植樹 

(左から)森会長、アスラニ会長、 

沖廣 JCCII会長、齋木大使 

提供; 在印日本大使館 

The Emperor of Japan, His Majesty Akihito 

and the Empress of Japan, Her Majesty 

Michiko visiting India International 

Centre, in New Delhi on December 03, 2013 

提供; インド大使館 
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いたようにお見受けしました。インド再訪を心から楽しみにされていた両陛下にとって、行事の一つ一つ

の印象を大切にされ、お二人で過去の御記憶に照らし合わせられながら、今回の御訪問をじっくりと楽し

まれている御様子が伺われました。 

インド側も、この度の両陛下の御訪問に万全の体制で臨ん

だことを記しておきたいと思います。事前準備の段階では、

アシュワニ･クマール前法務大臣が対日関係首相特使に任命さ

れ、訪日して日本政府側との調整を行いました。11 月 30 日

のデリーの空港到着時、政府専用機から降りられた両陛下は、

親日家で両陛下とも数多くお会いになっているシン首相夫妻

の出迎えを受けられました。シン首相が外国の賓客を空港に

出迎えることは極めて希なことであり、この度の両陛下の御

訪問に対するシン首相自らの思い入れの強さとインド政府と

しての破格の歓待の姿勢を示すものでした。また、両陛下の

接伴大臣としてクルシード外務大臣が任命されましたが、多

忙を極める現職の外務大臣が接伴大臣を務めることは特筆す

べき歓迎ぶりと言えます。さらに付言すれば、インド政府は、

チェンナイでの両陛下用のお召車とすべく、デリーからチェ

ンナイに防弾車を空輸したほどでした。両陛下の訪れる先々

には多くのインドの人々が集まり、各種の報道機関が連日両

陛下の御動静を報じ、まさに国を挙げての歓待ぶりに強く印

象づけられました。 

12月 2日、すがすがしい晴天の下で催された大統領官邸で

の歓迎式典は、大国インドを象徴する、誠に厳かで格式が高

く、また大変華麗なものでした。歓迎式典の朝、クルシード

外務大臣が宿舎に両陛下をお出迎えになり、お召車に陪乗し

て案内役を務めました。大統領官邸の正門に到着された両陛

下のお召車は、礼砲が鳴り響く中、深紅の衣をまとった数十

騎の騎馬隊に警護されながらゆっくりと大統領官邸の広大な

敷地内に進まれました。お召車から降りられた天皇陛下は、

ムカジー大統領の出迎えを受けられ、その後、赤い絨毯の上

を閲兵台にお進みになり、君が代、そしてインド国歌の演奏

の後、陸、海、空の儀仗隊を巡閲になっておられました。陛

下は、威厳に満ち、また、隊員の一人一人の労をねぎらうよ

うに、ゆっくりと歩を進めておられました。同日夜に催され

たムカジー大統領主催晩餐会は、大統領官邸内の壮麗なバン

ケットホールにおいて、約 90人が一つの長テーブルに着席す

る大々的なものでした。インド側からは、多くの国会議員や

日本企業とのビジネスに積極的に取り組む企業経営者、日本

や日本語の研究者など、これまでの日印関係強化の功労者と

もいうべき多くの方々が出席されていました。また、チェン

The Emperor and Empress of Japan with Prime 

Minister and External Affairs Minister at 

the airport in New Delhi.   

提供; インド大使館 

At Rashtrapati Bhavan in New Delhi 

(December 02, 2013)  提供; インド大使館 

Emperor of Japan, His Majesty Akihito and 

the Empress, Her Majesty Michiko with the 

Governor of Tamil Nadu, Dr. K. Rosaiah, in 

Chennai. Chief Minister Dr. J. 

Jayalalithaa is also seen in the picture 

(December 05, 2013). P D Photo by N 

Varadharajan  提供; インド外務省 
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ナイでもロサイア･タミル･ナド州知事主催の午餐会が催され、ジャヤラリータ州首相のほか、州の政財官

の要人なども出席し、100名規模の大規模なものでした。 

インド外務省は、天皇皇后両陛下の御訪問に先立ち、ホームページにおいて、53年前の皇太子同妃両殿

下としての御訪問の際の動画映像を一般に公開しました。画像はもちろん白黒映像でしたが、プラサド大

統領やネルー首相とともにオープンカーで市内をパレードされ、ニューデリーの市民から熱烈な歓迎をお

受けになったことやタージマハルや地方の村を御訪問になった御様子が鮮明に伝わってくる映像集でした。

この動画は、日本国内での報道でも使用されたと承知していますが、インドの主要テレビ局による報道の

中でも使用され、インド国民にとっても、今回の両陛下の御訪問が 53年ぶりの再訪であること、日印両国

の友好親善にとって今回の御訪問が極めて大きな意義を有することなどがわかりやすく報じられる素地と

なりました。 

両陛下の御移動の際、沿道には日の丸とインド国旗が掲げ

られ、インド市民が、手旗で両陛下を歓迎する姿も見られま

した。また、生花をモザイクのように組み合わせて両国の国

旗をかたどった大きなオブジェやマリーゴールドの花をつな

ぎ合わせた装飾など、大変手の込んだ趣向も見らました。 

日本とインドの間には、仏教の伝来に遡る文化的･精神的な

つながりがあり、また、インドの人々は大変強い親日感情を

有しています。戦後の日本の混乱期にはインドから寄贈を受

けた象が敗戦にうちひしがれる子供たちに夢を与えました。

私自身、小学 2年の時に終戦を迎えましたが、日本中が絶望

の深淵に沈む中で、インドから象が贈られたというニュースに接し、大変嬉しく思ったことをよく覚えて

います。インドの人々は、日本の文化と明治維新以降の日本の近代化の取組に敬意を表し、日本の先端技

術を賞賛し、インドの人々にとって｢好きな国｣の上位には常に日本が位置します。インド議会は、例年 8

月に日本の原爆犠牲者を追悼するため黙祷を捧げ、また、昭和天皇御崩御の時には政府と国民が数日間の

喪に服したと伺っています。 

日本とインドの間には、このような国民レベルの交流と相互理解という強い基盤が存在しています。政

府間でも、2000年 8月に私が日本の首相として 10年ぶりに訪印してからの両国政府首脳の緊密な交流を

軸として、政治、経済、文化等の幅広い分野で着実に協力関係が進展しています。この度の天皇皇后両陛

下のインド御訪問は、2012 年に国交樹立 60 周年の節目を

迎えた日印関係において、両国国民の心の親密さをさらに

近づけ、両国の友好親善関係を大いに発展させるものと確

信しています。我々日印協会といたしましても、今後ます

ます日印両国の友好関係が深まり、両国が相携えて発展し

て国際社会に貢献出来るよう、一層励んでいく所存です。 

なお、最後に、この度の御訪問では全行程を通じて良好

な天気に恵まれたことを御紹介したいと思います。特に、

現在雨期に当たるチェンナイでは前日まで強雨があり、天

候が心配されましたが、両陛下の御訪問中は一滴の雨も降

りませんでした。これも両陛下のお気持ちが天に通じられ

たものと思っております。 

Emperor and Empress of Japan visiting the 

Spastic Society of Tamil Nadu in Chennai 

(December 05, 2013). P D Photo by N 

Varadharajan  提供; インド外務省 

Emperor of Japan, His Majesty Akihito and the 

Empress, Her Majesty Michiko depart India 

after their historic visit. (Chennai, December 

05, 2013). Photo Courtesy: Varadharajan/Photo 

Division  提供; インド外務省 
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インド御訪問歓迎晩餐における天皇陛下のご答辞 (大統領官邸) 

平成 25年 12月 2日 

日印国交樹立 60周年を迎えた機会に、大統領閣下の御招待により、皇后と共に貴国を訪問できま

したことを、誠に喜ばしく思います。今夕は私どものために、晩餐会を催してくださり、また、た

だ今は大統領閣下から丁重な言葉を頂き、深く感謝いたします。 

 私は、53年前、昭和天皇の名代として、プラサド大統領の我が国ご訪問に対する答訪として皇太

子妃と共に初めて貴国を訪問いたしました。プラサド大統領、ラダクリシュナン副大統領、ネルー

首相より手厚いおもてなしを頂き、またネルー首相により開かれたレッド･フォートにおけるデリー

市民の大会を始めとして、訪れた各地において人々から温かく迎えられたことが懐かしく思い起こ

されます。皇后はかつて学生時代にネルー首相の｢父が子に語る世界歴史｣にであっており、この度

でネルー首相と度々席を共にしたことは、今も忘れ難い思い出となっていることと思います。 

貴国と我が国とは地理的に離れ、古い時代には両国の間で人々の交流はほとんどなかったように

考えられます。しかし、貴国で 成立した仏教は 6世紀には朝鮮半島の百済から我が国に伝えられ、

8世紀には奈良の都には幾つもの寺院が建立され、仏教に対する信仰は盛んになりました。8世紀に

は、はるばるインドから日本を訪れた僧菩提僊那が、孝謙天皇、聖武上皇、光明皇太后の見守る中

で、奈良の大仏の開眼供養に開眼導師を務めたことが知られています。この時に大仏のお目を入れ

るために使われた筆は今なお正倉院の宝物の中に伝えられています。 

古代におけるこのような例を除き、次に貴国の人々と我が国の人々との間で交流が盛んに行われ

るようになるのは、我が国が 200年以上続けてきた鎖国政策を改め、諸外国と国交を開くことにし

た 19 世紀半ば以降のことです。第二次世界大戦前、我が国を訪れた貴国の詩人タゴールは、我が国

の人々に深い敬意をもって迎えられました。私どもは先の訪問で、コルカタのタゴールハウスを訪

問しましたが、タゴールが作詞作曲したインドの国歌がインドの楽器の伴奏で美しく歌われるのを

聞いたことを、記憶にとどめています。 

前回の貴国訪問の旅はこのコルカタ訪問に始まり、ムンバイ、デリー、アグラ、ブタガヤ、パト

ナ等、かなり広い地域にわたりました。私どもは二人ともまだ 20 代半ばの若さであり、この国の深

さを十分に知るには程遠くありましたが、この旅で当時のプラサド大統領始め、独立当時からの国

の指導者たちと接し、この国の来し方を学ぶとともに、この方々の民主主義、国際主義、さらには

非暴力を旨としたガンジーの思想の流れをくむ平和主義を理想とする国造りへの高い志に触れたこ

とは、今日もなお私どもの中に強い印象として刻まれています。 

この度の旅行では、前回行くことのかなわなかったインド南部のチェンナイを訪れます。インド

の多様性を知る上で、更なる経験を持つこの機会を楽しみにしています。 

終わりになりましたが、貴国議会が年ごとの 8月、我が国の原爆犠牲者に対し追悼の意を表して

くださることに対し、国を代表し、とりわけ犠牲者の遺族の心を酌み、心から感謝の意を表します。 

この度の私どもの訪問が、両国国民の相互理解を更に深め、信頼と友情の絆を一層強める一助と

なることを願いつつ、ここに大統領閣下並びに令嬢の末永い御健勝と、貴国国民の幸せを祈り、杯

を挙げたいと思います。 
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--＜＜◇◆◇  天皇･皇后両陛下のインドご訪問にお伴して  ◇◆◇＞＞-- 

公益財団法人日印協会 評議員  谷野 作太郎 

この度、命により天皇・皇后両陛下のインドご訪問(以下｢御訪問｣)にお伴する機

会を得ました。御訪問の詳細については、首席随員をお勤めになった森 喜朗元総理

の御報告につくされております。そこで、私は以下これを補完する意味において、

御訪問中のエピソードを中心に若干のお話をしたいと思います。 

          ― 両陛下とマンモハン･シン首相ご夫妻 ― 

この度のご訪問に当たり、シン首相の心づかいは、並々ならぬもの

があったということは、森首席随員のお話に述べられている通りです

が、お側から、或は遠くから拝見していて、両陛下と首相御夫妻は、

お年頃も同じというばかりでなく、穏やかなご性格、ゆっくりした静

かなお話ぶりも似ていらっしゃる、－そう、英語で言う｢ケミストリー

が合う」、あれですね。－そのようにお見受けいたしました。シン首相

は、今春、政権を離れることになりましょうが、これ迄、何回も訪日

経験のある大の親日家、自分の首相としての在任中インドと日本の関

係で歴史に残ることをなし遂げた上で任を離れたい、とおっしゃって

いたようです。今回の御訪問を通じ、そのようなシン首相の思いは十

分遂げられたことになるのではないでしょうか。 

― ニューデリーとチェンナイと ― 

今回の御訪問に際し、ニューデリーに加えチェンナイ（旧称 マド

ラス）が選択されたのは、近年、この地が、急速に南インドの中心

都市として発展しつつあること、そのようなことを背景に、このと

ころ日本企業の進出も著しく、在留邦人の数も増えていることなど

ですが、インドの人たちに言わせると南インドの人たちは、情に厚

くホスピタリティの精神に富み(現地でお会いした在留邦人の方たち

も、そのようなことを口にされておりました)、今回、政治都市ニュ

ーデリーに加え、チェンナイを御訪問先と定めたことは、良いバラ

ンスだったと思います。ちなみに、両陛下は、五十三年前、皇太子･

皇太子妃であられた時代、インドのいくつかの都市を訪問されてお

りますが、チェンナイの御訪問は初めてでした。 

ところで、今回の御訪問の日程作成に当たり、事務方が頭をしぼ

ったのは、ご高齢の両陛下にお疲れが出てはいけない、他方、両陛

下の強いお気持ちとして、公式行事もさることながら、それと共に

できるだけ多くのインドの人たち(老若男女)と直接ふれ合う機会が

2. 天皇皇后両陛下のインドご訪問に寄せて 
The Emperor and Empress of JAPAN visit INDIA 

The Emperor of Japan, His Majesty 

Akihito and the Empress of Japan, Her 

Majesty Michiko interacting with the 

students, teachers and parents during 

their visit at children’s park at 

Guindy National Park in Chennai on 

December 05, 2013. P D Photo by N 

Vardharajan  提供; インド外務省 

The Emperor of Japan, His Majesty 

Akihito meeting with Prime Minister 

in New Delhi (December 02, 2013) 

提供; インド外務省 
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欲しいという二律背反の中で、どのようにバランスのとれた御日程を造るかということでした。結果的には、

その二つの要請を程よく満たす御旅行になったと思います。 

ご訪問先で、私たちの後方の車列から、土ぼこりが立つ道すがら、お車の窓を開けて沿道の市民たちの歓

迎にお応えになっているご様子をしばしば拝見しました。 

―御訪問と、日中関係、核の問題 ― 

この度の御訪問に際し、私が仰せつかった役目は、インドのメディアに対するスポークスマンということ

でした。インドのメディアの人たちと話(会見、懇談)をしてみて、あらためて驚いたのは、先方は、昨今の

日中関係と御訪問をもろに結びつける考え方で、頭の中が出来上がっているということでした。 

時あたかも、中国側が一方的に「防空識別圏」を設定し、日中関係の緊張が高まった時期に当たったとい

うこともあって、「御訪問は絶妙のタイミングになったではないか」などと(インドも中国と国境問題で苦労

している)、それとなく水を向ける向きもありました。そこで、私は、あらためて両陛下の御訪問の意義(日

本とインドとの友好親善関係一層の発展)、日本の天皇陛下の憲法上の地位といったことから話を始め、汗を

かくことになりました。その結果、また、大使館側のご訪問についての事前広報の努力もあり、インド側の

報道ぶりについては概ね事なきを得ましたが、記事によっては｢日本のスポークスマンは、今回の御訪問は昨

今の日中関係とは全く関係がない、日印関係は日印関係、日中関係は日中関係、両者を関係づけて語ってく

れるな｣と強調したという点に焦点を当てた報道ぶりもあり苦笑いたしました。 

(大使館の計らいで、一夕、インドの新聞、雑誌、テレビの編集局の幹部たちと会食の機会があり、その折は、

同じことを強調した後で、先方の要請に応え、懇談の後半部分では、厳にオフレコとことわった上で、昨今

の中国の情況、日中関係について私の思いの丈をぶちまけて来ました) 

記者会見で話題になったもうひとつのこととして、｢核｣の問題がありました。これに対し私は｢インドは核

兵器を持っている。他方、日本は“非核三原則”。でもインドも日本も“核兵器の究極的廃絶(ultimate 

elimination of nuclear weapons）”ということでは考え方を共有できているのではないか｣と応じました。

なお、陛下も核兵器については、多くの日本人同様、強いお考えをお持ちとうかがっておりますが、陛下は

大統領晩さん会でのスピーチで、インドの上院･下院が毎年 8月広島･長崎の原爆犠牲者に対して、全員立ち

上がって黙祷し追悼の意を表してくれていることに対し｢心から感謝の意｣を述べられ、そのことは、日本の

新聞でも報道されました。このことは日本では、あまり知られていないことでもあり、大変よかったと思い

ます。 

― 大使公邸の菩提樹 ― 

大使公邸の菩提樹の件は、森首席随員のお話の通りです。 

私は御旅行の日程作成に当たった人たちに、｢それにしても、両陛下の大使公邸へのお立ち寄りの日どりを、

53年前のこの菩提樹お手植えの日と同じ 12月 1日に持ってくるなど、なかなか味なことをやるねぇ｣と言っ

たところ、｢いやいや、これは全くの偶然の一致｣ということでした。とすれば、あの日、菩提樹(写真でご覧

のように今では、公邸の庭でも一番のうっそうとした大木に育っています)の霊が両陛下を引き寄せたという

ことなのでしょうか。誠に不思議なことでした。 

― インドのカレー料理と両陛下 ― 

インド側の公式晩さん会、昼食会では当然、本場のインドのカレー料理がふんだんに振る舞われましたが、

これが、両陛下、とくに天皇陛下のお口に大変合ったようです。そう言えば森首席随員も、さすが日印協会

の会長、大変おいしかった、ともらしておられました。私も決して口に合わないというのではないのですが、
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これが何度も続くと日本のカツ･カレー、らっきょう、福神漬けの類が目の前に浮かぶのを抑えることができ

ませんでした。 

― 在留邦人の方々と ― 

  両陛下は、一週間にわたる御旅行を恙無く終えられ、羽田空港に御帰着。 

私たちはその足で両陛下と共に皇居に向かったのですが、皇居において両陛下の前に立たれた森首席随員

より今回の御旅行の御成功を祝しつつ、総括的な御挨拶がありました。その中で、森首席随員は、とくに御

訪問先における在留邦人の方々のことにふれ、両陛下のお姿を直近かに拝し涙を流す人たちもいらっしゃっ

たという話をされました。私もこのことはチェンナイで目のあたりにしました。御宿泊先のホテルの玄関前

で日本の国旗を振りながら頬を伝わる涙を拭おうともしない女性方。チェンナイという異国の地にあって、

しかもインドは発展したとはいえ、日本にくらべれば、まだまだ諸事不便さがつきない土地柄、そんな中で

祖国のことが思われ、愛国者となり、そんな時その象徴であられる天皇陛下、そして皇后陛下のお姿を目の

あたりにして、自然、涙、涙となるのでしょう。御旅行の中でも感動的なシーンでした。 

― これを機に、日印関係のさらなる発展を ― 

  日本には、昔から｢三国一の花嫁｣という言い方があります。ここで言う三国とは日本、唐(中国) そして天

竺(インド)だそうです。すなわち、往時、日本人が描く世界には、日本、中国、そしてインドしかなかった

ということでしょう。下って、戦前、戦後の一時期、インドは日本にとって大きな貿易パートナーでした。 

  日本とインドとの関係は、ここ十余年の間、日印双方の努力によって幅広い分野にわたって大きな発展を

遂げてきました。しかし、これをアジアのもうひとつの大国、中国と日本の関係と比較すると経済関係、人

の往来、在日留学生の数など一桁も二桁も違います。私は、インドのメディアの人たちと会見する度にその

ことを強く指摘しました。 

あなた方は、昨今の日中関係に関心をもっておられるけれど、その中国から日本には 8万人以上の若者た

ちが勉強に来ている。他方インドからは、たった 560人、これって、どういうことか。日本の大学に国際化

という点でまだまだ遅れていることは認めるけれど、それにしても、インドの若い人たちは、もっと日本に

関心を向けて欲しい。それに、あなた方の世界(メディア)について言えば、東京に特派員を送っているイン

ドのメディアはどこもない。ゼロだよ、ゼロ! これでは、メディアを通じるインド人たちの日本に対する理

解は、外国の通信社を通じてしか得られないことになる。他方、デリーに日本からの特派員は 8社 14人いま

すよと。 

あなた方が関心を持っている中国からの在日特派員の数は、ペン、テレビで計 50人近い。中国に滞在の日

本の特派員は 100名を超える、と挑発したところ、｢アンバサダー、(やや自嘲気味に)あなたもよくご存知の

ように、インドのメディアの読者、視聴者たちは外国のことには殆んど関心がない。関心があるのは、玉ね

ぎ(インド料理に欠かせない食材)の価格であり、有名人のスキャンダルだったり･･･｣という答えが返ってき

ました。なお、インドのメディアの海外特派員の数はワシントン、ロンドンなど、計わずか数人ということ

でした。 

  日中関係と日印関係が、経済関係、人の往来などいろいろな面で一桁も二桁も違う。ということは、日印

関係は今後とも発展の余地は大変大きいということでもあります。大成功に終った両陛下のインド御訪問を

機に、両国の関係が更なる飛躍を遂げることを祈ってやみません。 
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--＜＜◇◆◇  一人のインド人が見た天皇皇后両陛下のご訪印  ◇◆◇＞＞-- 

公益財団法人日印協会 理事  比良 竜虎 

私は光栄にも、インド大統領から、大統領公邸で催される天皇皇后両陛下歓迎公

式晩餐会への招待状を賜ったため、妻と二人でデリーに赴きました。両陛下と同じ

ホテルに宿泊しましたが、両陛下がホテルに到着された際には、インドの伝統的な

歓迎をお受けになったということでした。すなわち、長寿を象徴する菊の花に彩ら

れる中、最高の愛と尊敬を表す歌を歌いながら、神あるいは神のごとき人々の前で

ランプの炎を回す神聖な儀式、アーラティーが行われたのです。その時、ひらめき

のように思い出されたのは、王を神と見るインドの伝統でした。 

古代インドでは、王は神の次に権威ある存在でした。神聖なインド古典である『マハーバーラタ』や『バー

ガヴァタム』、『ラーマーヤナ』は、高潔なインドの王たちについて語っています。真理(サティヤ)を固く守

ったハリシュチャンドラ、シャーンタヌ、ビーシュマ、クリシュナ、ラーマ、法(ダルマ)の政治を行ったア

ショーカらは、その高潔な思想と振る舞いによって、神のごとき美徳の持ち主として尊敬され、現代でもア

ーラティーや花で礼拝されているのです。 

私はインドの神聖な王たちの栄光を心に思い描きました。そして、もし日本の天皇陛下が同じように神聖

な存在であるのなら、今回の公式訪問は本当の意味で歴史的な機会になると思いました。けれども、もし天

皇陛下が普通の人間で、神聖な属性をお持ちでないとわかったら、どうしたらよいでしょうかと私の心は揺

れ動きました。 

私たちが客室に到着した直後、突然、銃声か爆発音のような大きな音が聞こえてきましたが、それは夜空

を彩る美しい花火のものだったのです。それからすぐに、大きく力強い、太鼓とシェーナイ(インドのトラン

ペット)とほら貝の音が響き始め、結婚式を祝う楽隊の列が町中を巡り始めました。これは明らかにホテルが

手配したのでも、政府が計画したのでもありません。まったくの偶然です。それは天からの贈り物でした。

なぜならインドでは、王あるいは神のごとき人物が到着した時、ナーダスワラム(南インドの管楽器)と太鼓

の音色と花火で歓迎の意を表するからです。私は、インド政府やホテルだけでなく、天もまた、神聖なる客

人として天皇陛下をお迎えしているのだと感じました。そして、さまざまな事情で公にはされないけれども、

天皇陛下の日々の生活はとても神聖なのだろうと、思いを馳せたのです。 

翌朝、今までに見たことがないような美しい光景が眼前

に広がっていました。静かな朝焼けの空に昇っていく黄金

色に輝く朝日。それはまるで光の花を集めたブーケのよう

でした。光は陛下がお泊りになっている部屋の窓も照らし

ています。至高の女神である天照大神が、金色の太陽の姿

で、陛下のインド訪問を祝福なさっているかのようでした。

晴れ渡る美しい空に太陽が昇るさまは、日本の国旗そのも

のでした。その景色は真に美しく、涙とともに神聖な想い

が湧き上がってきました。そして知らず知らずのうちに、

太陽を礼拝する祈りの言葉を唱えていたのです。陛下がイ

ンドをご訪問なさって、最初の夜明けです。たとえるなら、お正月の初詣でのように、最初の太陽礼拝です。

インドの聖典には、神なる人物が訪れる時には、万物が調和して頭を垂れ、貴人を出迎えるとあります。そ

Their Majesties the Emperor of Japan 

interacting with Japanese Community at Lodhi 

Garden, in New Delhi. 提供; インド大使館 
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のとおり、太陽自らが、天皇陛下をお迎えし、礼拝するために、お出ましになりました。空には雲ひとつな

く、穏やかで優しい風が母なる大地を抱擁しています。 

この奇跡のような美しい体験は、私にとって陛下の神聖さを確信する証となりました。今上天皇の美徳は、

その模範的な生き方で日本に豊かな文化遺産をもたらす一助となったインドの神聖なる王たち、すなわちシ

ッダールタ（のちの仏陀）、ラーマ、クリシュナ、アショーカたちが示してきた高潔な理想や価値と非常によ

く似ており、そこに差異はないと信じています。 

私は、陛下のインド訪問には二つの目的があることを理解しました。ひとつは現世的な目的、もうひとつ

はスピリチュアルな目的です。現世的な目的は、両国の政府によって計画されたもので、スピリチュアルな

目的は、神あるいは大自然によって計画されたものです。今回の天皇陛下のインド公式訪問は、千二百年以

上にわたる日印関係において、最も重要な出来事です。それは、英領インドを解放するために力を貸し、独

立したインドを最初に友好国と認めた日本の友情と慈悲を象徴しています。それは、過去六十年間にわたっ

て、日本がインドに対して最大級の開発援助を行っただけでなく、たくさんの文化的、経済的、戦略的関係

を築いてきたこと、そしてその結果としてアジアと世界の平和と繁栄に貢献してきたことを象徴しています。

神によって計画されたスピリチュアルな目的は、古代文化と考古学的発見を通じて人類に知られるようにな

りました。日本には、東アジアと東南アジアを経由して、インド亜大陸の豊かな伝統と文化がもたらされま

した。日本の神々はサンスクリット語の文献に書かれている神々と酷似していますし、日本の日常生活にお

ける社会的慣習やお祭りにも数多くの類似点が見られます。日本初の憲法を作った聖徳太子は、十七条憲法

に「篤く三宝を敬え」と記しました。この三宝とはトリラトナ(Triratna＝仏、法、僧)のことです。 

天皇･皇后両陛下のインド公式訪問によって、千年以上にわたる両国の友好という千のメッセージが伝わり

ました。大統領公邸で催された公式晩餐会において、陛下は短いスピーチをなさいました。陛下のスピーチ

の締めくくりは、両国国民の相互理解を更に深め、信頼と友情の絆を一層強める一助となることを願うとい

うお言葉でした。 

                                                                                                              
 

--＜＜◇◆◇  天皇皇后両陛下ご訪印  ◇◆◇＞＞-- 

学校法人立命館大学(法人会員) 

立命館インド･オフィス  秦 智 

今回、天皇皇后両陛下がニューデリーに到着された 11 月

30日は、丁度 53年前、皇太子殿下妃殿下としてご訪印され、

インド国際センターの礎石を据えられた日であった。同セン

ターは、文化交流を通じて国際相互理解の促進を図る目的で

設立された施設で、日本の国際文化会館がモデルになってお

り、日印両国の文化学術交流のシンボルともいうべき施設で

ある。公式歓迎式典を始め、市民との交流、在留邦人との懇

談等お忙しいご日程の中、このインド国際センターでは受勲

者、歴代駐日大使等とお会いになり、日本人学校とネルー大

学では子供達や日本語学習者とご懇談された。又、チェンナ

イではカーラークシェートラ(芸術学院)でインド古典舞踊も

The Emperor of Japan, His Majesty Akihito 

and the Empress of Japan, Her Majesty 

Michiko visiting India International 

Centre, in New Delhi on December 03, 2013. 

提供; インド大使館 
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鑑賞された。仏教伝来に始まり、1,000 年以上に亘って綿

綿と続いて来た両国の文化学術的関係に弾みを付けて頂け

たという意味で、前回に続き、今回のご訪印も極めて意義

深いものがあったと思う。 

近年、日印両国の外交関係、経済関係は目に見えて親密

化して来た。振り返って文化学術関係はと見ると、｢今一つ｣

との観を免れない。筆者は現在文科省グローバル 30事業の

一環として、日印の学術交流と留学生招致促進に向けた仕

事をしているが、世界各国の教育機関が注目しているイン

ドにあって、学術面で日印双方の関心を高め、交流を進めることは容易でないことを実感しているのが実情

だ。今回の両陛下御訪印を機に、両国の学術交流関係にも弾みがつき、更に発展することが期待される。 

今回、両陛下にお会いした人々に印象を尋ねると、異口同音に返ってくるのは、両陛下の温厚で慈愛に満

ち、品位と気さくさを兼ね備えられたお人柄と、心のこもったお言葉に感銘を受け、励まされたということ

であった。特にインドの方々には手を差し出し握手されたそうで、信じ難い喜びだったと数人の方々から伺

った。筆者も、今回お目通りがかなった果報者の一人だが、天皇陛下から｢それはご苦労様です｣というお言

葉を頂戴した。その重みを梃に、更に精進せねばと奮い立たされる思いであった。 

秦 智 <はた･さとし> 

立命館インド･オフィス事務所長 

大阪外国語大学（現大阪大学）インド・パキスタン語科卒業後三菱商事(株)入社。 

同社派遣研修生としてデリー大学とクルクシェートラ大学に留学。 

コルカタとニューデリーに駐在。 

早期退職後、米国イリノイ大学大学院修士課程で日本語教授法を修め、バンガロール大

学で日本語を教え、2011年４月より現職。 

                                                                                                               
 

--＜＜◇◆◇  皇后様と IBBY インド支部会員との懇談に出席して  ◇◆◇＞＞-- 

鈴木 千歳(個人会員) 

 この度の両陛下インドご訪問に際して、皇后様は 12月 3日、

53 年前に礎石を据えられた国際文化センター(IIC)を再訪され

ておられる陛下をお見送りの後、IBBY(国際児童図書評議会)イ

ンド支部事務局長で旧知のマノラマ･ジャファさん(中止になっ

た 1998年インド大会の実行委員長で、皇后様を招待された方)

のご案内で、18人のインド会員がサリー姿でお待ちするIIC併

設の部屋にご到着。拍手でお迎えした会員の一人一人と親しく

握手をしてお話をされ、会場は明るい笑顔の喜びにつつまれま

した。 

 思えば 16年前の 1998年、IBBYインド世界大会で基調講演者

として皇后様のインドご訪問がほぼ決定していたのですが、直

前のインド核実験で中止となり、急遽、基調講演は会場でビデ

The Emperor of Japan, His Majesty Akihito 

and the Empress of Japan, Her Majesty 

Michiko visiting India International 

Centre, in New Delhi on December 03, 2013. 

提供; インド大使館 

Emperor and Empress of Japan at Demonstration 

of "Veena" at the kalashetra foundation in 

Chennai.提供; インド外務省 
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オ放映され、皇后様の児童文学への深いご造詣に世界から集まった児童文学関係者が感動したことが思い出

されます。当初から関わり、ご訪印中止の報に心の痛むジャファさんの労を思い、この度の両陛下ご訪印が、

皇后様とジャファさんとの再会の好機となりますようにと、あちこちにお話しさせていただきました。IBBY

の日印両国の会員としてかけつけることができ、この度のご懇談は念願の夢が叶った感慨深いものでした。 

 テーブルには『橋をかける』や絵本『はじめてのやまのぼり』など皇后さまのご著書、その隣に、皇后様

の基調講演を再録したインド支部会報や日本支部の｢JBBY(日本国際児童図書評議会)インド識字基金｣の支援

によりインドで作成したヒンディー語アルファベット絵本などが並べられ、児童文学を通しての日印の絆が

深まった思いでした。 

 今度のインド旅行で最高に思い出に残る一こまは、偶然、両陛下お泊りのホテルで、首席随員で元総理の

森喜朗日印協会会長と、友人の青木せつ子さんと一緒にお会いでき、外出される両陛下にご挨拶出来たこと

です。そしてジャファさんのご自宅に招かれで美味しいヴィジタリアンのインド料理のディナーをご馳走に

なったこと。また、話題のインド地下鉄に乗る経験ができたこと、などなど。 

 インドの友人と旧交をあたため、近代化の途上にあるインドの素顔にふれ、皆様のお世話になりながら、

充実したインドの旅を楽しく終えることができました。有難うございました。 

 

鈴木 千歳 <すずき･ちとせ> 

IBBY日印両会員 

2001年度 Ind.BBY(インド国際児童図書評議会)賞受賞 

インド児童文学の会代表 

訳書 『密猟者を追え』アルプ･クマル･ダッタ作 佑学社 1986年 

   『盲目の目撃者』アルプ･クマル･ダッタ作 佑学社 1987年 

      『トラの歯のネックレス』インド児童文学作家･イラストレー 

ター協会会員作編･共訳 ぬぷん児童図書出版 1998年 

『パンチャタントラ物語』マノラマ･ジャファ再話 出帆新社 

2007年 

『ヒマラヤの風にのって』ラスキン･ボンド作 段々社 2009年 

他    

 

 

                                                                                                               

--＜＜◇◆◇  ふれあい ～インド初取材記～  ◇◆◇＞＞-- 

NHK(法人会員) 

報道局｢ワールド Waveトゥナイト｣ディレクター  高井 美菜子 

初めてのインドは、空港に降り立った瞬間から、衝撃と感動の連続だった。 

ターバンを頭に巻いたシーク教徒、サリーを身にまとった女性たち、街を行きかうオートリクシャー。交

通渋滞で街中に響くクラクション、砂埃舞う空気。道端で度々見かける牛の姿には、思わず声をあげた。同

行していたデスクの橋本は、5 回目のインド。ヒンディー語も話す彼が、何を見ても感動する私を目を細め

見守ってくれる中｢生のインド｣を知るロケが始まった。 

出発前、日印協会の原佑二理事から｢パール判事｣｢ネルー首相｣など、戦後日本とインドの友好の礎を築い

た人々の話を伺うとともに印象深かったのは、ゾウのインディラの話だった。第二次世界大戦後、ネルー首

ジャファさん(左)と筆者(右) 

懇談会場 IICに展示された 53年前のアルバムの前にて撮影 
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相が、焼け野原となった東京の動物園に贈ってくれたゾウのインディラ。上野動物園で行われたインディラ

贈呈式に、インドの子供代表として出席したジャヤ･ジェットリーさんにどうしても会いたくなった。消息を

調べて、ようやく現在 71歳で元気なジェットリーさんに会って話を聞くことができた。鮮やかなグリーンの

サリーに身を包み、私たちを迎えてくれたジェットリーさんは、時折日本の童謡を歌いながら、思い出話を

聞かせてくれた。｢インディラは、真の友情のシンボルです。敗戦という苦い経験をした日本にインドから贈

られた平和の使者なのです。｣ジェットリーさんの温かい言葉に、人と人とのつながりの大切さを強く感じさ

せられた。 

私たち取材班は天皇皇后両陛下ゆかりの地も訪れた。ニュー

デリーのビル街を通り抜け、車で 1時間半。車窓からの眺めは、

あちこち牛だらけ。デコボコ道をしばらく走ると、両陛下が 53

年前訪問された農村、ニストリ村に到着した。村人たちは次々

に家の外に出て来てくれて、いつの間にか、カメラのまわりは

大勢の人に囲まれていた。そんな中で始まった 53年前、両陛下

のご訪問を歓迎したという、86 歳のバブ･シンさんへのインタ

ビュー。バブ･シンさんは｢美智子様が美しくて見とれてしまっ

た!｣と誇らしげに話してくれた。｢私の家の前のこの道を殿下と美智子様は、ゾウに乗って行かれたよ｣高齢

にもかかわらず、元気に村を案内してくれたバブ･シンさん。カメラに興味津々な小さな子供たちが｢me! me! ｣

と言いながら、モデルさながらにポーズを決めてくれたり、友達を連れてきて、一緒にカメラの前に立った

り。子供のあんなとびきりの笑顔は、久しぶりに見たような気がした。そして取材を終え先を急ごうとした

その時、村の長老が｢昼ご飯を食べて行きなさい｣と言う。人数分の昼食を作ってくれていたのだ。インドで

はここで断わるのは失礼にあたると聞かされ、時間を気にしながらもダールカレーを頬張った。そのおいし

さと、食べる私たちを見守る村人のまなざしはとても心にしみるもので、やっぱり、今回のインド特集で伝

えたいテーマは｢人｣だったと確信した。 

世界のニュースを伝える仕事に携わる中、私が伝えてきたインドは、どんなものだっただろう。自立を目

指し、懸命に職業訓練に臨む農村の女性たちの姿、映画監督を夢見て、たった 1台の小さなハンディーカメ

ラを手にスーパーマンのパロディー映画制作に全力投球するマレガオンの若者たち。どんな境遇に置かれよ

うとも自分の夢をつかみたい、そのひたむきな姿勢にいつも励まされた。 

出発前、日印協会の原理事が話して下さった日本とインドの関係。重要な役割を果たしていたのは、やは

り人と人とのつながりだった。 

次に訪印の機会があれば、もう少しゆったりと人とふれあってみたい。 

 

高井 美菜子 <たかい･みなこ> 

1974年生まれ。 

フェリス女学院大学卒業後、出版社、新聞社勤務を経て、 

NHK｢BS世界のドキュメンタリー｣の日本語版制作に従事。 

2009年からNHKBS-1｢きょうの世界｣｢ワールドWAVEトゥナイト｣海外ニュース番

組のディレクターを務める。 

 

 

 
 

 

今回の取材出張中のクトゥブミナールにて撮影 

<ニストリ村の子供たち> 筆者撮影 
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Ⅰ. 内政  

12月 8日 

8 日、インディアン･エクスプレス紙他各紙報道によれば、選挙管理委員会は、4 日に実施されたデリー準

州議会選挙の結果を発表した。選挙前に 43議席を保有し与党であったコングレス党は 8議席と惨敗。イン

ド人民党(BJP)が 23議席から 31議席と議席を増やし与党となった。この他、これまで議席の無かった庶民

党(AAP)が 28議席を獲得した。 

メモ： 

同８日、チャッティースガル州、マディヤ・プラデーシュ州及びラジャスタン州の議会選挙の結果についても発表され

た。チャッティースガル州では各党の獲得議席に大きな変化はなかったものの、マディヤ・プラデーシュ州では、コン

グレス党が７１から５８と議席を減らし、ＢＪＰは１４３から１６５に議席を増やした。ラジャスタン州でも、コングレス党

は９６議席から２議席と大敗し、ＢＪＰは７８から１６２と議席を大きく伸ばした。 

12月 18日 

18日、12月 5日に開幕したインド国会は、当初予定していた 12月 20日までの会期を短縮し、閉幕した。 

12月 21日 

21 日付インド大統領府の発表によれば、ムカジー大統領は、ジャヤンティ･ナタラジャン環境・森林担当

閣外大臣(専管大臣)の辞職を受理した。同日付で、ムカジー大統領は、M. ヴィーラッパ･モイリー石油･天

然ガス大臣に対し、環境･森林担当大臣の任務を兼ねるように指示した。 

 

 Ⅱ. 経済  

12月 16日 

インド商工省は、16日、卸売物価指数(WPI)に基づく 11月のインフレ率について、前年同月比 7.52%とな

り、本年 10月の 7.00%より再び上昇した旨発表した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. インドニュース(2013年 12月) 
News from India 
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メモ： 

一次品目では、食料品が 19.93％、非食料品が同 7.60％。8月以降高騰していたタマネギ価格は、落ち着いてきては

いるも、依然 190.34％と高止まっており、その他の野菜は、再び上昇圧力が高まり同 95.25％となっている。燃料･電

力は、11.08％、製造業品目は、2.64％。 

12月 18日 

18日、インド準備銀行は、中間四半期金融政策会合を開催し、政策金利であるレポ･レートを現行の 7.75％

のまま据え置く旨発表した。また、預金準備率も現行の4.0%のまま据え置くとした。 

メモ： インド準備銀行発表によれば、同銀行は、市場環境を概要以下のとおり評価した。 

世界経済の見通しは、月並みなもの。中国以外の新興国においては、脆弱な内需により成長鈍化。新興国における

外国経済への依存を考慮すると、米国の量的緩和縮小を受けて再び不安定になる可能性がある。インドでは、農業

及び輸出の堅調を受け、実質ＧＤＰは緩やかな回復を示しているが、企業活動の低迷は継続し、経済成長への逆風

になる。高水準の消費者物価指数および卸売物価指数は、インフレ期待を高止まりさせており、経済成長と金融の

安定にとってリスクである。 

12月 21日 

22 日付け HT 紙は、21 日に開催されたインド商工会議所連盟(FICCI)総会において、ラフル･ガンディー･

コングレス党副総裁の演説行った旨報じている。ガンディー副総裁は、開発とガバナンスに関する同氏の

ヴィジョンを説明しつつ、経済成長と社会福祉は、相互に補完しあうもので、どちらかが妥協されるもの

ではないと述べた。 

メモ： 

同報道によれば、ガンディー副総裁は、産業の成長のために改革が必要な分野として、環境認可の遅れによる事業

遅延、柔軟性のない労働法、汚職に繋がる恣意的な決定、若者を公平に評価しない教育システムについて述べた。

また、環境認可に関する産業界の不満に配慮し、行政や司法に過度の権限があると述べた。更に、軋轢を生じさせ

るやり方の政治路線は危険であると警告し、遠回しにモディＢＪＰ首相候補の政治路線を批判した。 

 

 Ⅲ. 外交  

12月 4～6日 

ヒンドゥー紙他によれば、ファハミ･エジプト外相が訪印し、アンサリ副大統領やクルシード外相と会談し

た。 

12月 8～11日 

ヒンドゥー紙他によれば、シン外務次官は、8日から 11日まで訪米し、ケリー国務長官を始めとした国務

省幹部と会談した。シン外務次官は、米側に対して、ムンバイ･テロ事件の首謀者の一人であり米国で懲役

に服しているデイビッド･ヘッドレーへの更なるインド側アクセスを求めたほか、双方はイランやアフガン

情勢についても意見交換した。 

12月 12日 

HT紙他各紙報道によれば、12日、コブラガデ在ニューヨーク総領事館副領事は、雇用していたメイドの査

証申請に関する不正を行ったとして逮捕され、逮捕後、裸にされて所持品検査を受け、麻薬中毒者と同じ

留置所に入れられた。同日、保釈金を払い、釈放された。 

13日、インド外務省は、米国務省やパウエル駐インド米国大使に対し、強い抗議を行った他、インド下院

議長始めとした要人は、米議会一行との面会を取り止めた。 
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メモ： 

インド外務省発表によれば、18 日、クルシード外相は、国会上院にて、米側に対する対抗的措置として、ムンバイ、

チェンナイ、ハイデラバード及びコルカタの米総領事館について、領事ＩＤの回収を行う旨述べつつ、空港パスの回

収も示唆し、また、米総領事館で雇用されているインド人職員の詳細情報の調査を行う旨述べた。さらに、家事業務

のために米国総領事館の米国人職員によって雇用されているインド人の給与、給与口座の情報を含む契約書の写

し、及び納税者番号についても調査するとし、このような措置はインドで過去に例はないと述べた。 

 米国務省発表によれば、18 日、ケリー米国務長官は、メノン･インド国家安全保障顧問に電話し、本件逮捕につい

て議論し、この問題が緊密かつ重要な米印関係を損なわないようにとの懸念を表明した。 

12月12～15日 

14日付インド外務省発表によれば、12～15日の日程で、カルザイ･アフガニスタン大統領が訪印した。シン

首相との二国間会談において、カルザイ大統領は、シン首相に対し、アフガニスタンの政治･治安･経済情

勢につき説明し、双方は防衛･安全保障協力を深化させることで一致した。 

12月16～18日 

17日付インド外務省発表によれば、16～18日の日程で、エルアラビー･アラブ連盟事務総長が訪印した。ア

ンサリ副大統領やクルシード外相と会談し、シリア情勢や中東和平プロセス等について協議した。 

12月20日 

20日、クルシード外相は、訪印したベネズエラ外相との間で、第2回二国間合同委員会を開き、経済、科学

技術、文化等の分野について協議し、共同記者会見を行った。 

 

 Ⅳ. 日印関係  

11月 30日～12月 6日 

ザ･ヒンドゥー紙やビジネス･ラインを始めとする各紙は、11月 30日～12月 6日の全 7日間に亘る天皇皇

后両陛下のインド御訪問について報じている。両陛下の御訪問は、1960年の皇太子同妃両殿下としての御

訪問以来 53年振りであり、今回は、デリー及びチェンナイを訪問され、ムカジー大統領やシン首相を始め

とする政府関係者や日印関係者及び文化･学術関係者とお会いになった他、市民とも御交流になった。 

12月 19日～22日 

海上自衛隊とインド海軍は、19日から 22 日までの 4日間に亘ってベンガル湾で、インド海域に於いては

初めとなる共同訓練を行った。インド海軍からは、ステルスフリゲート艦INS Satpura、駆逐艦INS Ranvijay、

コルベット艦 INS Kuthar、海上自衛隊からは、護衛艦ありあけとせとぎりが参加した。海賊対策を想定し

た VBSS(Visit, Board, Search and Seizure)などの訓練を行った。なお、1回目は 2012年 6月に相模湾沖

で行われている。 
 

｢日印協会110周年記念バッチ｣ 頒布致します。 

会員の方に優先的に、実費(600円)にて頒布致します。 

価格、受け取り方法(郵送の場合は送料がかかります)等は、日印協会事務局までお問い合わせ下さい。 

E-mail  partner@japan-india.com      FAX  03-5640-1576 
 
 
 
 
 
 
 
 30mm 

16mm 
表 裏 

(拡大図) 
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今月の注目点： デリー準州議会選挙 

 12 月8日に発表されたデリー準州議会選挙の結果は、予想を超える驚くべき結果であった。12

月 4 日に実施されたデリー準州議会選挙は、選挙前から、来る次期下院選挙の前哨戦として位置づ

けられ、大きな注目を集めていた。これまでの情勢からも、コングレス党にとっては厳しい結果に

なることは予測されていたが、結果はコングレス党だけでなく、与党に躍り出たインド人民党(ＢＪ

Ｐ)にとっても厳しい現実をつけていた。 

 今回の州議会選挙の結果、コングレス党は選挙前の43 議席から8 議席と、まさに｢惨敗｣という

べき議席獲得数となってしまった。同党は2004 年以来中央の政治を掌握してきたが、インフレや

経済成長の減速などによる有権者離れが起きていることは否定できない。若き期待の星とされてい

た名門ガンディー家のラフル･ガンディー同党副総裁は、次期首相候補としてはまだまだ未熟である

と見る有権者も多く、もはやコングレス党の栄華の時代は終焉を迎えつつあるという見方もある。 

 では、次期総選挙でモディ･グジャラート州首相を連邦政府首相候補に据えるＢＪＰはどうだろう

か。与党にはなったものの、今回のデリー準州議会選挙の結果は、選挙前の 23 議席から 31 議席

と議席を伸ばしたが、過半数にはいたらなかった。これはつまり、ＢＪＰの勝利が、ＢＪＰ支持者

の増加によるものというよりも、コングレス党離れがその要因として大きいことを示している。 

 一方、もう一つ今回の選挙結果で注目されているのは、庶民党(ＡＡＰ)の躍進である。庶民党は、

結党からわずか1年余りの若い政党であり、これまで州議会に議席を持たなかったが、今回28議

席を獲得した。ＡＡＰは、｢現代のガンディー｣とも称される社会活動家であるアンナ･ハザレ氏の腐

敗一掃運動をその結党の母体としており、腐敗の一掃の意味を込めた箒をシンボルマークにインド

社会に蔓延する汚職の一掃等を主張している。この主張が、貧困層だけでなく、政治意識に目覚め、

深刻なインフレや政府高官達の汚職スキャンダルに嫌気のさした中間層にも支持され、今回の躍進

につながったとされている。ただし、都市部と地方では、住民の関心事項が一致しないことから、

必ずしもデリーでの結果が他州でのＡAＰの躍進を約束するものではなく、まだまだ今後の活躍は

未知数であろう。 

 以上から、次期下院選挙に向けて、政権を維持したいコングレス党、10年振りに政権を奪還した

いＢＪＰのいずれにとっても、未だに先の読めない現状となっている。また、ＡAＰの躍進の大き

な要因となった政治意識に目覚めた中間層の動きが下院選挙にも大きな影響を与える可能性がある

ことも示している。 
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＝◇ 今後のイベント ◇＝ 

◆交流会開催のお知らせ 

 インドにご関心のある方、インドをお好きな方なら、どなたでもご参加頂けます。皆様お誘い合わせの上、

ご参加下さい。参加ご希望のかたは、1月31日(金)までに、同封の申込用紙にご記入の上、ファクスをお送り

頂くか、事務局宛にメールでお申込下さい。 

日  時: 2014年2月14日(金) 18:00～20:00 

  会  場：インド料理レストラン“マハラジャ 丸の内店”  明治安田生命ビル 地下2階   

            東京メトロ千代田線｢二重橋前｣駅 3番出口1分  ☎03-5221-8271 

  参加費: 一般 4,000円 / 学生 2,000円  (参加費は事前のお振込みをお願いしております) 

定  員: 60名(先着順) 

締切り: 2014年1月31日(金) 

 

 

§『現代インド･フォーラム』2014年 冬季号 №20 

昨年末に5つの州で州会議選挙が行われ、最大野党であったBJPが国民会議派を

抑えて大きく躍進したインドの今後の政治、経済について、更に両陛下のご訪印に

対するインドの見方について、タイムリーな3論文を掲載致しました。 

＊インド政治の現状と2014年連邦下院選挙の見通し   

三輪 博樹 (中央大学) 

＊インド経済の現状と展望   

佐藤 隆広 (神戸大学) 

＊The Japanese Imperial Visit to India  

         K. V. Kesavan (Observer Research 

Foundation) 

 

§『横浜におけるインド人のあゆみ』 

 2012年に、横浜ユーラシア文化館で開催された特別展｢インドの神話の世界｣の

関連企画として行われたパネル展｢横浜におけるインド人のあゆみ｣の内容を記録し

た物です。 

横浜とインドとの結びつきを知る、貴重な一冊です。 

  編集: 横浜開港資料館 / 横浜ユーラシア文化館 

  発行: 公益財団法人横浜ふるさと歴史財団 

  価格: 500円+税 

 

4. イベント紹介 
Japan-India Events 

5. 書籍紹介 
Books Review 
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6. 日印貿易概況(2013年第 3四半期-前年との比較) 
Trade statistics between Japan & India (July-September) 

輸  出  総  額
2012年7～9月

第3･四半期

2013年7～9月

第3･四半期
輸  入  総  額

2011年7～9月

第3･四半期

2012年7～9月

第3･四半期

(日本 → インド) 207,161 208,525 (インド → 日本) 127,385 164,838
食 料 品 56 98 食 料 品　 12,025 17,302

原 料 品 3,006 3,535 　魚介類 7,658 11,541

鉱 物 性 燃 料 8,051 4,328 　(えび) 5,757 9,803

化 学 製 品 18,649 22,181 　肉類 - -

　有機化合物 5,712 8,114   穀物類 72 144

　医薬品 508 585 　野菜 55 75

　プラスチック 6,382 7,436 　果実 1,637 1,812

原 料 別 製 品 44,336 49,888 原 料 品 11,640 15,076

　鉄鋼 26,465 31,001 　木材 46 23

　非鉄金属 2,778 2,349 　非鉄金属鉱 3,613 2,372

　金属製品 6,686 8,257 　鉄鉱石 2,615 7,534

　織物用糸・繊維製品 1,970 2,681 　大豆 - -

  非金属鉱物製品 2,285 2,142 鉱 物 性 燃 料 47,251 60,784

  ゴム製品 3,616 2,883   原油及び粗油 - -

  紙類・紙製品 529 558 　石油製品 47,250 60,811

一 般 機 械 75,501 61,183 　(ナフサ等) 47,234 60,774

  原動機 15,631 9,562 　石炭 - -

  電算機類(含周辺機器) 747 772 化 学 製 品 16,871 19,853

  電算機類の部分品 941 1,172 　有機化合物 10,100 12,851

  金属加工機械 19,802 14,017 　医薬品 2,595 2,055

　ポンプ・遠心分離器 7,064 4,279 原 料 別 製 品 21,282 29,174

  建設用・鉱山用機械 1,353 1,160 　鉄鋼原料製品 6,327 9,204

  荷役機械 3,849 1,487 　非鉄金属 221 1,757

  加熱用・冷却用機器 3,262 1,383   金属製品 521 775

  繊維機械 4,362 9,191   織物用糸・繊維製品 3,746 4,681

  ベアリング 1,889 2,011   ダイヤモンド加工品 9,195 11,268

電 気 機 器 30,711 29,872   貴石及び半貴石加工品 215 346

  半導体等電子部品 2,795 2,642   その他非金属鉱物製品 9,807 12,143

  (ＩＣ) 1,586 1,611   木製品等(除家具) 38 46

  映像機器 1,358 1,529 一 般 機 械 3,543 4,007

  (映像記録・再生機器) 1,315 1,456 　原動機 899 1,063

  (テレビ受像機) 44 73   電算機類(含周辺機器) 13 75

  音響機器 24 33   電算機類の部分品 111 58

  音響・映像機器の部分品 123 101 電 気 機 器 2,912 4,304

  重電機器 5,079 3,924   半導体等電子部品 361 852

  通信機 270 591   (ＩＣ) 44 24

  電気計測機器 6,667 6,701   音響映像機器(含部品) 12 10

  電気回路等の機器 7,124 6,157   (映像記録・再生機器) 1 0

  電池 167 119   重電機器 246 143

輸 送 用 機 器 12,962 12,776   通信機 205 207

  自動車 408 335   電気計測機器 381 960

  (乗用車) 298 252   輸送用機器 2,143 2,969

  (バス・トラック) 45 65 　自動車 58 451

  自動車の部分品 11,065 11,718   自動車の部分品 1,581 2,015

  二輪自動車 38 92   航空機類 - -

  船舶 - - そ の 他 9,719 11,477

そ の 他 13,887 25,763   科学光学機器 201 269

  科学光学機器 3,590 3,562   衣類・同付属品 5,061 6,684

  写真用・映画用材料 1,598 841   家具 231 346

  記録媒体(含記録済) 361 650   バッグ類 1,140 1,270

資料：公益財団法人日本関税協会『外国貿易概況』『日本貿易月表』

(単位：100万円)

“０”は表示単位に満たないもの、“－”はデータの無いもの
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<次回の『月刊インド』の発送日> 

次回発送は、2014年 2月 21日(金)を予定しております。2-3月合併号ですので、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。 

<事務局からお願い> 

 会員の皆様には、『現代インド･フォーラム』やイベント等のお知らせを、E-mailでお送りすることが

ございます。メールアドレスをまだご登録されていない方や変更になった方は、事務局までご一報下さ

い。また、ご住所等につきましても変更がございましたら、ご連絡下さいますようお願い申し上げます。 

<編集後記> 

明けましおめでとうございます。 

昨年は、5月にはシン首相来日の際に講演会を開催し、9月にはインド大使館で日印協会 110周年記念

式典を行い、11月末からは天皇皇后両陛下がご訪印され、協会にとって特筆に値する年でした。 

ところが、天皇皇后両陛下がご訪印されるという事を、知人に話しましたら、｢ご訪印されるの!?｣と

返されてしまいました。この程度の認知度!? と、大ショックです。これでは打ち上げ花火どころか線香

花火にもなっていないではありませんか。まだまだ努力が足りない、と思い知らされた一言でした。 

先ずは、多くの方にインドに関心を持って頂けるよう、リニューアルした協会のホームページやFacebook

からの発信を増やし、会員の皆様にお届けする『月刊インド』や『現代インド･フォーラム』の内容をこ

れまで以上に充実させるよう、事務局員一同、更に頑張って参ります。 

本年も、ご支援･ご協力賜りますよう、お願い申し上げます。 

会員の皆様方のご多幸をお祈り申し上げます。                                        (記 渡邊恭子) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

月刊インド Vol.111  No.1 (2014年1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/ 
 

 

 

 

 

7. 掲示板 
Notice 

 

入会随時受付中 

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。両国の友好関係を更に深める為にも、協会会員

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：個人             6,000 円/口 ☆入会金 個人 2,000 円 

学生             3,000 円/口 学生 1,000 円 

一般法人会員  100,000 円/口 法人 5,000 円 

特別法人会員  150,000 円/口        (一般法人、特別法人会員共に) 

 



 

 

 


