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1. 日印親善のため、80 年の永きに亘りご尽力された
三角佐一郎氏を偲ぶ
In Memory of Mr. Misumi
日印協会顧問

鹿子木謙吉

平成 30 年 2 月 23 日（金）早朝、三角佐一郎氏の訃報を告げる電話のベルが鳴
りました。突然の事で自分の耳を疑いました。1 月 26 日インド大使館主催のイン
ド共和国記念祝賀パーティーには車いすで参加され、元気に多くの方々と歓談さ
れておりました。来たる 6 月 16 日の三角氏の誕生日祝いのことを、家族の方に
相談しようと思っていた矢先の訃報で、愕然としました。
三角佐一郎氏は、大正 5 年（1916 年）6 月 16 日、埼玉県大宮市で生まれまし
た。旧制春日部中学校を卒業後、青山学院大学英文科で学び、日中戦争が始まっ
た年の 1937 年に卒業しました。卒業後、大学関係者の紹介で日印協会の仕事を
手伝うようになり、1939 年 3 月正式に職員となりました。当時の事務局を管理・
運営していた副島八十六専務理事の下で会報やインド向けの企業情報の編集、加
えて英語の能力を買われ、渉外の仕事も手伝うようになりました。
昭和 18 年（1943 年）6 月インド国民軍を率いるスバシュ・チャンドラ・ボー
ス氏が日本政府に招かれ来日した際に、日比谷公会堂で講演会が開催される事に
なり、三角氏はその打ち合わせのため、ボース氏と初めて会いました。その時の

＜三角佐一郎氏：胸の勲章は、イン
ド大統領から2015 年3 月30 日に授
与されたインド国民最高栄誉賞
（パドマ・ブーシャン）＞

印象を「初対面の挨拶を済ませ、握手しようと右手を差し出したが、ボース氏は、両手で自分の肩をしっかりと
抱き抱えて下さった。ボース氏の人間味溢れる、心優しい態度に感動した」と語っていました。
終戦後、連合国駐留軍により協会の活動が制限され、ビジネス関連の仕事に限られる事になったため、三角氏
は一時協会の活動を停止し、インド・ビジネスに関わる方々と相談の上、
『日印経済協会』を立ち上げ、自らその
常務理事として日印間の経済発展のために尽力されました。
昭和 27 年（1952 年）4 月 28 日サンフランシスコ講和条約が発効し、ようやく日本は連合国の占領状態から
脱し、同年 6 月 9 日にはインドとの間に平和条約が締結されました。これを機に三角氏は当時の大蔵大臣・日銀
総裁の一万田尚登氏を会長に迎え、副会長に駐印大使、元外務次官の吉沢清次郎氏、元国会議員の高岡大輔氏（東
京外国語大学でヒンドスタニー語科卒業）
、永野重雄氏はじめ、当時の日印関係企業のトップの方々を協会役員に
迎え、協会の指導体制を確立されました。
昭和 52 年（1977 年）
、日印協会は、通商産業大臣・農林大臣歴任の衆議院議員 桜内義雄氏を会長に迎えます。
三角専務理事は桜内会長の指導を得て、従来の日印経済発展を促進する事に加え、文化交流にも力を注ぎ、多く
の文化関係の先生方にも理事就任をお願いし、
インド大使館講堂を借りてインド文化講演会を連続開催するなど、
民間人のインド理解の向上に努めました。戦後皆無であった個人会員が、ピーク時では 1000 名近くになり、更
に高岡副会長の発案で協会主催のインド旅行も企画され、通算 1000 名以上の方が参加されました。
小生は昭和 47 年（1971 年）から平成 13 年（2001 年）
末まで 30 年間もの永きに亘り、協会事務局で三角専務の
ご指導のもと、インド文化の多様性に触れる機会を頂き、
有難く感謝いたしております。三角専務は、小生の退職後
も協会副会長を務め、平成 19 年（2007 年）7 月平林博理
事長に協会の運営を託すまで、協会発展のためにご尽力さ
れました。ここに謹んで哀悼の意を表し、故三角佐一郎氏
の功績を讃えたいと思います。

＜2014 年 9 月にモディ首相が来日した際に開催した、
日印協会・日印友好議連共催の歓迎会にて、モディ首相
と握手し、言葉を交わす三角氏＞
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2. 2018 年度予算委員会 報告
The Board Meeting of the Directors
先月 3 月 13 日（火）に、2018 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、理事会にて審議の
のち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。

港区六本木の国際文化会館にて、理事 18 名中、小島順彦副会長、岡 素之副会長はじめ、11 名の理事と監事 2
名の出席を得て開催され、議案審議ののち、会員増に関して活発な討議がなされました。
１．決議事項
第一号議案 2018 年度（平成 30 年度）事業計画の承認について（決議事項）
平林理事長から事業計画案を説明し、諮ったところ全会一致にて承認されました。
以下、第一号議案を全文引用しますので、少々長いのですがご一読ください。
Ⅰ・日印関係の現状と展望
2017 年は、日印に於ける「特別戦略的グローバル パートナーシップ」の関係がさらに深化した年でした。
9 月 13 日、14 日の両日、安倍首相は夫人を伴い、モディ首相が州首相として経済発展に貢献したインド・グジャラート州を訪問し、こ
れまでにない熱気を帯びた歓迎を受けました。アーメダバードにおいてモディ首相との首脳会談のほか、アーメダバード・ムンバイ間の新
幹線プロジェクトの起工式、グジャラートに設立されたスズキの工場開所式、アーメダバードで活躍したマハトマ・ガンジーの旧居ガンジ
ー・アシュラムの訪問などを行いました。限られた時間ではあったものの、両首脳および最近の日印関係の特別かつ親密ぶりを世界に発信
出来たものと言えます。
特に首脳会談では、目下アジア情勢における最大の懸念である北朝鮮問題について、共通の立場を確認し、北朝鮮を最も強い言葉で非難
しました（共同声明第 53 項）。さらに、安倍首相が唱える「自由で開かれたインド太平洋戦略“Free and Open Indo-Pacific Strategy”」
とモディ首相の「アクト・イースト（東方戦略）」を合わせて推進するための、「日印アクト・イースト・フォーラム」の設立が合意され、
その後、昨年 12 月に第一回の会合がインド外務省で開催されています。共同で日本とインドの間に横たわる広大な地域の経済発展を目指
すものですが、中国の進める「一帯一路」経済構想に対抗する意味合いも持ちます。
東北インド 7 州へのアクセス（連結性）と開発促進はインド国内の悲願ですが、日本は協力を約束しています。今回の首脳会談では具体
的な動きが見られ、安倍首相は、西ベンガル州と東北インドを結ぶ道路建設に 386 億円の円借款供与を約束しました。いずれ東北インドと
ミャンマーとの連結性を確保し、さらにタイへ伸ばして、陸路インドとアセアンを結ぶ連結性を確保するという遠大な協力です。雲南省か
ら南北方向にベンガル湾に向けて道路、港湾などのインフラ建設を進める中国に対し、東西の方向に道路建設などで横ぐしを入れるという
戦略的な意味合いもあります。他方、西に向けては、日印によるアフリカ開発への協力のため、「アフリカとの産業回廊と産業ネットワー
ク」プロジェクトを推進します。わが国は、1993 年以来、TICAD(アフリカ開発のための東京国際会議)を主宰し、積極的にアフリカとの
関係強化に努めてきました。インドは、歴史的、経済社会的に東アフリカおよび南アフリカと関係が深く、インド人コミュニティーも発達
しているので、日本としてもインドと組むことは有意義であり、その効果も大きいと思われます。中国のアフリカに対する援助が、アフリ
カのためでなく中国のためである、との批判がアフリカ内外からなされていますが、対アフリカ協力について日印は中国を反面教師とする
でしょう。
わが国はインドに対し 1958 年以来経済協力を行ってきましたが、近年最大の目玉は、ムンバイとアーメダバード間の新幹線プロジェク
トで、新幹線の建設に必要なあらゆる協力を行う体制です。最初は日本から車体を輸出しますが、いずれインドに工場を建設する予定です。
新幹線のために必要な技術や管理のための協力も、日本へのインド人の派遣・養成のほか、現地に研修所を作ることになっています。今回
は資金協力として、譲許性の極めて高い（償還期間が据え置き期間 15 年を含めて 50 年、金利 0.10％）総額 1000 億円の円借款（ODA）
の供与が約束されました。
また、原子力の平和利用における協力強化のため、作業部会を設置し、またクリーン・エネルギーなどについても種々の計画を推進する
ことになりました。インドは、ロシア、米国、英国、フランス、中国、韓国などと原子力協力協定を締結しており、日本は Late comer で
はありますが、期待は大きいものがあります。福島以後、日本人の原子力発電に関する姿勢はかなり変わりましたが、日本の技術や製品の
レベルは世界一級であることに変わりはなく、インドは万事につけて信頼性の高い日本に対する期待は大きいのです。インドが制定した原
子力損害賠償法という障害をどう克服するかが、一つの課題といえます。国際的には、原子力発電所に災害が起こった場合には運営管理業
者（電力会社）が責任を負うことになっており、インドの法律は運営管理業者のみならず機器や技術の提供業者にも責任を負担させるもの
であり、諸外国の原子力企業に二の足を踏ませています。
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他方ソフト面においては、モディ首相の「Make in India」方針に呼応して、日本の得意とする「モノづくり」をインドで推進するため
の「モノづくり」学校の設立が合意されました。すでに、グジャラート州、カルナタカ州、ラジャスタン州およびタミルナドゥ州におい
て、スズキ、トヨタ、ダイキン、ヤマハといったわが国の進出企業が協力して４校が開校していますが、今後さらに各地に増設される予
定です。
また、インドでの日本語教育推進のために、5 年間で 100 の高等教育機関に認証日本語講座を設立し、1000 人の日本語教師を育成する
という具体策に合意しました。これは、「さくらサイエンスプラン」（日本・アジア青少年サイエンス交流事業）や「JENESYS2017」
（21 世紀東アジア青少年交流計画）と合わせて、青少年交流の厚みを増すものといえます。当協会としても、若年層の育成に注力して参
りたいと考えています。さらに観光促進のために、日本政府観光局(JNTO)のデリー設置に加え、両国間でさらなるビザの緩和、観光ビジ
ネス協力を推進する合意がなされました。日印双方とも観光大国であり（世界遺産は 2017 年現在インド 36、日本 20 件）、特に双方向の
観光振興により人口の多いインドから日本への観光客の増大が期待されます。
結論として、日本とインドは今まさに蜜月時代を迎えていると言えますが、日印協力は両国のみならず、アジアひいては国際社会全体
にとって重要性を増しつつあります。「日印 特別戦略的グローバル・パートナーシップ」は、日印関係の増進強化に寄与していますが、
双方が協力して国際社会に貢献するという点で「国際社会の公共財」となりつつあるといっても過言ではないでしょう。
Ⅱ・当協会の対応
当協会としては、以上のような両国関係発展を踏まえ、2018 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、法人会員である企業や法務・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、日本商工会議所内の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。
当協会独自の活動においては、2017 年 12 月にホームページを刷新するとともに、スマートフォン・タブレットにも対応するシステムを
導入しました。これにより、会員やインドに関心の高い人たちとの双方向交流が高まるなど、協会の活動が拡がりを見せ始めました。また、
1903 年設立以来継続している機関誌『月刊インド』（年 10 回発行）も、その紙質向上により、印刷の鮮明さがアップし読みやすくなりま
したが、今後も一層の充実をはかって参ります。
また、2015 年 9 月に日印協会内に発足させた「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、インドの政治安全
保障問題の権威である堀本武功先生、インド経済の権威である小島 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・研究者による論文の掲載を通じて、深みのあるインド情勢の
紹介普及に貢献しています。協会としては、本季刊誌により、インド関連の様々な分野において調査・研究をしている学者や研究者に執筆
機会を提供することを通して、中堅・若手研究者の支援につなげていきたいと考えます。
このような活動の一方で 2018 年度も、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。
＜経常的な事業として＞
（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)。
（５）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）。

第二号議案 2018 年度（平成 30 年度）予算案の承認について（決議事項）
笹田常務理事から、2018 年度予算案に基づいて説明し諮ったところ、全会一致で承認されました。
事業活動収入は、約 31.0 百万円と対前年比で事業活動収益で会費減収分 50 万円減と置きましたが、新規の法
人会員および個人会員増を目指して参ります。
具体的な事業活動として、
2018 年度はモディ首相来日が予定されますので、
恒例の祝賀会を予定します。
また、
大使交代の可能性を見込んだ歓送迎会を繰り込みました。
それに伴い、事業活動支出は、従来の機関誌『月刊インド』と季刊誌『現代インド・フォーラム』の発行、ホ
ームページ運営などに、予定される上記両イベントを繰り込むなどで、直接事業費支出を 9.9 百万円、昨年比 60
万円減としました。人件費など固定費を含む間接事業費と管理費支出合計は、従前どおり縮減に取り組み、外注
を避け、ほぼすべての事業を少人数の常勤職員が担い、且つ人件費も抑制的に推移しており、対前年 17 万円減
で 21.8 百万円としましたので、直接事業費支出と合わせて事業活動支出合計 31.7 百万円となり、対前年 77 万
円余り減としました。その結果、事業活動経常収支は約 68 万円の赤字となり、2017 年度の 96 万円より赤字幅
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を縮小させることを見込みます。以上の通り、2018 年度もわずかではありますが赤字予算となりますが、繰り越
し期末残高が 24.6 百万円（ホームページ改訂に伴う支出が約 120 万円発生したので昨年より 95 万円減）ありま
すので、本来の公益財団法人としての「財産は増やさず、減らさず」の原則に沿っていると考えます。
2．決議事項
会員の状況（報告）
法人会員：協会の活動と財政基盤を支える法人会員は、会員数が 2018 年 2 月末現在 123 社で、インド事業を明
治時代から続けて来られた名門企業の退会があり、昨年同時期より 1 社減となりました。2018 年度は、予算と
しては増減を見込まない内容で承認となりました。日系企業のインド進出は、2016 年 10 月時点の 1,305 社に対
して 2017 年 10 月時点で 1,369 社となっております。新規数の伸びが数年前よりやや伸び悩むものの、他方では
既進出企業のインド国内拠点数が、4,599 から 4,838 と堅調な増加が見られます（在インド日本大使館発表）
。こ
のことは、既進出の大手がそれぞれ業容を拡大していることを反映しているということであり、当協会の法人会
員へ新たに加入する必要性を理解いただく機会であると考えており、協会としても勧誘活動を引き続き進めて参
ります。
個人会員：2018 年 2 月末現在で 407 人の方に協会を支えていただいておりますが、500 人規模を目標としたい
ところです。最近テレビなどメディアから当協会事務局に、インド特集番組などの取材協力の依頼が多くなりま
した。昨今の日印関係を反映して、インドブームが起きている実感があります。例えばインドの食文化に関する
取材では、会員のレストランを優先的に紹介、インド舞踊に関する取材においては、会員の舞踏家を優先に紹介
しております。また会員様がイベントを開催する際には、率先してホームページで取り上げる、あるいは会報に
案内掲載をするなど、
「会員ファースト」を一層充実して、会員のメリットを強調して参ります。他方、昨今のイ
ンドブームの拡がりと同時に、インドとの触れ合いの機会を創成する団体が、115 年もの長きにわたってインド
との接点を保ってきた当日印協会の他にも、増えています。当協会としては今後、これらインドに関連する各種
団体とも積極的に交流を重ねながら、日印協会会員としてのメリットになるべきことを模索して参りたいと考え
ております。なお、昨年 12 月に大幅リニューアルした協会ホームページも、オンラインで入会申込みが可能と
なり、その反響も徐々に出てきております。
3．その他（意見交換）
特に法人会員増の方策に関し、理事の協力を仰ぎましたところ理事の方々で活発な議論がなされ、日印協会が
主催又は他と共催でビジネス・セミナーなどを開催し、法人や個人の会員になるべき相手との接点を創出しては
どうかとの意見をいただきました。協会執行部としましては、さっそく実行に移すべく活動してまいります。
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3. JICA によるインドの上下水道分野支援について
JICA’s Support to Water and Sanitation in India
JICA インド事務所所長

坂本威午

Ⅰ．はじめに
急速に発展するインドの上下水道の課題は深刻だ。人口増加や経済発展にともない水需要は増加し、利用され
た水は下水となる。
インド全体においても水道を通じて安全な飲み水を確保できている世帯は43%
（2015年WHO）
にとどまり、拡大する都市に対しては水源開発や上下水道インフラの整備、さらには市民に上下水道サービスを
提供する事業体の能力開発が追い付いていない。人口の 7 割弱が居住する農村部においても、安全な飲み水の確
保に加え、未だ半分以上（56%）の人がトイレを利用できない高い野外排泄率（2015 年 WHO）も課題だ。世界
全体の約 9 億人の野外排泄人口のうち、なんと約 6 割をインドが占める。かかる衛生状況は感染症等シリアスな
問題をインドにもたらし、年間 12 万人もの 5 歳以下乳幼児が劣悪な環境を原因として死亡するに至っている。
日本の約 8.8 倍の面積に、10 倍以上の人口を要するインドにおける上下水道分野の開発ニーズは膨大だ。
インド政府はクリーンインディアなどの政策を掲げ、国家都市再生ミッション（AMRUT）をはじめとする取
り組みを進めているが、膨大なニーズに応えきれていない。とりわけ事業を実施する能力について、すなわち、
優れた技術を導入し、サービス改善を通じた真にインパクトのある開発事業の実施については、ドナーからの支
援に対する期待も大きい。JICA はインド最大の二国間ドナーとしてこれまで累計約 6,676 億円（2017 年度末）
の円借款を上下水道セクターに供与し
ている。近年では、運輸交通につぐ二
番目の規模だ。拡大する主要都市の上
下水道整備に加え、農村部では地下水
汚染が広がる地域への安全な水へのア
クセスに焦点を当ててきた。また、資
金面のみならず技術面でも、上下水道
事業体の経営の基礎である無収水対策
等に日本の自治体が有する優れた技術
の導入に取り組んできた。加えて近年
は民間連携を通じ、日本の中小企業が
有する上下水道分野の優れた民間技術
のインドでの普及にも JICA は精力的
に取り組んでいる。
大国インドの膨大な上下水道開発ニ
ーズや JICA の協力のすべてを本稿で
説明することは不可能だが、以下、特
徴的な最近の JICA の支援について紹
介していきたい。
Ⅱ．JICA 民間連携支援：漏水対策を文化に！
バンガロール上下水道公社が独自資金で JICA が支援した日本の中小企業と業務契約
JICA にとってベンガルールは特別な都市だ。近年は日本企業の進出が著しく、2017 年には日本総領事館が新
たに設置された。JICA は足かけ 20 年以上にわたって同市の上下水道整備を支援してきており、これまで同市の
約 6 割の住民に裨益する安全な水の供給・下水処理施設の整備を行ってきた。長きにわたる支援と継続的な組織
強化の結果、円借款の事業実施機関を担ったバンガロール上下水道公社（BWSSB）1の職員の事業実施能力はイ
1

Bangalore Water Supply and Sewerage Board (BWSSB)。現在の都市名はベンガルール（Bengaluru）
、水道公社の名前は旧都市名
のバンガロール（Bangalore）であるため、本文中表記に揺れがある。
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ンドの中でも比較的高く、JICA の事業の中でも特にオーナーシップをもって効果的に事業実施を行っている事
業体の一つである。円借款事業でも、無収水対策を実施するコンポーネントを計画し、測定対象区域（DMA2）
の構築、古い管渠の更新等を実施し、同社の経営改善を支援してきた。BWSSB 幹部を日本での JICA 研修・会
議に招聘し、日本の経験の共有も行っている。2017 年度は BWSSB を実施機関として、JICA は 450 億円に上
るベンガルール上下水道整備事業（III）の新規円借款を承諾したところだ。
このような素地がある BWSSB に対して、JICA の民間連携支援制度を活用して漏水探知システムの普及を試
みたのが、水道テクニカルサービス株式会社（STS 社）
（神奈川県）だ。提案型の厳しいコンペを勝ち抜き、JICA
の支援を受け、約 50％ともいわれたベンガルール都市圏の無収水率3を改善することを目標に L-sign と呼ばれる
提案製品を現地環境に適合化し、3,000 器を設置した。あわせて、BWSSB にとって新技術となるこの製品活用
やその下地にある配水管の維持管理に関し、BWSSB 職員のトレーニング・能力強化も行った。日本と異なるベ
ンガルールの実状に根気よく取り組んだ結果、同システムの効果が証明されると共に、BWSSB から本邦漏水調
査の技術が高く評価された。BWSSB はこうした取り組みに刺激を受け、無収水対策の専門部局を公社内に設置
するに至り、
現在はBWWSB が独自予算から継続的な研修実施をSTS 社に発注している。
STS 社によるBWSSB
との直接業務契約締結は、JETRO（日本貿易振興機構）ベンガルール事務所からの支援も得つつ、先頃実施の
目途がついた。STS 社のベンガルールにおける取り組みは日本の中小企業庁の目にもとまり、『はばたく中小企
業・小規模事業者・商店街 2018』に選定され、高い評価を受けている。JICA が長年築いてきた BWSSB との信
頼を基礎に日本の中小企業のビジネス展開が展望されることで、官民相俟ってベンガルールの上下水道サービス
改善に貢献する好事例だ。

＜給水管設置用自動漏水音検知器「L-sign」高感度受信センサが漏水音を
モニタリングし、検知を LED ランプで知らせる＞

＜漏水音の聴音技術講習の様子。L-sign が検知した漏水音発
生個所を手掛かりに漏水箇所を特定するのは熟練技術だ＞

Ⅲ．円借款附帯技プロでインド初の遠隔配水制御：日本の技術でデリー市に均等給水を！
インドの首都、デリー市も需給状況にインフラ整備が追い付いていない。JICA は 2012 年から円借款「デリー
上水道改善事業」により、浄水場リハビリや配水管整備の支援を開始した。さらに、円借款附帯技術協力プロジ
ェクトを 2013 年に開始し、デリー上下水道公社（DJB）4の能力強化に取り組んだ。技プロではデリー市中央部
ピタンプラ地区をパイロットサイトとして日本の SCADA5システムを導入する技術紹介に取り組んだ。浄水場の
SCADA システムはインドでもすでに一部存在するが、街中に測定対象区域（DMA）を設定し、DMA への配水
コントロールを SCADA システムにより遠隔操作できるようにしたのは、インドで初の試みだ。
中央コントロールセンターからの指令で、3 つの DMA のバルブを遠隔操作し、各 DMA の水量・水圧が調整
される。これで異なる DMA 間の水量・水圧の均等化が可能となる。将来的にはデリー首都圏全域をいくつもの
DMA に区割りし、住んでいる地域間の水量・水圧の不公平を解消し、市民の上水道サービスに対する納得感を
向上することを目指す。
2
3

4

5

District Metered Area
無収水率：水道システムに投入された水量のうち、料金請求の対象とならなかった水量の割合。料金請求の対象とならない
水量（損失）には、水道管等からの漏水に伴う損失や、違法接続や水道メーターの不備・不具合に起因する損失等が含まれ
る。
Delhi Jal Board。Jal はヒンディー語で「水」の意。

Supervisory Control and Data Acquisition
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さらに技プロでは、東京都水道局の協力を得、DJB に対して水道経営に関するセミナーを毎年実施した。日本
の高度成長期を支えた東京都水道局の発展の歴史はインドの現状に似ている。DJB は均等給水・無収水削減を通
じた経営改善に向けて第一歩を踏み出した。今後は、円借款事業の着実な実施等により、インフラ整備も加速す
る。JICA の資金協力・技術協力のスキームを組み合わせ、日本の官・民のソフト・ハードの技術を結集し、デ
リー首都圏の上水道サービス改善に貢献する。

＜実践研修では専門家が多数の質疑に応答＞

＜導入された SCADA システムの画面＞

Ⅳ．日本では耳慣れないフッ素症対策も支援：農村部にも「安全な水」を！
インドの農村部、特に降水量が少なく河川から離れた地域では、地下水が貴重な水源だ。しかし、人口増加と
経済成長は過剰な汲上げにつながり、地下水が枯渇する地域が後をたたない。新たな水源を求め、井戸が住居か
ら遠くなる。家から遠く離れた井戸への水汲みは依然として女性の仕事とされている農村は多く、農村の女性は
日々大きな労力・時間を苛酷な水汲みに費やされる。加えて、インド亜大陸の一部地域では、地下水が自然由来
のフッ素に汚染されているために、この水を摂取した住民にフッ素症罹患が蔓延している6。フッ素症は過剰摂取
を続けることで重篤な症状に発展するリスクが高い一方、摂取を回避することで対策が可能な病気だ。
タミル・ナド州で 2008 年から実施した円借款「ホゲナカル上水道整備・フッ素症対策事業」は、同州北西部
のクリシュナギリ県、
ダルマプリ県を対象として実施した事業だ。
両県の水源の多くはフッ素に汚染されており、
実に約 2 割の住民がフッ素症を発症していた。JICA の円借款事業の完成により、表流水を水源とした浄水場で
処理された安全でおいしい「ホゲナカル水」が各村落に配水されるようになった。地域の女性の生活も変わった。
遠くの井戸に汚染された水のために毎日 5－6 回往復する必要も、長蛇の列に並ぶ必要もなくなった。水汲み負
担の軽減は、女性たちが使える時間を増やした。この事業は住民の歯牙フッ素症の治療を含めていたが、この実
施には大阪医科大学（大阪府）
からの協力も得られた。治療を
受けた住民の女子高校生は「白
い歯」と「笑顔」を取り戻した。
ホゲナカル事業の成功は評判を
呼び、農村部の上下水道改善に
対する日本への強い信頼感を醸
成した。フッ素症対策は日本の
顔ともなる事業となっている。
現在、同じ課題を抱えるラジャ
スタン州ナゴール県で円借款事

＜歯牙フッ素症を克服して笑顔が戻る＞

＜歯牙フッ素症治療の様子＞

業を実施中だ。

6

フッ素症は、①歯に茶褐色のシミが定着する歯牙フッ素症（幼少期にフッ素を過剰摂取することで発症）
、に始まり、②体力
低下、消化器官や胎児に影響が見られる非骨フッ素症、及び、③骨盤や脊髄の骨硬化がおこる骨フッ素症（ともに更なるフ
ッ素過剰摂取により発症）に発展する。
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Ⅴ．ガンジス川：危機に瀕する聖なる川を救え！
ヒマラヤを源流としインド北東部を流れベンガル湾に注ぎ込む全長約 2,500km のガンジス川は、流域にイン
ド全人口の約 40％（約 5 億人）が暮らす母なる川だ。ヒンドゥー教では聖なる川と崇められ、死後ガンジス川岸
で火葬、遺灰を川に流すことは信者に対する最大の敬意とされる。ガンジス川で沐浴するために巡礼する信者も
数多く、ヒンドゥー教最大の聖地の一つであるヴァラナシ市では 1 日平均 4 万人がガンジス川で沐浴し、また年
間 4 万人が火葬される。
しかし、ガンジス川流域は下水道整備が立ち遅れている。急成長を背景に未処理下水流入量が増加の一途をた
どっており深刻な汚染に喘いでいる。流域全体で日量 1,200 万トンの家庭排水や工業廃水が発生する一方、流域
の全下水処理場の合計容量はわずか 400 万トンに留まる。
これに対し、
インド政府はこれまでもガンジス川の浄化に向けて様々な取り組みを行ってきたが、
現政権は2014
年 6 月にガンジス川の浄化と再生を目的とした「Namami Gange Programme」（私たちのガンジス川プログラ
ム）を打ち出し、流域都市における下水処理能力の拡張、沐浴場・火葬場の整備、川のゴミ収集、生態系の保護、
住民啓発活動等に取り組んでいる。
JICA は 2005 年から円借款「ガンジス川流域都市衛生環境改善事業（バラナシ）」を実施し、ヴァラナシ市に
日量 14 万トンの下水処理場整備を支援している。既存の 10 万トンの施設及びインド政府が独自資金により整備
中の 5 万トンの処理場と合わせ、ヴァラナシ市で発生する大半の下水を処理することを目指している。この他、
円借款事業では市内に約 150 ヶ所の公衆トイレの設置7や 26 ヶ所の沐浴場（ガートと呼ばれる）の整備等も支援
している。施設整備に加え、現地の NGO 等とも連携しながら啓発活動に取り組み、住民の環境に対する意識改
革・行動変容を目指している。
広大なガンジス川中流の一都市の取り組みはガンジス川全域の浄化からすれば大河の一滴だ。また、ヴァラナ
シ市の下水道整備の恩恵をうけるのは下流の住民であり、上流からヴァラナシに到達する汚染された川の水がき
れいになる訳ではない。しかし、ヴァラナシ市における取り組みが一つのモデルとして上流他都市の取り組みが
進み、
広大なガンジス川がいつの日か安心して沐浴できる聖なる川の姿を取り戻すことを期している。
なお、
JICA
はヴァラナシ市の上流でガンジス川に流入する最大支流でデリー首都圏を流域に擁するヤムナ川においても、
1992
年以来円借款「ヤムナ川流域諸都市下水等整備事業」を実施しており、第三期事業が現在実施中だ。
高度成長期に公害問題、河川汚濁問題に苦しんだ日本は、一歩一歩、環境改善に投資し現在の姿を享受してい
る。今まさに高度成長期にあるインドにおいて日本の経験を伝えることが JICA に求められている。

＜円借款事業で建設された公衆トイレは地元 NGO が運営する＞

＜ヴァラナシ市で建設中の下水処理場＞

7

他の円借款事業と合わせると、1,500 ヶ所以上の公衆トイレの建設を支援している。

参考文献：WHO/UNICEF. Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene: 2017 Update and SDG
Baselines.（データは 2015 年のもの）
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坂本威午（さかもと たけま）
JICA インド事務所長。1989 年、海外経済協力基金（当時）に就職。中東、中国、韓国、モンゴル向けの円借
款業務を担当し、北京事務所、総務部、広報室、外務省（在イラク日本大使館）出向、イラク事務所長などを経
て、2015 年 6 月から現職。
執筆協力：丹下能嘉 事業班担当次長／赤嶺剣悟 所員／本多かおり 企画調査員／岩堀兼一郎 企画調査員
（JICA インド事務所の上下水道チームとして事務所ナショナルスタッフとともに各案件を担当）
本稿に使用された写真・図表は全て JICA に著作権が帰属する。本稿におけるあり得べき誤りは筆者のものであり、本稿にお
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4. 知られざるインドワインの魅力を探求
Explore the New World of Indian Wine
日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート 森下篤司 個人会員
インドと聞いて思い浮かぶのはカレー、紅茶、タージマハル、ヨガあたりだろう
か。そんなイメージが先行するインドでワイン造りというと意外に思われるかもし
れないが、生産量はアジア第 3 位を誇り、高品質のアイテムが着々と生み出され活
気を帯びている。私は学生時代に初めてインドに足を踏み入れ、社会人になってか
ら 4 年間駐在する機会を得た。初めてインドワインを口にしたのは 2008 年、約 10
年の付き合いで300種類以上を体感し現在も定期的にアップデートを続けている
（飲
み続けている）
。ワイン産地としてはまだまだマイナーだが、年々、経済発展ととも
に消費者も増え、その進化が目覚ましく注目に値するインドワイン、その魅力を皆
さまにレポートしたい。

＜ワイナリーのオーナー（右）
と筆者（左）＞

◇常夏のイメージのインドでワイン造りを可能とするのは◇
良質なワインを生みだすのに不可欠な気候条件として、ブドウが
適度な酸味を蓄えられる温和、冷涼な気候が求められるが（銘醸地
のほとんどは北緯・南緯 30~50 度に位置）
、赤道寄りのインド（国
土のほとんどが北緯 10~30 度に位置）は概して気温が高い。この緯
度のハンデを補うのがデカン高原の標高だ。ワイナリーが集中する
インド西部、マハラシュトラ州のナシック、南西部カルナタカ州の
バンガロールはそれぞれ標高600メートル、
900メートルに達する。
この標高が、
これらの限られた地域に温和な気候をもたらす。
また、
猛暑が明けた 7、8 月からブドウの剪定を開始し、生育期間には一
年の中でも日照時間が抑えられる時期を重ね、1~3 月に収穫するこ
とで過熟が防がれる。
北半球のワイン向けブドウの収穫が通常、
9~10
月であるのに対して異例のタイミングだ。
続いてワイン造りの歴史について。
過去、
16世紀よりポルトガル、
19世紀よりイギリスの植民地支配を受けたことも影響してワイン造
りが奨励された時期もあったが、その後、ブドウ樹を枯死させるブ
＜ワイナリーでの選果＞

ドウネアブラムシの蔓延により一気に衰退、現代ワイン造りは 20

世紀後半に再開されたばかり。ワイン向けのブドウは基本的に年に一度しか収穫出来ず、醸造も年に一度の経験
しか蓄積されない。この経験のハンデを補うのは、世界各国で実績豊富な著名コンサルタントだ。トップメーカ
ーのグローヴァー・ザンパは世界一有名なフランス人ワイン・メイキング・コンサルタント、ミッシェル・ロー
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ランを起用する。コンサルタントの支援も得つつ、ワイン造りの歴史的空白を思いもよらないスピードで埋め合
わせつつある。著名コンサルタントの関与に加えて、フランスの巨大メゾンのモエ・ヘネシーの参入などもイン
ドワインの品質を着実に押し上げている。同社のモエ・エ・シャンドンは世界中で 2 秒に 1 本ずつ開けられてい
ると言われる、単純計算すると 1 年で約 16 百万本だ。20 歳以上人口が約 8 億人のインドではその 2%が 1 年に
1 本飲めば達成されてしまう数字で、それだけ巨大な市場へのモエ・ヘネシーの参入は頷ける。
また、持続的なワイン造りのためには飲み手＝消費者の確保が欠かせないが、インドには 4 つの禁酒州が存在
し、社会の飲酒への寛容度はマチマチだ。また、禁酒州でなくとも宗教上
の重要な日、すなわち神様の生誕日（最も信者の多いヒンドゥー教は神様
の種類も多い）などはドライ・デーとして酒類の販売、提供が停止される。
首都のデリーでは、年間 20 日程度が該当する。その一方で、飲酒を含む
海外の文化は様々な形で流入し、理解も深まりつつある。特に都市部の若
い世代はアルコール消費をファッション感覚の一部として生活に取り入れ
ている印象も受ける。このように飲酒、ワイン文化は急速に浸透しつつあ
り、
その象徴として2016 年9 月にはワイン業界において最も名声のある、
＜ワイナリーでのインド人醸造家との
のやり取り（左が筆者）＞

有資格者が世界に三百数十名ほどしかいないマスター・オブ・ワインがイ
ンドから初めて誕生している。

◇インドワインの魅力の共有◇
インド駐在中にはプライベートの時間を活用してインド人、日本人と
共に様々なインドワインを試した。インドでは流通に制約があり、産地
の近くでなければ手に入らないワインも多い。定期的に集まるメンバー
が州外に出掛ければ、行く先々から少しずつ各地のワインを持ち帰って
もらい皆で集まっては試す、を繰り返していた。気温が 40 度を超すこ
ともあるインドでは、適切に輸送、管理されなければワインの風味が簡
単に変質してしまう。即ち店頭に並んだ時点で既に劣化していることも
あり、せっかく遠路持ち帰ったワインが酢のような味だったときの悔し

＜現地日本人会でのワイン試飲会＞

さといったらない。が、ときに引き当てる絶品ワインがあるのでやめら
れないのだ。元々の凝り性も手伝い夢中になって試飲を繰り返した結果、1 本 40 円から 8,000 円まで、約 300
種類のインドワインのデータを蓄積するに至った。運悪く劣化したワインを立て続けに引いてしまったために、
せっかく現地にいるのにインドワインを敬遠する日本人、ヨーロッパ産のワインだけを認めてインドワインを避
けるインド人もいた。特にそんな人たちにインドワインの魅力を伝えたいとの思いから、試飲データをもとに日
本語と英語のインドワインの案内本を作った。興味を示した現地のワイン雑誌“Sommelier India”にこの活動
が掲載されたが、インドワインの品質が正当に評価されることに繋がればと願う。一部のインドワインは日本で
も手に入るが、まだまだ知名度は高いとは言えない。更に盛り上がり、日本でも気軽にバラエティ溢れるインド
ワインを楽しめる日が近いうちに訪れることを願ってやまない。
◇インドワインの幅広い選択肢◇
インドでは国際品種が手掛けられ、白ワインではシュナ
ン・ブラン、ソーヴィニョン・ブラン、ヴィオニエ、シャ
ルドネ、赤ワインではシラーズ、カベルネ・ソーヴィニョ
ンを用いたものが多い。日照時間が長くブドウがよく熟す
ことも手伝って、風味は強めに仕上がり、スパイスのきい
たインド料理やエスニック料理にぴたりとはまる。インド
ワインを選ぶ際のアドバイスとしては、予算が Rs. 1,000
（約 1,700 円）未満ならば白ワイン、Rs. 1,000 以上ならば
赤ワイン。Rs. 1,000 未満とはいえ、Rs. 500（約 850 円）
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＜様々なインドワインのボトル＞

くらい用意しておくと安心だが、この価格帯では白ワインの安定感が抜群だ。フレッシュ且つ力強い果実味を楽
しめる。Rs. 1,000 以上の赤ワインは製造の手間の掛け方のレベルが一気に引き上がる。手摘みで厳しい選果を通
過したブドウを、空気圧を用いたバルーンでやさしく果汁を取り出し、フレンチ・オーク、アメリカン・オーク
を駆使してワインに表出される樽のニュアンスを使い分け、仕上げとして瓶熟成にたっぷりと時間をかけてから
出荷される。
おもしろいアイテムとしては、フランスのアルザスやドイツで広く栽培されるリースリングだ。冷涼な地域を
好むとするこの品種を、スーラ・ヴィンヤーズはインドで個性溢れる風味に仕上げている。冷涼な産地ではやや
控えめなアプリコットなどの風味が強めに立ち上がり、飲みごたえのあるワインとなっている。また、イタリア
でスーパータスカンと言われるイタリア固有品種とボルドー系品種のブレンドによるワインが、インドでも手掛
けられていることも注目に値する。イタリア人とインド人により設立されたフラテッリ（イタリア語で兄弟を意
味）は、イタリア固有のサンジョヴェーゼにカベルネ・ソーヴィニョンとカベルネ・フランをブレンドしたアイ
テムをリリースしている。幅広い品種やユニークなブレンドを試すことができるのもインドワインの魅力の一つ
だ。
◇インドワインの評価◇
2013 年 3 月の東京開催世界ソムリエコンクールでは、最大手スーラ・ヴィンヤーズのシュナン・ブランがブ
ラインドテイスティングに供されたこともインドワインが世界で注目されている証左だ（優勝者ですら正解から
ほど遠い回答だった）
。世界的に著名なイギリス人ワイン評論家ヒュー・ジョンソン、ジャンシス・ロビンソン共
著『世界のワイン図鑑』でインドワインは次のように紹介されている。
「ラジーヴ・サマントは（中略）
、フレッ
シュで果実味あふれる辛口の白ワイン造りに着手した。とくに傑出しているのがスーラ・ソーヴィニョン・ブラ
ンだ。グローヴァー家は（中略）1990 年代半ばすでに、ワイン醸造のコンサルタントとしてポムロールのミッシ
ェル・ローランを雇い、ボルドーのワイン商のテースティング台に載せてもそれほど場違いではない赤ワイン、
ラ・レゼルヴを生み出した。
」グローヴァーのラ・レゼルヴは、著名なアメリカ人ワイン評論家のロバート・パー
カーが 89 点を付けている。85~89 点がかろうじて並以上から優良で、あと一歩で傑出（90～95 点）に仲間入り
だ。
ワイン生産国として伝統国と呼ばれる欧州に対して、ニューワールドと呼ばれるのがアメリカ、チリ、アルゼ
ンチン、オーストラリア、ニュージーランドなど、これを追いかけるネクスト・ニューワールドとしてインドワ
インは注目に値するのではなかろうか。インドワインの進化に今後も目が離せない。
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5. 第 43 回『様々なインド』
JIA Seminar “Various India”
「グリーン・ファーザー杉山龍丸がインドに遺した軌跡―杉山家のラース・
ビハーリー・ボースからインド緑化までのインドとの関わり―」
講師：杉山満丸氏（夢野久作と杉山三代研究会 副会長）
3 月 16 日（金）の夕方、
『グリーン・ファーザー ―インドの砂漠を緑にか
えた日本人・杉山龍丸の軌跡』の著者、龍丸の長男・杉山満丸氏を講師に迎
え杉山家のインドとの関わりについて講演いただきました。
＜杉山龍丸が育った杉山家とは＞
杉山龍丸は、1919 年（大正 8 年）福岡県に生まれる。龍丸の父に当たる杉山泰道は、作家夢野久作。祖父・
杉山茂丸は、政治の世界で手腕をふるった人物。茂丸は、アジア各国を西洋諸国の植民地から解放するため各国
の独立を支援し西洋列国と対抗する「大アジア主義」を牽引した玄洋社とともに、孫文やラース・ビハーリー・
ボースを支援した。杉山家は、
「在親民」を「民ヲ親（おや）二ス」と読むような、陽明学よりもより陽明学的な
家柄で、それが龍丸をしてインドの人々のために尽くすことにつながったといえる。
＜ラース・ビハーリー・ボースとの出会い＞
ラース・ビハーリー・ボースは、インドの独立運動家で、イギリス領インド植民地政府に追われていたため、
1915 年（大正 4 年）6 月に偽名を使い日本に入国。英国の要請により日本政府はボースに国外退去命令を発令し
たが、玄洋社はボースを新宿中村屋のアトリエに匿った。そこで彼を中村屋まで運んだのが、杉山茂丸の車であ
った。ラース・ビハーリー・ボースは、幼い龍丸に「私はもう帰れないけれど、インドという素晴らしい国があ
る。君が大きくなったら行ってごらん」と言った。龍丸は、インドの村人になぜインドへ来るようになったのか
尋ねられると、このボースとのストーリーを語っていたという。
＜インド人青年との出会いとはじめてのインド訪問＞
龍丸は、1945 年（昭和 20 年）終戦を迎え退役する。その後、龍丸は、ガンジーの思想に共鳴し、農業開発で
インドを助けたいという士官学校の戦友と再会する。その戦友が連れていたインド人青年の面倒をみることにな
り、その後もインドから留学生を受け入れるようになる。ガンジーの弟子達の面倒をみていた龍丸のもとを、ネ
ルー首相からの特使が訪問し、その 3 年後の 1962 年（昭和 37 年）
、龍丸は初めてインドを訪問した。龍丸は、
ガンジーの直弟子であるビノーバ翁と会い、地方の村を訪れる中で、
「日本では当たり前の技術が、インドで役に
立つ」という揺るぎない確信を得た。
＜飢餓に向き合う＞
「父は、真っ直ぐ過ぎる人間で、妥協できない人だった。だからこそ、
インドでの偉業を成し得たのだと思う」
と満丸氏は語る。
そんな龍丸は、
1965 年～66 年（昭和 40 年～41 年）にインドを襲った飢饉を目の当た
りにして行動を起こさずにはいられず、国連に向った。インドの現状を
説明し、支援を要請しようと思い立ったのである。しかし、そこで龍丸
は、国連という巨像（虚像）を前にし、悲しみに暮れる他なかった。
＜スクラマジーラ村の村人との写真
真中が龍丸＞

＜緑化の夢＞

龍丸がインドの村を訪れた時には、人々は放牧をし、移動しながら生活していた。ろくに木の生えない荒涼と
した大地で、緑の資源を食いつぶしながらしか生きられない人々。彼らのために、インドのために何かできない
か。ある時、龍丸はこの地域に地下水が存在する事を発見する。木は地下深くに根を張り、水を吸い上げ、地表
近くに水を保持する役割をするが、この土地には木が全く生えていない。しかし、地下水が存在するのなら、緑
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化は夢ではないはずだ。緑化が成功すれば、土地に水が戻り人々は農業という安定した生活の糧を手にすること
ができるのではないか。ここから龍丸の壮大な夢は始まる。
＜龍丸がインドに遺したもの＞
満丸氏は、
父の死後11 年目の1998 年
（平
成 10 年）に KBC 九州朝日放送の現地取材
でインドを訪れた際に、龍丸と共に緑化に
挑んだパンジャーブ州の元森林局長スシ
ル・クマール氏に再会した。同氏は龍丸と
共に成した国道 1 号線（NH-1）沿線のユ
ーカリ植林による緑化と、シュワリック・
＜シュワリック・レンジ：左が緑化以前、右が緑化後＞

レンジの緑化について話してくれ、その現

場を見せてくれた。シュワリック・レンジとは、インド亜大陸がユーラシア大陸に突っ
込んだ時にできた砂質の地層崩落地帯であり、誰もが崩落を防止する手段はないとあき
らめていた場所である。龍丸は、この地域に自生していた生命力が強くトゲがある植物
で土止めをし、そこにモリンガ・オリファラやユーカリを植林していった。ひとたび緑
化されると、耕作可能な農地が拡大し、やがて村落ができた。
龍丸やスシル・クマール氏等が活動の拠点としていた、カストルバ・セワ・マンデル・
インスティチュート（女子カレッジ）に龍丸と一緒に緑化事業に係った人々が集まって
きて、龍丸の想い出を語ってくれた。また、スクラマジーラ村（Village Sukhomajra）
の村長は龍丸とともに植えた記念の木をバックに、
満丸氏と一緒に写真に写っているが、
「龍丸の協力でこの砂漠地帯が緑化され、この地方は農業ができるようになった」と感
謝の言葉が伝えられ、子供の頃は父に反発ばかりしていた満丸氏も父・龍丸がインドの
＜満丸氏著『グリーン・ファーザー』
の表紙を飾っているスクラマジーラ村の
村長との写真＞

地で何をしていたのか、ようやく理解できたそうだ。

6. 日印協会 会員交流会
Member’s Gathering
2017 年度第 2 回日印協会 会員交流会を開催しました。
日時: 2018 年 2 月 23 日（金）午後 6 時～8 時
場所: インド料理レストラン “マハラジャ 丸の内店”
日印協会の恒例行事である交流会が、2018 年 2 月 23 日（金）に東京丸の内のイ
ンドレストラン マハラジャ丸の内店にて開催されました。参加予定人数を大幅に
超え、80 名近くの会員の方が参加されました。
森喜朗 日印協会会長も出席の予定でしたが、
残念ながら今回は参加が叶
いませんでした。しかし、駐日インド大使館より、スジャン・R・チノイ

＜右：チノイ大使、左：平林理事長＞

大使、ラージクマール・スリヴァスタヴァ首席公使、並びにアヴニッシュ・シャルマ公使にご参加頂
き、会員の皆様との交流の機会を設けました。会の冒頭には、チノイ大使ならびにスリヴァスタヴァ
首席公使がご挨拶の中で、日印協会の日印交流における貢献や、今後の一層の活躍への期待を述べら
れました。チノイ大使は、スケジュールのため途中退席されましたが、スリヴァスタヴァ首席公使は
長い間、会員の方との深い交流を楽しまれました。ビザの問題や文化交流の具体的なお話しなどを、
インド大使館に関係している方から直接聞くことができる貴重な機会となりました。今交流会は、美
＜スリヴァスタヴァ
首席公使のご挨拶
（写真提供：河内郁
夫氏・個人会員）＞

味しいインド料理を楽しみながら、インドという共通点を持つ異業種や異文化の方々との人脈構築を
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目的としています。皆様が日頃持っているインドへの興味、関心事をそれぞれに披露され、違った局面や、違っ
た立場での視点でインドを改めて見る機会でもありました。
年に 2 回程、この様な交流会を、時期・場所を変えて開催しています。今後も是非、会員でない方も参加可能
ですのでお誘い合わせの上参加してみてはいかがでしょうか？新しいインドを発見できるかもしれません！次回
の会員交流会は、今年の秋に開催予定です。

7. インドニュース(2018 年 2-3 月)
News from India
◇ インドニュース（2018 年 2 月） ◇
1．内政
【連邦政府／連邦議会】
2 月 9 日：予算国会（前半会期）が閉会した（後半会期は 3 月 5 日から開始される）
。
2 月 23 日：政府は、長期に亘り保留となっているロークパル（反汚職オンブズマン）指名に関する会議を開催するにあたり、
ロークパル法で定められた野党代表者（注）に代わり、最大野党の代表者を同会議に招くことを決定した。
（注：2014 年下院議員選挙以降、下院最大野党のコングレス党が規定の議席数を満たしていないため空席となっている。
）
◆選挙管理委員会は、本年 4 月から 5 月にかけて任期終了となる 16 州 58 議席の連邦上院議員選挙を 3 月 23 日に実施するこ
とを発表した。
【農民団体による抗議運動】
2 月 6 日：全国の複数の農民団体が、2018 年度予算（
「2．経済」参照）を「反農民的」であるとして、12 日から 1 週間、全
国の約 1000 箇所で、農業ローンの帳消し等を求める抗議運動を行うと発表した。
2 月 22 日：農業借入金の包括的免除を求める全インド農民連合（AIKS。インド共産党マルクス主義派（CPI（M）
）系農業団
体）のメンバー等が州議会場を包囲する抗議運動を行うためにジャイプール市内への侵入を試みたが、州警察はこれを阻止し、
数百人を逮捕した。
【アヨーディヤ問題】
2 月 8 日：ミシュラ長官を含む最高裁は、アヨーディヤ問題（注）を「土地問題」として扱う旨述べたほか、次の審議は 3 月
14 日実施予定であり、本事案を日常的に（day-to-day basis）審議を行うことを拒否した。
（注：アヨーディヤ問題とは、16 世紀にムガール帝国が現在の UP 州アヨーディヤに所在する、ラーマ神の生誕地のヒンドゥ
ー寺院を破壊しモスクを建設したとされることに起因し、ヒンドゥー教徒とムスリムが対立している問題。1949 年にヒンドゥ
ー活動家がモスク内にラーマ神像を設置した後、係争が激化。1992 年に多数のヒンドゥー教徒によりモスクが破壊された。土
地の所有権を争う裁判では、2010 年にアラハバード高裁が、所有権を争う 3 者で土地を 3 分割するとの判決を下している。
）
【ハリヤナ（HR）州】
2 月 2 日：中央捜査局（CBI）は、フーダ元 HR 州首相（コングレス党）他 33 人をマネサール工業団地の土地収用を巡る汚職
容疑で起訴した。
【ラジャスタン（RJ）州】
2 月 1 日：1 月 29 日に実施された 2 議席の下院議員補欠選挙、1 議席の州議会議員補欠選挙が開票され、3 議席ともコングレ
ス党が BJP に大勝した。これを受け、パイロット・コングレス党州部長は、ラジェ RJ 州首相の道義的辞任を求めた。
2 月 2 日：パンデイ・コングレス党幹事長（RJ 州担当）は、本年末頃実施予定の州議会選挙においては州首相候補を立てずに、
ラーフル・ガンディー・コングレス党総裁の総体的な指揮の下に戦うと述べた。
2月12日：ラジェRJ州首相は、
州議会で一人当たり5万ルピーを上限とする小規模農民を対象としたローンの一括免除
（one-time
loan waiver）等を含む本年度州予算案を発表した。
【西ベンガル（WB）州】
2 月 2 日：1 月 29 日に実施された 1 議席の下院議員補欠選挙が開票され、草の根国民会議派（AITC）が勝利した。BJP は同
選挙区での得票率を前回より大幅に伸ばし、インド共産党マルクス主義派（CPI（M）
）候補を大きく上回ったものの、AITC
には大差で敗北した。
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【トリプラ（TR）州】
2 月 1 日：BJP と連立しているトリプラ先住民戦線（IPFT）内の一派である IPFT ティプラハ派が、BJP に合併した。
【ナガランド（NL）州】
2 月 27 日：対立候補無しで当選者が確定した NL 州の 1 選挙区除く各 59 選挙区で、
州議会選挙が実施された。
投票率は約 75％
であった。3 月 3 日開票予定。
【カルナタカ（KA）州】
2 月 8 日：ジャナタ・ダル世俗派（JDS）及び大衆社会党（BSP）は KA 州議会選挙に向けて選挙前協力することを発表。BSP
は全 224 議席中 20 議席で候補者を、クマラスワミ元州首相（JDS・KA 州部長）を州首相候補としてする旨述べられた。
【ケララ（KL）州】
2 月 12 日：コングレス党青年部指導者が 4 名のギャングによりカンヌール県で殺害された。コングレス党は本件の背後には州
与党 CPI（M）が関わっているとし、13 日にカンヌール県で 12 時間のストライキを呼びかけた。
【デリー（DL）準州】
2 月 20 日：アンシュー・プラカーシュ DL 準州首席次官が、ケジリワル準州首相宅において、庶民党（AAP）所属の 12 名の
DL 準州議会議員による計画的な攻撃を受けたと訴えた。これを受け、準州警察は、12 名の準州議会議員に対する FIR（注）
を登録した。シン内相は、本件に関する報告をするよう DL 準州知事に要請した。また、DL 準州官僚等は、本件に関しケジ
リワリル準州首相が謝罪するまで、政治家とのコミュニケーションは文書によるものに限定することを決定した。
（注：インドでは、捜査機関は FIR（First Information Report）を作成・登録しなければ、捜査を開始することができない。
）
2 月 23 日：DL 準州首席次官に対する暴行疑惑に関し、準州警察はケジリワル州首相宅の監視カメラ映像を押収した。
【メガラヤ（MＬ）州】
2 月 18 日：州議会選挙において、民族主義会議派（NCP）の N．サングマ候補者を含む 3 名が爆発物により殺害された。
2 月 27 日：候補者が殺害されて投票が延期となった 1 選挙区を除く 59 選挙区で、州議会選挙が実施された。投票率は約 75％
であった。3 月 3 日開票予定。
【トリプラ（TR）州】
2 月 18 日：州議会選挙が実施された。投票率は約 79％となった。3 月 3 日開票予定。
【グジャラート（GJ）州】
2 月 18 日：アーメダバードにおいて、ダリット活動家が当局への抗議として焼身自殺したことを受け、市内で抗議運動が発生
した。治安を乱したとして GJ 州内のダリット指導者であるメワニ州議会議員含む 70 名が拘束された。
2 月 17 日－18 日：州内各地の地方自治体選挙が実施され 19 日開票された。BJP は 75 自治体のうち 47 自治体（前回 59 自治
体）で勝利した。コングレス党は 16 自治体で勝利した。
【タミル・ナド（TN）州】
2 月 21 日：映画俳優のカマル・ハサン氏が、人民正義中央党（MNM：Makkal Needhi Maiam）を立ち上げた。
2．経済
【インド 2018 年度予算案の発表】
2 月 1 日：ジャイトリー財務大臣は、2018 年度予算案を国会に提出し、財政演説を行った。
◆ジャイトリー大臣は演説の中で、
「モディ政権は一連の重要な構造改革を成功裏に推し進め、結果として、インドは世界で最
も高い成長率の国の一つとして傑出している」と述べる等、モディ政権の政策の実績を強調しつつ、2018 年度予算においては
農業・農村対策やインフラ整備、医療・高齢者政策、教育の質の改善などを推進する考えを強調した。
◆ここ数年の経済改革は難しいものであったが、有益であったとし、海外からの投資（FDI）が増加したことや世界銀行ビジ
ネス環境ランキングの大きな改善を挙げつつ、物品サービス税（GST）の導入は課税ベースの拡大に繋がり経済のデジタル化
を大きく進めたこと、その他の破産法施行や国営銀行への資本注入を例に、モディ政権による一連の経済改革はインドの長期
的な力強い成長に寄与すると強調。更に、インドは現在世界第 7 位の経済大国であるが、近い将来には第 5 位の経済大国とな
るとされていることや、PPP（purchasing power parity 購買力平価）ベースでは既に第 3 位であることを挙げ、インド経済
の成長と発展を強調。
◆また、演説の中で、貧困層向けに配慮する姿勢を示すとともに貧困層向け電化政策や住宅政策等の推進や、モディ政権が一
連の経済改革と同時に腐敗撲滅等に努めてきた実績を強調した。
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◆予算の内容については、農作物の生産コストの 1．5 倍の最低支持価格を保証する対象品目の拡大や貧困層向けの無償事業
の拡充（50 万ルピーを限度とする 1 億の貧困家庭向け医療保険提供等）
、交通インフラの整備の増加など、インド経済の課題
となっているインフラ整備に加えて農村や貧困層対策、雇用創出を意識した予算となっており、全体の歳出の伸びに対して、
交通関係、
社会福祉、
年金、
農業関係等の予算が上回っている。
また、
国防予算について
「Defense Industrial Promotion Corridor」
の立ち上げを表明する等、民間・中小企業等による国防生産の拡大を表明した。
◆財政規律については、2017 年度の財政赤字は対 GDP 比 3．5％となるとの見通しを示し、当初目標としていた 3．2％は達
成できない見込みであることを表明するとともに、2018 年度財政赤字目標を 2017 年度予算提出時に表明していた対 GDP 比
3．0％から 3．3％へ修正し、2017 年度の目標よりも後退した形となっている。
【アシガバット協定への参加】
2 月 1 日：インド外務省は、インドがアシガバット協定へ参加することを発表した。アシガバット協定は、2011 年 4 月 25 日
にイラン、
オマーン、
トルクメニスタン、
及びウズベキスタンの間で結ばれた国際輸送回廊
（International Transport and Transit
Corridor）の設立に関する協定であり、このたび、同協定へのインドの参加が認められた。アシガバット協定の寄託国である
トルクメニスタンは 2 月 1 日、設立メンバーである全 4 カ国がインドの参加に同意したこと、及びインドの参加は 2018 年 2
月 3 日から効力が発生することをインドに通知した。
【RBI2017 年度第 6 回金融政策決定会合】
2 月 7 日：インド準備銀行（RBI）は、金融政策委員会（MPC）会合を開催し、政策金利（レポ・レート）を 6．0％で維持、
2017 年度第 4 四半期のインフレ見通しを 5．1％（注：前回（12 月会合）時点の今年度下半期見通しは 4．3～4．7％）
、2018
年度のインフレ見通しを、年度前半が 5．1～5．6％、年度後半が 4．5～4．6％と見込んだ。また、経済成長率（GVA、粗付
加価値）の見通しについて、2017 年度のＧＶＡ成長率見通しを 6．6％へ引き下げ（注：前回時点は 6．7％）
、2018 年度の
GVA 成長率見通しを、7．2％と見込んだ（年度前半は 7．3％～7．4％、年度後半は 7．1％～7．2％）
。
【ナビ・ムンバイ国際空港の起工式】
2 月 18 日：モディ首相はムンバイで二つ目の空港となるナビ・ムンバイ国際空港の起工式を実施した。報道によれば、同空港
の総工費は、1998 年の計画初期の約 5 倍にあたる 670 億ルピーに肥大している。また、総工費 471 億 9000 万ルピーのジャ
ワーハルラール・ネルー港（JNPT）における国内最大のコンテナ・ターミナルの起工式も同時に行われた。
【ベンガルール市初の公共電気自動車充電ステーションの開設】
2 月 19 日：バンガロール電力供給公社（BESCOM）がベンガルール市内で初となる電気自動車の公共充電ステーションを開
設した。報道によれば、BESCOM は、市内に合計 11 か所の公共電気自動車充電ステーションを設置予定であり、6 か月以内
に、インディラナガル、エレクトロニクス・シティー、コラマンガラ、バナスワディ、ジャヤナガル、バナシャンカリで開設
する予定。
【アンドラ・プラデシュ（AP）州における KIA モーターズの工場建設起工式】
2 月 22 日：AP 州アナンタプール県において KIA モーターズの工場建設起工式が執り行われ、
ナイドゥ AP 州首相が出席した。
同工場の建設費用は 1、300 億ルピーで、当初年間 30 万台の自動車が製造される予定で、将来的には年間 40 万台に増産する。
工場では、2021 年までに総額 20 億米ドルが投資される予定で、4000 人の直接雇用と 7000 人の間接雇用が見込まれている。
工場建設は 2019 年第 1 四半期に完了予定で 2019 年後半より操業予定。
【アンドラ・プラデシュ（AP）州 CII パートナーシップ・サミット 2018】
2 月 24 日－26 日：AP 州ヴィシャカパトナムにおいて、インド工業連盟（CII）パートナーシップ・ミット 2018 が開催され、
ヴェンカイヤ・ナイドゥ副大統領がナイドゥ AP 州首相とともに 24 日の開会式に出席した。報道によれば、サミット初日だけ
で航空宇宙防衛、繊維、エネルギー、食品加工、保健衛生、IT 産業等 285 社と 1 兆 7、400 億ルピー相当の投資約束を交わし、
3 日間で合計 734 件の覚書（MOU）を締結、投資約束額は約 4 兆 4000 億ルピーに達し、直接・間接の雇用創出効果は 110
万人に上った。主要投資では、アダニグループが太陽光及び風力発電施設整備を含め今後 5 年間で 900 億ルピーの投資を約束
し、また、リライアンスグループは、2020 年までに原油及びガス分野において 4、000 億ルピー、IT 分野において 1、500 億
ルピーの投資を行うことを約束した。ソフトバンクは AP 州のエネルギー分野に 60 億米ドルの投資プロジェクトを提案した。
【インド高速鉄道事業におけるムンバイ駅建設用地引き渡し式】
2 月 27 日：ムンバイ市のインド中央鉄道（Central Railways）本部において、ピユーシュ・ゴヤル鉄道大臣及びファドナヴィ
ス MＨ州首相立会いのもと、UPS マダン・ムンバイ大都市圏開発機構（MMRDA）長官からカレー高速鉄道公社（NHSRCL）
総裁へ、書面の手交を以て、ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道のムンバイ駅建設予定地であるバンドラ・クルラ・コンプ
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レックス（BKC）の土地引き渡し式が執り行われた。

3．外交
【ガイアナ】
1 月 29 日－2 月 2 日：グリーニッジ・ガイアナ副大統領兼外務大臣が訪印し、スワラージ外相等と会談した。
【ネパール】
2 月 1 日－2 日：スワラージ外相はネパールを訪問し、バンダリ・ネパール大統領及びデウバ・ネパール首相を表敬したほか、
ダハール（プラチャンダ）前首相（ネパール共産党マオイスト・センター（MC）議長）及び KP オリ元首相（ネパール共産
党統一マルクス・レーニン主義派（UML）議長）と会談した。
【ウクライナ】
2 月 6 日：貿易、経済、科学、技術、産業及び文化協力に関する第 6 回印ウクライナ政府間委員会が実施され、インド側の代
表をアクバル外務担当閣外相、ウクライナ側の代表をクービウ第一副首相兼経済発展・貿易大臣が務めた。
【サウジアラビア】
2 月 6 日－8 日：スワラージ外相がサウジアラビアを訪問し、サルマン・サウジ国王を表敬、ジュベイル・サウジ外務大臣と
会談したほか、主賓国としてジャナドリア祭開会式に出席した。
2 月 23 日：ファーレフ・サウジアラビア・エネルギー産業鉱物資源大臣がモディ首相を表敬した。
【米国】
2 月 9 日（米国時間の 8 日夜）
：モディ首相はトランプ米大統領と首脳電話会談を行った。
【モディ首相による中東訪問】
2 月 9－12 日：9 日、モディ首相はパレスチナ訪問へのトランジットに際してヨルダンを訪問し、アブドッラー・ヨルダン国
王と会談した。
◆10 日、モディ首相はパレスチナを訪問し、アッバース・パレスチナ大統領と会談した後、プレスステートメントが発出され
た。
◆10 日－11 日、モディ首相は UAE を訪問し、ムハンマド・アブダビ皇太子及びムハンマド UAE 副大統領兼首相兼ドバイ首
長と会談したほか、合意文書の署名及び印 UAE 共同声明が発出された。また、ドバイ訪問中、モディ首相は、湾岸協力理事
会（GCC）のビジネス・リーダーと会談したほか、第 6 回世界政府サミット（WGS）で演説を行い、そのサイドラインでイ
サコフ・キルギス首相及びフィリップ仏首相と会談した。
◆11 日－12 日、モディ首相はオマーンを訪問し、カブース・オマーン国王の表敬及びアスアド・オマーン国際関係・協力担
当副首相と会談したほか、合意文章の署名及び印オマーン共同声明が発出された。また、モディ首相は印オマーンビジネス会
議に出席したほか、インド人コミュニティーに対して演説を行った。
【ウズベキスタン】
2 月 11 日－12 日：カミーロフ・ウズベキスタン外務大臣が訪印し、スワラージ外相と会談した。
【モザンビーク】
2 月 12 日－13 日：VK シン外務担当閣外相はモザンビークを訪問し、ニュシ・モザンビーク大統領の表敬及びパシェコ・モザ
ンビーク外務協力大臣等と会談したほか、共同プレスステートメントが発出された。
【クウェート】
2 月 14 日：アクバル外務担当閣外相は、クウェートで実施されたイラク再建のための国際会議（International Conference for
Reconstruction of Iraq）に出席し、インドがイラク再建のために関与することを述べたほか、グローバル・テロリズムの終焉
を呼びかけた。
【イラン】
2 月 15 日－17 日：ローハニ・イラン大統領が訪印し、コヴィンド大統領及びモディ首相と会談したほか、ナイドゥ副大統領
及びスワラージ外相から表敬を受けた。また、訪印中、合意文書の署名及び印イラン共同声明が発出された。
【ロシア】
2月15日－16日：第二回情報通信技術使用におけるセキュリティーに関する印露協議
（India-Russia Consultations on Security
in the use of Information and Communication Technologies (ICTs)）が実施された。
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【ブータン】
2 月 20 日－23 日：ドルジ・ブータン外務大臣が訪印し、スワラージ外相と会談した。また、21 日、スワラージ外相は、印ブ
ータン外交関係樹立 50 周年を記念した特別行事の一環として、第 5 代国王陛下の誕生日を祝う記念行事に出席した。
【カナダ】
2 月 18 日－24 日：トルドー加首相が訪印し、モディ首相と会談及び代表団協議を行ったほか、合意文章の署名及び印加共同
声明が発出された。また、トルドー加首相は、コヴィンド大統領を表敬したほか、スワラージ外相からの表敬を受けた。
2 月 21 日－24 日：フリーランド加外務大臣が訪印し、スワラージ外相と会談した。
【TAPI パイプライン・プロジェクト】
2 月 22 日：アクバル外務担当閣外相は、トルクメニスタンのマルィで実施された TAPI パイプライン・プロジェクト遂行に関
する第 25 回運営委員会（Steering Committee on Implementation of TAPI Pipeline project）においてスピーチを行った。
2 月 23 日：アクバル外務担当閣外相は、アフガニスタンのヘラートで実施された TAPI パイプライン建設のための開始式でス
ピーチを行ったほか、トルクメニスタンのセルヘタバットで実施された TAPI ガス・パイプライン・プロジェクトの起工式に
参加した。
【中国】
2 月 23 日－24 日：ゴーカレ外務次官は、中国政府高官との外交協議を行うために、北京を訪れ、孔鉉佑中国外交部副部長と
会談したほか、王毅外交部長及び楊潔チ国務委員を表敬した。
【イラン】
2 月 26 日－28 日：イラン・インド友好議連（Iran-India Parliamentary Friendship Group）メンバー4 名からなる代表団が
訪印し、スワラージ外相を表敬したほか、エネルギー議会常設委員会と会談した。またサイドラインで、代表団はインド農業
研究機関プサ・キャンパス(ニューデリー)を訪問した。
【アフガニスタン】
2 月 27 日－28 日：ゴーカレ外務次官はアフガニスタンを訪問し、ガーニ・アフガニスタン大統領を表敬しモディ首相からの
書簡を手交したほか、アトマル国家安全保障担当大統領補佐官（NSA）及びラバニ外務大臣の表敬、カルザイ副外務大臣との
会談を行った。

4．日印関係
【クマール・インド・ビハール州首相の訪日】
2 月 19 日―22 日：ニティシュ・クマール・ビハール州首相（Mr. Nitish Kumar, Chief Minister of Bihar, India）が外務省の
招へいにより訪日した。訪日中、クマール州首相は、安倍総理、河野外務大臣を表敬訪問すると共に、中根外務副大臣、日印
友好議員連盟等と意見交換を行った。会談では、潜在性の高いビハール州の更なる発展に向けて、日本が引き続き協力してい
くこと、ビハール州は仏教ゆかりの地であり、観光分野で日本との連携をさらに深めていくこと等について意見交換が行われ
た。クマール州首相は滞在中、東京にて、ビハール州への日本企業誘致のためのビジネス・セミナーに出席した。また、奈良
県を訪問し、東大寺を視察した他、荒井県知事に表敬訪問を行った。さらに、広島県を訪問し、平和記念資料館及び原爆ドー
ムを視察すると共に、慰霊碑に参拝・献花を行った。
【レーキー・インド下院議員による中根外務副大臣表敬】
2 月 19 日：中根外務副大臣は、外務省の招へいで来日中のミーナクシー・レーキー（Ms. Meenakshi Lekhi, Member of
Parliament Lok Sabha）印下院議員（与党インド人民党スポークスパーソンの一人）の表敬を受けた。中根外務副大臣から、
帰国後は日本とインドの架け橋となって活躍してほしい、日本の「自由で開かれたインド太平洋戦略」とインドの「アクト・
イースト」政策をさらに連携させ、日印両国でインド太平洋地域と世界の安定と繁栄を牽引していきたい旨述べた。レーキー
議員からは、今次訪日招へいに対する謝意が表明されると共に、日本はインドにとって非常に重要な国であり、インドの高速
鉄道計画を含む経済関係をはじめ、防衛分野等でも日本との協力を一層深め、地域の平和と安定に貢献していきたい旨述べた。
その他双方は女性の活躍推進等についても意見交換を行いました。
【平木経済産業・大臣政務官のインド出張】
2 月 21 日―27 日：平木経済産業・大臣政務官は、OECD 中小企業大臣会合及びインド・パートナーシップ・サミットに出席
するために、メキシコ合衆国及びインドを訪問した。インドでは、インド商工省及びアンドラ・プラデシュ州（AP 州）主催
のパートナーシップ・サミット 2018 の中で、開催されたジャパン・カントリー・セッション（2 月 25 日開催）に出席したほ
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か、ナイドゥ AP 州首相やイスワラン・シンガポール第二貿易産業大臣と AP 州新州都アマラバティの開発、同開発における
日本・シンガポールの連携について意見交換を行い、アマラバティを訪問して現在の新州都の開発状況を確認した。他にも、
プラブー商工大臣と、日印投資促進ロードマップの推進など、日印間の貿易・投資の現状やさらなる推進のための課題に関し
て、意見交換を行った。
今月の注目点：インド 2018 年度予算案の概要
（1）歳出
ア. 総額は、対前年度（改訂後ベース）比 10．1％増の 24．4 兆ルピー。
イ. 上記歳出の増加要因としては、大きな割合を占める補助金（特に食料品）
、国防費、年金が引き続き拡大していることが
挙げられ、それぞれ 2．95 兆ルピー（同 10．9％増）
、2．83 兆ルピー（同 5．8％増）
、1．68 兆ルピー（同 14．3％増）
。
また政権が重要視するインフラ分野（特に交通関係）
、農業分野、社会福祉・健康分野（女性、子供、社会的弱者向け含む）
、
IT 分野向けの経費支出も拡大傾向にある。
ウ. 利払い費は、同 8.5％増の 5.76 兆ルピーとなっており、引き続き歳出硬直化の一因となっている。
（2）歳入
ア. 税収総額（地方交付分含む）は対前年度比 16．7％増の 22．7 兆ルピー。うち直接税については、法人税が同 10．2％
増の 6．2 兆ルピー、所得税が同 19．9％増の 5．29 兆ルピー。他方、間接税については、物品税が 6．3％減の 2．60 兆ル
ピーとなる一方、GST は 67．3％増の 7．44 兆ルピー。また関税については、16．8％減の 1．13 兆ルピー。
イ. 税外収入のうち、政府保有株式の売却などによる収入（資本収入の「その他収入」
）は、同 20％減となる 8000 億ルピー
を見込んでいる。
ウ. 州への財源移譲額は、同 13．8％増の 12．69 兆ルピーとなり、引き続き州政府へ財源を移譲する方向性が示された。
（3）財政規律（Fiscal Discipline）
財政赤字については、2017 年度の水準（対 GDP 比）は 3．5％と予想され、目標水準の 3．2％を達成できない見込み。
来年度（2018 年度）の目標水準は 3.3％に修正（注：昨年度予算案では 3．0％に設定）
。また今後の財政健全化に向けたロ
ードマップに関し、FRBM 委員会の提言に基づき、①中央政府の債務残高（対 GDP 比）を 40％まで低下させること及び、
②財政赤字（対 GDP 比）を財政健全化における主要な評価指標（key operational parameter）として重視する意向を示し
た。

◇ インドニュース（2018 年 3 月） ◇
1. 内政
【野党連合に向けた動き】
3 月 3 日：ラオ・テランガナ州首相は、BJP 及びコングレス党に対抗するために、新たな枠組みの野党連合を結成することが
重要であると述べ、志を共にする政党代表者等と接触していると述べた。
【予算国会の後半会期閉会】
3 月 5 日：アンドラ・プラデシュ州が連邦政府に求める支援要求等を巡り、紛糾が続いているなか、予算国会の後半会期が開
会した。
【プラブー商工大臣による民間航空大臣の兼任】
3 月 8 日：プサパティ民間航空大臣の辞任を受け、10 日、プラブー商工大臣が民間航空大臣（兼任）に就任した。
2. 経済
【インド企業によるサムライローンに対する関心の高まり】
3 月 1 日：インド企業においてサムライローン（注：海外企業による日本国内の金融機関からの円建て借入れ）への関心が高
まっている。
◆日本における歴史的な低金利と過剰流動性を背景に、インドの大企業は長期での借入れを行うため、預金を大量に抱える邦
銀と接触している。インド鉄道金融会社のパタナヤック社長は、同社が 1998 年以来初となるサムライローンによる借入れを、
満期 10 年、借入額 2.5 億ドル規模で行うことを検討していると述べた。また国内最大の電力会社である国営火力発電公社も、
満期 10 年、借入額 3.5 億ドル規模でのサムライローンによる借入れを模索している。
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【イセ食品の投資覚書締結】
3 月 13 日：イセ食品は、インド政府との間で 21 億ルピーの投資に係る覚書に署名したと発表した。この覚書はインド食品加
工省が日本の食品会社と締結する初の覚書である。伊勢イセ食品会長は、
「今後、残留農薬のない鶏卵の生産分野おいて協力を
拡大していきたい。また、再生可能エネルギー分野においては、既にデリー近郊に太陽光発電施設を設置しており、同分野で
のインドの取り組みを支援していきたい。
」と述べた。右事業以外に、イセ食品は近代的な穀物貯蔵庫の利用を通じ農産品の損
失を減らすための支援を行う予定。
【2017 年度第 3 四半期の国際収支】
3 月 16 日：インド準備銀行（ＲＢＩ）は、2017 年度第 3 四半期（2017 年 10～12 月）の国際収支を発表。経常収支赤字は▲
135 億ドル、対 GDP 比 2．0％となり、前年同期（▲80 億ドル、対 GDP 比 1．4％）と比べて赤字幅が拡大し、また前四半
期（▲72 億ドル、対 GDP 比 1．1％）と比べても大きく悪化した。貿易赤字は▲441 億ドルとなり、前年同期（▲333 億ドル）
と比べると赤字幅が拡大し、また前四半期（▲328 億ドル）と比べても悪化した。貿易収支については、工業製品において輸
出よりも輸入の増加幅が大きく拡大したことによって、貿易赤字が拡大している。サービス収支黒字は 306 億ドルとなった。
ソフトウェアサービスや観光分野での純収益の増加を背景に、前年同期（254 億ドル）から 17．8％の増加となった。また前
四半期（256 億ドル）と比べても黒字幅が拡大した。外貨準備高は 94 億ドルの増加となった。
3. 外交
【印ヨルダン関係】
2 月 27 日－3 月 1 日：アブドッラー・ヨルダン国王が訪印し、モディ首相と会談を行い、合意文書の署名が行われた。また、
アブドッラー国王は、コヴィンド大統領と会談したほか、ナイドゥ副大統領及びスワラージ外相から表敬を受けた。
【印ベトナム関係】
3 月 2 日－4 日：クアン越国家主席は、コヴィンド印大統領の招待を受け、複数の閣僚及び大規模ビジネス代表団と共にイン
ドを公式訪問し、モディ首相と会談及び代表者協議を行ったほか、防衛及び安全保障、エネルギー協力、連結性、地域協力及
び多国間協力等を内容とする印越共同声明の発出及び合意文書が署名された。また、クアン国家主席は、コヴィンド大統領と
会談したほか、スワラージ外相からの表敬を受けた。
【第 4 回印ヨーロッパ 29 ビジネス・フォーラム（IE29BF）
】
3 月 5 日－6 日：IE29BF がニューデリーで実施され、アクバル外務担当閣外相が開会セッションでスピーチを行った。
【印マルタ関係】
3 月 5 日－8 日：アベーラ・マルタ外務・貿易振興大臣が、同省高官及び大規模ビジネス代表団と共に訪印し、IE29BF に参
加したほか、スワラージ外相及びアクバル外務担当閣外相等と会談、ナイドゥ副大統領を表敬した。
【印仏関係】
3 月 9 日－12 日：モディ首相の招待を受け、マクロン仏大統領がインドを公式訪問し、モディ首相と会談したほか、印仏共同
声明、インド洋地域における印仏協力の共同戦略的ビジョン、宇宙協力のための印仏共同ビジョンの発出及びその他合意文書
が署名された。マクロン大統領は、コヴィンド大統領と会談したほか、スワラージ外相から表敬を受けた。
【ISA（国際太陽光同盟）
】
3 月 11 日：モディ首相及びマクロン仏大統領が共同議長を務めた ISA 創設会議が開催され、デリー太陽光アジェンダが発出
された。
◆また、ISA 創設会議のサイドラインで、モディ首相は、ニャシンベ・トーゴ大統領、ソポアンガ・ツバル首相、サルワイ・
バヌアツ首相、ワンガ・ナウル大統領、イスフ・ニジェール大統領、ンゲマ赤道ギニア大統領、パイミ・パダケ・チャド首相、
ダンカン・コートジボワール副大統領、シリセーナ・スリランカ大統領、ハミド・バングラデシュ大統領等と会談した。
3 月 26 日：ニューデリーにおいて、印政府及び ISA との間の本部合意（Headquarters Agreement）が、シン外務担当閣外相
及びトリパティ ISA 暫定事務局長（Interim Director General）との間で署名された。
【印モーリシャス関係】
3 月 11 日－14 日：コヴィンド大統領は、ハイレベル代表団と共にモーリシャスを公式訪問し、ジャグナット・モーリシャス
首相と代表団会談を行ったほか、合意文書が署名された。モーリシャス訪問中、コヴィンド大統領は、モーリシャス・ナショ
ナルデー祝賀会に出席したほか、ギュリブ－ファキム・モーリシャス大統領と会談した。また、インド人コミュニティーに対
して演説を行った。

22

【印サントメ・プリンシペ関係】
3 月 14 日：サントメ・プリンシペ訪問中のアクバル外務担当閣外相は、ボテーリョ・サントメ・プリンシペ外務・共同体大臣
と会談したほか、合意文書が署名された。また、アクバル外務担当閣外相は、カルヴァリョ大統領及びトロヴォアダ首相を表
敬した。
【印マダガスカル関係】
3 月 14 日－15 日：コヴィンド大統領は、ハイレベル代表団と共にマダガスカルを公式訪問し、ラジャオナリマンピアニナ・
マダガスカル大統領と会談及び代表団協議を行ったほか、印マダガスカル共同声明の発出及び合意文書の署名が行われた。ま
た、コヴィンド大統領は、インド人コミュニティーに対して演説を行ったほか、印マダガスカル・ビジネスフォーラムで演説
を行った。
【印アンゴラ関係】
3 月 15 日－16 日：アクバル外務担当閣外相は、アンゴラを訪問し、イニュンガ・アンゴラ農林大臣と会談したほか、代表団
協議を行った。
【印露関係】
3 月 19 日：モディ首相は、プーチン露大統領に電話をし、前日行われた露大統領選挙再選について祝辞を述べた。
【世界貿易機関（WTO）
】
3 月 19 日：WTO 閣僚非公式会合出席のために、ニューデリー訪問中のアゼベド WTO 事務局長は、モディ首相を表敬した。
3 月 20 日：同非公式会合に出席した閣僚及び高官がモディ首相を表敬した。
【印中関係】
3 月 20 日：モディ首相は習近平国家主席に電話をし、国家主席再選について祝辞を述べたほか、両首脳は、急速に成長してい
る 2 大国として、中印二国間関係は「アジアの世紀（Asian Century）
」としての 21 世紀実現のために不可欠なものであると
いうことで一致した。
【印独】
3 月 21 日：モディ首相は、メルケル独首相に電話をし、4 期連続首相就任に祝辞を述べた。
3 月 22 日－26 日：シュタインマイヤー独大統領がインドを公式訪問し、モディ首相及びコヴィンド大統領と会談したほか、
ナイドゥ副大統領及びスワラージ外相から表敬を受けた。
【印アフガニスタン関係】
3 月 21 日：印外務省は、同日に起こったカブールにおけるテロを強く非難する声明を発表した。
【印エジプト】
3 月 22 日～23 日：シュクリ・エジプト外務大臣が訪印し、スワラージ外相と第 7 回印エジプト共同委員会会議を開催したほ
か、モディ首相を表敬し、エルシーシ・エジプト大統領からモディ首相への書簡を手交した。
【第 11 回中印国境問題に関する協議及び調整のためのワーキングメカニズム（WMCC）
】
3 月 22 日：第 11 回 WMCC がデリーで開催された。インド側代表団は、ヴァルマ印外務省東アジア局長が代表を務め、中国
側代表団は、Yi Xianliang 中国外交部辺境海洋司長が代表を務めた。
【第 13 回印アフリカのプロジェクト・パートナーシップに係る会議（CII-EXIM Bank Conclave on India Africa Project
Partnership）
】
3 月 25 日－27 日：第 13 回印アフリカのプロジェクト・パートナーシップに係る会議が実施された。そのサイドラインで、コ
ヴィンド大統領はチウェンガ・ジンバブエ副大統領による表敬を受けたほか、ナイドゥ副大統領はチウェンガ・ジンバブエ副
大統領、セカンディ・ウガンダ副大統領、チリマ・マラウイ副大統領と会談、スワラージ外相はファビアノ・マラウイ外務・
国際協力大臣と会談した。
【印トルクメニスタン関係】
3月27日：アクバル外務担当閣外相は、
アフガニスタンに関するタシュケント会議
（Tashkent Conference on Afghanistan: Peace
Process, Security Cooperation & Regional Connectivity）でスピーチを行った。
【印パキスタン関係】
3 月 30 日：印外務省は、1992 年の「印パにおける外交・領事関係者の扱いに係る行動規範（Code of Conduct for the treatment
of diplomatic/consular personnel in India and Pakistan）
」
に則して、
印パ両国が外交官及び外交官施設
（diplomatic premises）
の扱いに関する問題を解決することで一致したとするプレスリリースを発出した。
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4. 日印関係
3 月 11 日－16 日：宮腰光寛内閣総理大臣補佐官は、インド及びマレーシアを訪問。今回のインド訪問において、宮腰総理大
臣補佐官は、インドのシン農業・農民福祉大臣、バダル食品加工大臣と会談したほか、日本産農林水産物・食品の輸出促進に
向けたセミナーや、国際食品見本市に政府を代表して出席した。
3 月 20 日：岡本三成外務大臣政務官は、インドのデリーで開催された世界貿易機関（WTO）非公式閣僚会合に出席した。
（1）日本を代表し岡本政務官から、概要以下のとおり発言した。
ア. WTO と多角的貿易体制が大きな挑戦に直面している中、インドが今次会合を主催したように、各加盟国が責務を果たさな
ければならず、交渉については従来の立場を超えて真剣に議論すべき。
イ. 有志国の取組はマルチの成果につながり得るものであり、特に 3 月 14 日に有志国の第 1 回会合を開催した電子商取引の取
組は WTO の将来にとって極めて重要であり日本が主導的役割を果たし続ける決意である。
ウ. WTO の通常機関の機能強化や紛争解決制度の機能確保が必要。
エ. 貿易と開発の問題については、新興国の台頭を始めとする世界経済の構造変化を踏まえ、各途上国の経済規模や開発課題
等、個別の事情を踏まえたケース・バイ・ケースの議論が必要。
オ. 一方的な措置については、対抗措置の応酬が多角的貿易体制に深刻なリスクをもたらすおそれを懸念するとともに、背景
にある過剰供給の問題への対応も必要。
（2）また、今般の会合のマージンで、岡本政務官は、会合の議長であるスレシュ・プラブー・インド商工大臣（H.E. Mr. Suresh
Prabhu, Minister of Commerce and Industry）やロベルト・アゼベド WTO 事務局長（Mr. Roberto Azevêdo,
Director-General, WTO）と会談するとともに、他国の参加閣僚等とともにナレンドラ・モディ・インド首相を表敬した。
また、韓国等からの参加者とそれぞれ短時間立ち話を実施した。
3 月 28 日－30 日：スワラージ印外相は日本を公式訪問し、第 9 回日印外相間戦略対話、安倍総理への表敬等を行った。また、
スワラージ外相は、岸田自民党政務調査会長と会談したほか、インド人コミュニティーに対して演説を行った（今月の注目点
参照）
。
今月の注目点：スワラージ印外相の訪日
1. 第 9 回日印外相間戦略対話
3 月 29 日、午後 6 時 40 分から約 2 時間、河野太郎外務大臣は、訪日中のスシュマ・スワラージ・インド外務大臣（H.E.
Ms. Sushma Swaraj, External Affairs Minister of India）との間で、第 9 回目となる日印外相間戦略対話を行ったところ、
概要は以下のとおり。
また、両大臣立ち会いの下でのインドに対する円借款(約 1,500 億円)に関する書簡の交換、共同記者発表が行われた。
（1）冒頭
河野大臣より、スワラージ大臣の外相としての初訪日を歓迎、日印外相間戦略対話を開催することができて大変喜ばしい、
日印両首脳の年次相互訪問等を通じて、日印関係はかつてなく良好であり、本年のモディ首相訪日に向け議論したい、イン
ドは自由で開かれたインド太平洋を実現する上での最重要パートナーであり、
「自由で開かれたインド太平洋戦略別ウィンド
ウで開く」と「アクト・イースト」政策を更に融合させ、インド太平洋地域及び世界の平和と繁栄を主導していきたい旨述
べた。
スワラージ外相より、外相として初の訪日となるが、桜の美しい時期に訪日することができて大変嬉しい、昨年 9 月のニ
ューヨークでの河野大臣との日印米外相会合と安倍総理訪印は成功裏に行われた、本年はモディ首相が訪日する番であり、
その成果について議論していきたい旨述べた。
（2）二国間関係
両外相は、政治・安全保障、高速鉄道や ODA などの経済関係、日本語教育、スポーツ交流や地方交流などの人的交流等
の日印二国間の主要課題について、戦略的観点から幅広い意見交換を行った。
両外相は、海上保安庁や海上自衛隊の艦船のインド寄港等、日印両国の海洋安全保障を更に戦略的に進めていくこと、日
印官民の協議枠組である日印トラック 1.5 対話を拡大強化し、
「Indo-Pacific Dialogue」として開催していくことで一致した。
（3）グローバル課題、地域情勢
両外相は、テロ、安保理改革、軍縮不拡散等のグローバル課題について意見交換を行った。
両外相は、アジアを中心とする地域情勢について意見交換を行い、特に北朝鮮について、過去の教訓を踏まえ、北朝鮮に
よる、完全な、検証可能な、かつ不可逆的な方法での核・ミサイルの放棄を実現するために、最大限の圧力を維持していく
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ことで一致した。河野大臣から、核・ミサイル及び拉致の解決が必要であると述べ、理解を得た。
2. 安倍総理表敬
30 日、午前 10 時過ぎから約 15 分間、安倍晋三内閣総理大臣は、訪日中のスシュマ・スワラージ・インド外務大臣（H.E.
Ms. Sushma Swaraj, External Affairs Minister of India）による表敬を受けたところ、概要は以下のとおり。
（1）安倍総理大臣から、訪日を歓迎する、昨日の河野太郎外務大臣との外相間戦略対話は大変有意義だったと報告を受けて
いる、日印は心と心がつながっている古い友人であり、世界で最も可能性を秘めた二国間関係である、この可能性を開花さ
せ、二国間だけでなく、地域及び世界全体にとり有意義な関係とさせたい、インドは「自由で開かれたインド太平洋戦略」
の最重要パートナーであり、日印関係の更なる強化に向けて協力していきたい、本年のナレンドラ・モディ首相訪日を楽し
みにしている旨述べた。
（2）スワラージ外務大臣から、モディ首相から安倍総理大臣によろしく伝えてほしいとのメッセージをあずかっている、イ
ンドでは子供から大人まで良好な日印関係は安倍総理大臣とモディ首相のお陰であると考えている、日印は民主主義や法の
支配といった普遍的価値を共有している、インドの経済成長に対する日本の協力に感謝している、今回は日印外相間戦略対
話のため訪日し、河野大臣と有意義な議論を行った、本年のモディ首相訪日に向けて準備していきたい旨述べた。

8. イベント紹介
Japan-India Events
＝◇ 今後のイベント ◇＝
『ダンガル きっと、つよくなる』が 4 月 6 日（金）より全国公開されて
いる。規格外のキャラクター！規格外の感動！規格外の胸熱！に世界でも絶
賛に次ぐ絶賛で話題を呼び、インドの「いち家族」を描いた実話映画であり
ながら、全世界興行収入 340 億円を突破しインド映画の世界興収№１という
大ヒットを記録した。
『きっと、うまくいく』
『PK』のアーミル・カーン主演
作。
お隣の中国では、そのヒットが日本でもニュースとなった『君の名は。
』の
興収 96 億円に W スコア以上の差をつける 200 億円越えという驚異的大ヒッ
トを記録。歴代（除・英語）外国語映画興収ぶっちぎり№1 に。続いて公開
された香港でもインド映画歴代№1 を樹立するなど、その勢いは止まりませ
ん！この胸熱の感動作をぜひ劇場で！
【STORY】
レスリングを愛する男。生活のために選手として生きることはあきらめたが、道場で若手を指導しながら、い
つか息子を金メダリストにすることだけを夢見ていた。ところが、生まれたのは女の子。それから神頼みに始ま
りありとあらゆる産み分けを試すも、4 人連続の女児。すっかり意気消沈し、道場からも遠ざかっていたが、あ
る日、ケンカで男の子をボコボコにした長女・次女の格闘センスに希望を見出し、翌日からコーチとして二人を
鍛えはじめる。男物の服を着せ、髪を切り・・・一家は、町中の笑いものとなるが、外野のことは意に介さず、
ブレずに特訓に熱を込める父と、ささやかな抵抗を企て続ける娘たち。やがて、目覚しい才能を開花させた娘た
ちは・・・
監督・脚本：ニテーシュ・ティワーリー 出演：アーミル・カーン『きっと、うまくいく』『PK』、ザイラー・ワシーム、スハーニー・バトナーガル
配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン／ギャガ ©Aamir Khan Productions Private Limited and UTV Software Communications Limited 2016
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9. 新刊書紹介
Books Review
§『現代インド・フォーラム』2018 年春季号 No.37
日印協会会員に 4 月 2 日にメール配信致しました。
協会 HP には 4 月 9 日にアップ致しました。次の URL にてご覧いただけます。
https://www.japan-india.com/forum
1. 日印関係 ―更なる高みへ―

平松 賢司（駐インド日本国特命全権大使）

2. 現代インドの宗教性とシャンカラ派の信仰 澤井 義次
（天理大学 宗教学科教授）
3. ヒンドゥー聖地における宗教対立と共生

宮本 久義（東洋大学大学院 客員教授）

§『犠牲者 120 万人 祖国を中国に奪われたチベット人が語る 侵略に気づいていない日本人』
著者：ぺマ・ギャルポ
発行：ハート出版
価格：本体 1,600 円＋税

ISBN 978-4-8024-0046-6

本書はタイトルそのまま、能天気な日本人に強い警鐘を鳴らしている。著者は
12 歳で祖国を追われ来日 52 年、中国に侵略された祖国・チベットに愛郷の思い
を馳せ、チベット民族の未来を憂いつつ、第二の祖国・日本への愛国と憂国の心
情を吐露し、何を為すべきかを日本人一人ひとりに問うている。
著者は前著「日本・インドの戦略包囲網で憤死する中国」
（本誌 2016 年 8 月号：
113－No .6 でも紹介）で、中国専門家の石平氏との対談の中で、日本人が常識と
して知っておくべき「寛容の精神に基づく世界最大の民主主義国家・インド」と
「人権弾圧・言論統制の覇権主義的独裁国家・中国」の比較において、日本人が
もっとインドを正当に評価することの重要性を訴えている。著者は当協会役員の一人だが、その歴史学や地政学
の知識に加えて自らの経験に基づいた卓見に教えられることが多々ある。
中華人民共和国（中国）成立の 1949 年 10 月直後に、チベット侵略の巧妙な計画が始まった。1950 年 1 月に
「人民解放軍の基本的課題は、本年中にチベットを帝国主義者の手から“解放”することである」と宣言、帝国
主義者の姿も見えないチベット内に人民解放軍が大挙して侵入してきた。1951 年 5 月、事態を解決しようと派
遣されたチベット代表団に、中国側はあらかじめ用意していた「十七か条協定」を武力の脅しで押し付け、その
協定内容（例えば、自治権の尊重、宗教信仰の自由、チベット民族の言語・教育の発展等々）はことごとく破ら
れるどころか、チベット人にとって真逆の政策が推し進められ、ダライ・ラマ法王も国外に逃れざるを得なかっ
た。最初から守るつもりもない欺瞞的な協定で、
「侵略を解放」と強弁する中国の歴史捏造は常套手段であり、暴
虐非道な“覇道”は今もますます巧妙かつ残酷に行われている。
17 世紀以降、仏教国チベットは西欧の侵略を遮断するために鎖国政策を敷き独自の文明を築いてきたが、平和
主義だけでは国は守れなかった。中国の侵入が過酷さを増す中、1950 年代末に独立維持のために国連加盟を模索
したこともあったが、
「国連は本質的にキリスト教国の組織である」という一部の高僧の声に掻き消された。
「チ
ベットは国内の団結力が弱く、国際感覚のない一国平和主義、外交の不手際もあり、強大な武力の前に抵抗する
術もなく、平和を祈る人々が無慈悲に大量殺害され、120 万人も犠牲になった」
。このような経験があるチベット
人の著者の、
「日本人よ、中国の属国になってもいいのか？」という問いと、だから「日本人には絶対に同じ悲劇
を繰り返してほしくはない」という強い心情を真剣に受け止めたい。
著者が本書に盛り込んだ様々な“思い”
、ユーモア溢れる日本での原体験と文化比較（泣けて笑える）
、中国の
覇道に対する憤慨・怒り、戦前・戦中の日本とインドの関係、戦後日本の精神文化の変容と守るべき日本社会の
伝統的価値等々、すべて傾聴すべき内容である。

（文責：日印協会参与 宮原豊）
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10. 掲示板
Notice
〈次回の『月刊インド』の発送日〉
次回発送は、2018 年 5 月 18 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> 「世界で最も洗練された、野心的なビッグデータプロジェクトの一つ」と言わるアーダール（Aadhaar）プロ
ジェクトは、簡単に言うと、インド国内居住者（外国人の場合は、過去 12 か月に 182 日以上滞在している個人）のための「マ
イナンバー制度」だが、2017 年時点で、10 億人以上が登録されているとんでもない規模の管理システムと言える。この制度
を管理するインド固有識別番号庁（UIDAI: The Unique Identification Authority of India）は、2009 年にインド政府により
設立され、インドの大手 IT・サービス企業であるインフォシスの共同創業者、ナンダン・ニレカニ氏が初代会長を務めプロジ
ェクトのグランドデザインを設計した。このプロジェクトは、アメリカのソフトウェア会社である MapR テクノロジー社のシ
ステムを使用している。アーダール制度は、インドに居住する全ての人を対象に、12 桁の数字を発行し管理するというものだ
が、日本のマイナンバー制度との大きな違いは、これが生体認証機能も果たすということだ。アーダールに登録されるには、
登録センターに行き、顔写真、両手の指紋、虹彩を撮る。登録される必須事項は、名前、誕生日（年齢）
、性別、住所、携帯電
話番号。銀行の口座や携帯電話の新規開設・維持、運転免許証の保持に必須となるなど、インドに住む日本人にとっても、な
くては困るものになっている。この制度の設立に当たりインド政府は、管理効率を上げることでコストを大幅に減らし、福祉
の不正受給をなくしながら、必要な人に漏れなく受給させることを目的とした。しかし現実には、ネットワークアクセスの地
域差が激しく、登録すらろくにできないこともある。さらには、
（政府は持っていなくても支給するように指示はしているが）
アーダールカードを持っていないがゆえに食糧配給を拒否されたり、データの入力ミスにより年金が受け取れなかったり、一
部の情報が流出するなど、有益性も認められる反面、問題は山積している。アーダール番号が必要なサービスは 61 種類にも
及び、そのうちの 10 種類程度が福祉関連分野である。ここまで多くの社会活動にアーダールカードが必要になる状況から、
持っている人といない人との間の障壁は広まる一方である。
インフラが不十分な現状もあり、
「不適切な技術」
との声もあるが、
今後、
「世界で最も洗練された、野心的なビッグデータプロジェクト」の行く末に目が離せない。ちなみに、日本在住の編集子
の友人は、アーダール番号の発行を拒否されたせいで、インド人なのにも関わらず「インドで銀行口座が開けない」と泣き寝
入り状態。現状は切迫している…

(玉岡 善美)

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)
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