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1. ワドワ大使歓迎レセプション
Reception to Welcome H.E.Ambassador Wadhwa
9 月 4 日(火)12:00 から永田町の憲政記念館で、8 月初旬に
着任された新駐日インド大使 ディーパ ゴパラン ワドワ閣下
歓迎レセプションを日印協会の主催で開催しました。参加者
は、当初の想定を大きく超え、政官財界そして文化関係でイ
ンドとの係わりが深い方々など、総勢で 250 名の方々をお迎
えし、極めて盛況裡に開催することができました。
レセプションは、
平林理事長の司会･進行で進められ、
まず、
森 喜朗当協会会長(元総理)から、先の赴任先の酷暑の国、中
東のカタールから日本にこられたワドワ大使への心から歓迎
の意を表するとともに、大使の任期中、日印協会としてもワドワ大使のご協力の下で、すでにして良好で
建設的な日印関係の更なる発展に尽力したい旨述べました。また、夫君が在タイのインド大使であること
を紹介し、夫君ともども日本での滞在を享受していただくことを祈りますと付言しました。
次いで、日印友好議員連盟を代表して、福田 康夫会長(元総理)が歓迎の意を述べられ、日本の政治状況
がどのように変わっても議員連盟としては日印関係の発展に引続き努力する旨、
力強い祝辞を頂きました。
最後に、坂根 正弘当協会副会長(小松製作所取締役会長、経団連副会長)が乾杯の音頭を取り、インドに
進出した日本企業の一社として今後も、インドからの輸出拡大を含めインド経済の発展に貢献したい旨の
熱のこもったメッセージを述べられた後、ワドワ大使のご着任を祝して一同で乾杯をしました。
ワドワ大使よりは、｢このような
盛大な歓迎レセプションはかつて
経験したことのないものであり、
心から感謝申し上げます。日印国
交樹立60周年という記念すべき年
に着任したことは光栄であり、ま
だ来日して１ヶ月にも満たないが、
日本人の親切さ、温かさに大いに感激しています。これだけ大勢の各界要人の方々にご出席いただいたの
は、日印関係の力強さと日印協会の重さの顕著な表れです。任期中は緊密で友好的な現在の日印関係をさ
らに発展させたいので、御協力を頂ければ幸甚です｣と抱負を述べられ、参列者の喝采を受けられました。
なお、インド大使館からはワドワ大使のほか、パンダ首席公使、クマール公使(メディア)、クリシュナ
参事官(政治)、シヴァジ参事官(科学技術)、ワリア防衛駐在官、ナラング一等書記官(領事･政治)、シン二
等書記官(文化･広報)、ナイク三等書記官が参列された。
日印協会より、
岡 素之副会長(住友商事相談役)、
山田 隆持副会長(NTTドコモ取締役相談役)ほか評議員、
理事、顧問、法人会員および個人会員の方々が出席し、また、庄田 隆日本経団連･南アジア委員会委員長(第
一三共会長)、別所浩郎外務審議官等の政府および政府関係機関の幹部、財界代表などの来賓も多数お見え
になられた。
<記事中の写真撮影: 佐伯健三氏>
<ディーパ･ゴパラン･ワドワ大使略歴>
大使は 1979 年インド外務省に入省。北京には 2 回の駐在、中国語が堪能。80 年代後半にはインド外務省
のパキスタン･デスク。また多国籍機関における豊富な経験があり、国連機関では人権、非武装化、環境･
社会問題を担当。2001 年、国際労働機関(ILO)傘下の児童労働撲滅計画(PEC)のニューデリー事務所長。大
使は香港、ジュネーブ、ハーグにも駐在。インド外務省国連経済社会局局長を経て、駐スウェーデン、ラ
トビア大使に、来日前は駐カタール国に初めての女性大使として勤務。今回駐日大使として着任。大使の
ご主人も、インド外務省に在籍し現在駐タイ王国インド大使としてご活躍中。
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2. 日印国交樹立60 周年記念 ｢インドフェア｣に出席して
“INDIA FAIR” at Hamamatsu,Nagoya and Chiryu
公益財団法人 日印協会
理事長 平林 博 / 常務理事 原 佑二 / 事務局長 青山 鑛一
日印国交 60 周年を記念して、在日インド大使館及び印日商工会議所(比良竜虎会頭)は、｢インドフェア｣
を、7 月 29～30 日に浜松、8 月 17～19 日に名古屋、8 月 26～28 日に知立において開催した。10 月 13～14
日には横浜の山下公園でも開催される予定である。
この｢インドフェア｣は、インド及び日印関係についての 270 枚を超えるカラフルで魅力的なパネルによ
るインドの解説、インドの踊りや歌の舞台、インド物産展とインド料理店などからなる総合的なインド紹
介行事である。
第 1 回は、インドとゆかりの深いスズキ自動車の本社所在地である浜松で開催された。7 月 29 日の開会
式には、同社の鈴木修会長はもとより、川勝平太･静岡県知事、鈴木康友･浜松市長、御室健一郎･浜松商工
会議所会頭など地元の有力者のほか、新大使着任までインド大使館を
指揮するサンジャイ･パンダ臨時代理大使や当協会の平林博理事長など
が出席した。会場は、浜松駅前のクラウンパレス浜松。ホテル 1 階の
正面ロビーには、福をよぶガネーシャ像が飾られ、開会式はその前で
の厳粛なプージャ(ヒンズー教の儀式)で始まった。パンダ臨時代理大
使および川勝知事が祝辞を読み上げ、次いで、鈴木修会長および平林
理事長が、祭壇前のランプに点火した。最後に、比良会頭が謝辞を述
べて儀式は終了した。その後、主催者と来賓は一般の来客とともに、2
階の会場に臨み、写真展を巡り、インド舞踊を鑑賞し、インド物産展 <ガネーシャ神の前で挨拶される
パンダ臨時代理大使 於浜松>
出品者を激励した後、出店していたインド料理の昼食を取った。
とくに印象深かったのは、パネルであった。インドの政治、経済、歴史、地理、文化、宗教、各州の特
徴などインドのすべてを、写真や絵、それを解説した説明文が付された 270 枚を超える華麗な力作パネル
だ。短時間で見るのには惜しいもので、このパネル集を他の行事でも展示したり、本にすることが望まし
いと感じた。日印関係の歴史については、日印協会所蔵の写真の中から、3 月にニューデリーとチェンナ
イで開催した写真展と同じものを同じようなパネルにして展示して頂いた。
なお、前日には、比良竜虎会頭や鈴木修会長など、上記の主催者や来賓が夕食会に集い、日印国交 60
周年を祝いながら懇親した。
名古屋において、青山事務局長は比良竜虎氏と懇談したが、同氏のお話は大変印象的であった。比良氏
の一連の展示パネルに馳せる思いは、第三者にははかり知ることができない非常に奥深いものであると、
強く感じた。我々一般人にとっては単なるパネルに過ぎないが、氏にとって
は、信仰の対象なのだ。強い思い入れがあるために、これだけのインドに関
する総合的で立派なパネル集ができたのであり、その裏には敬虔な宗教心が
あるのだということを感じた一日であった。
知立会場には、原常務理事が参加、開会式には大村秀彰･愛知県知事や、林
知郁夫･知立市長など多数の地元の来賓が出席した。
会場のグランパレス知立
は市の中心部にある最大級の施設で、3 日間の会期には予想をはるかに超え
<↑展示に見入る参加者
る多くの市民が来場した。
知立の地名をご存じない方も少なくないと思うが、
於 名古屋
トヨタ自動車発祥の豊田市の隣に位置し、日本の物造りを支える自動車及び
↓展示された協会所蔵の写真
於 知立>
その関連産業が展開している。そしてインド市場に長年取り組んでいるトヨ
タ、デンソーなどの関係者が多いことから、一般市民のインドへの関心も高
かったのだと思われる。
今回の上記 3 か所の｢インドフェア｣を通じて、東海、中京地区での一般市
民の方々のインドに対する関心や、インドの社会、文化、そして歴史に対す
る理解がさらに高まったことと思う。
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3. インドニュース(2012 年 7-8 月)
News from India
Report from the Board＝◆
ofニュース
Directors
& Council of Trustees
7 月 ◆＝
Ⅰ. 内政
7月6日
 インド中央調査局が、
ムンバイ地方裁判所に対して、
アダルシュ･ハウジング疑惑に関する報告書を提出。
インド各紙報道によれば、アショーク･チャヴァン前マハラーシュトラ州首相含む政治家、政府関係者
及び退役軍人等 13 名が起訴された。 チャヴァン前首相は、自身の政治ライバルによる陰謀である旨述
べている。
メモ：
アダルシュ･ハウジング疑惑とは、1999 年のパキスタンとのカシミールでのカルギル紛争において戦死した元兵
士の遺族のために建設が計画されたマンションについて、規制により 6 階建てとされていたものが 31 階建てとし
て完成した上、本来の入居対象者でない者に優先的に割り当てられていることが判明、当時のマハラーシュトラ
州歳入大臣であったチャヴァン前同州首相により計画が変更され、同割当てにはチャヴァン前州首相他州政府
関係者等の要人が関与されたと報じられているスキャンダルである。
7 月 7 日、12 日
 インド人民党(BJP)は、ゴウダ･カルナータカ州首相を退任させ、シェッター農村開発大臣を新たに州首
相に就任させることを決定。これを受け、12 日に同州首相就任宣誓が行われ、シェッター氏が州首相
に就任した他、閣僚 32 名が就任の宣誓を行った。
メモ：
シェッター同州首相は、カルナータカ州 BJP の最大派閥のイェドラッパ派(リンガーヤット･カースト中心)に所属。
7 月 14 日
 3 日の選挙管理委員会による副大統領選挙の日程発表(投票･開票日共に 8 月 7 日)を受け、ソニア･ガン
ディー･コングレス党総裁は、統一進歩連盟(UPA)として、現職のアンサリ副大統領の立候補を支持する
旨発表し、18 日にアンサリ副大統領が立候補届けを提出。なお、野党インド人民党は 16 日にジャスワ
ント･シン元外務大臣の立候補を支持する旨発表。
メモ：
副大統領選挙では、上下両院の国会議員が選挙人となる。
その後 8 月 7 日、上下両院での選挙で、アンサリ候補 490 票対シン候補 238 票で、アンサリ副大統領が再任さ
れた。
7 月 17 日
 ママータ･バナジー全インド草の根コングレス党(TMC)党首が、大統領選においてムカジー前財務大臣を
支持する旨発表。
メモ：
バナジーTMC 党首は、棄権投票により、TMC の票が無駄になることを防ぐためと説明しているが、党として棄権
した場合に、同党の分裂が深刻化する恐れがあったことが、今回のムカジー大統領支持に回った背景と言われ
ている。ムカジー大統領は、バナジー党首と同様の西ベンガル州出身であり、二人の関係は複雑。
また、バナジー党首は、連邦政府において UPA 所属政党としてコングレス党に協力するが、西ベンガル州にお
いてコングレス党と必ずしも協力しないつもりであることを発表。
7 月 20 日～
 アッサム州西部で発生したボド民族とベンガル系イスラム教徒との間での民族間衝突が、他地域にも拡
大。州政府発表によれば、死者は 40 名に達し、コクラジハル、チラング、ドゥブリ郡の 400 の村から
約 17 万人の住民が 128 の避難キャンプに避難したとされている。
4 名のボド民族が殺害されたことが、
衝突のきっかけとされている。ゴゴイ同州首相は、25 日、新たな殺害行為は発生しないが、パニック
の拡散により避難する住民の数が増加しており、冷静な対応を呼びかけた。
メモ：
ボド民族は、アッサム州の人口の約 10％を占める先住民族であり、1980 年代後半以降自治を求めた運動を活
発化させている。また、アッサム州では、イギリス植民地政策に端を発している他州からの移民の問題が、政治
的な問題となっており、ボド民族と、ベンガル系のイスラム教徒との間でも、土地問題を巡り衝突が散発的に続
いている。
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7 月 22 日
 選挙管理官が、プラナーブ･ムカジー前財務大臣の大統領選出を発表。選挙管理委員会の発表によれば、
有効投票 1,029,750 票のうち、ムカジー前財務大臣は 713,763 票(69.3%)、サングマ元下院議員議長は
315,987 票(30.9%)を獲得。
 ヒンドゥー紙は、ムラーヤム･シン社会主義党(SP)党首が、シン首相に宛てた書簡において、小売り分野
での海外直接投資(FDI)の開放を認めないよう求めた旨報じている。同書簡には、シン党首のみならず、
カラート･インド共産党(マルクス主義派)党首、革命主義党(RSP)、民族ジャナタ･ダル党、前衛党(AIFB)
も連名で署名をしている。
7 月 25 日
 最高裁判所長官の立ち会いの下での宣誓に続いて、
国会議事堂においてムカジー大統領の就任式を実施。
就任演説においては、貧困撲滅、宗教･社会的調和やテロとの戦いを重視することに言及した。
7 月 29 日
 西ベンガル州ダージリン県のゴルカランド行政政府(Gorkhaland Territorial Administration; GTA)の
選挙が実施され、全 45 議席のうち、17 議席について投票が行われた。(8 月 2 日の開票結果によれば、
GJM が 45 議席を獲得)
メモ：
ゴルカランド問題とは、西ベンガル州ダージリン県における多数派住民であるネパール系住民を主体とした西ベ
ンガル州からの州の分離要求。ゴルカ民族解放戦線を中心に 1986 年頃から運動が活発化。その後停滞してい
たが、2008 年のＧＪＭの発足、2011 年には、州政府との合意によりＧＴＡが設立された。同選挙に於けるＧＪＭの
圧勝の背景には、全インド草の根コングレス党(ＴＭＣ)及びインド共産党マルクス主義派(ＣＰＩ－Ｍ)が、候補者を
取り下げたことも要因にある。
7 月 31 日
 ムカジー大統領が、P.チダンバラム内務大臣の財務大臣就任及びスシル･クマール･シンデ電力大臣の内
務大臣就任を発表。また、電力大臣は、M.ヴィーラッパ･モイリー企業大臣が兼務することとなった。
メモ：
チダンバラム大臣は、2008 年のムンバイ･テロ事件以降、内務大臣を務めていた。ヒンドゥー紙等インド報道に
よれば、インド経済が停滞し、税制等を理由に外国からの投資がインドを回避する中で、シン首相として、これら
の問題を解決するのにチダンバラム大臣が最適であると判断したと言われている。また、シンデ電力大臣の就
任は、民族主義会議派(ＮＣＰ)のパワル党首がＵＰＡ政権からの脱退を匂わせたことに対し、コングレス党として
同党を懐柔しない態度の現れと報じている。

Ⅱ. 経済
7月4日
 通信･IT 省通信局(DoT)は、携帯電話の周波数オークションに関するガイドラインを発表。
メモ：
インド最高裁は、2 月、第 2 世代携帯電話に関する周波数オークションの不正疑惑との関係で、免許等取り消し
の判断を下し、8 月中にオークションを実施するよう指示をしている。
7月5日
 エコノミック･タイムス紙は、インド政府が、全国民にジェネリック医薬品を無料で提供する新制度を計
画中である旨報じている。同制度の下では、公共の医療機関の医師から患者に対して配布されることに
なる。2012 年度末から一部機関での提供を開始され、2 年以内には全国に導入される予定。
7月6日
 アルワリヤ国家計画委員会副委員長は、
現在策定中の第 12 次 5 か年計画(2012 年度～2016 年度 9 に平均
経済成長率の目標値を現在の 9.0%から 8.0～8.5%に下方修正することを検討している旨発言。
7 月 10 日
 タイムス･オブ･インディア紙他は、神戸製鋼とインド鉄鋼会社 SAIL(Steel Authority of India Limited)
は、東京において、西ベンガル州ドゥルガプルに 50 万トン規模の粒状鉄製造工場を建設する事業に関
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する最終合意書に署名したことを報じている。
同工場には、
今後150億ルピーの投資が見込まれている。
7 月 12 日
 インド政府は、5 月の工業生産指数が前年同月比 2.4%増で着地したことを発表。製造業 22 部門のうち、
12 部門がプラス成長を示すも、電子機器の成長は 28.6%減。用途別では、消費財全体の成長率は 4.3%
増であるも、企業の設備動向を示す資本財は 7.7%減となった。
7 月 14 日
 インド商工省は、6 月の貿易額(暫定値)を発表。輸出は 250.7 億ドル(前年同月比 5.45%減)、輸入は 353.7
億ドル(前年同月比 13.46%減)となり、103 億ドルの貿易赤字。インド報道によれば、ラオ商務次官は、
2 ヶ月続いての輸出パフォーマンスの低迷について言及の上、外国貿易政策において発表された施策の
効果が 2～3 ヶ月で現れ、繊維、革製品、既製服等で輸出に拍車がかかることを期待している旨述べた。
7 月 16 日
 インド政府は、6 月の卸売物価指数(WPI)が前年同月比 7.25%増となったことを発表。
7 月 18 日
 インド各紙は、午後 7 時頃、ハリヤナ州マネサールに所在するマルチ･スズキ社工場において、多数の労
働者が事務所内に乱入し、管理者に対して暴行を加えるとともに、器物を損壊させるなどし、更に事務
所に放火し、死者 1 名を含む約 90 名以上が負傷し、46 名が病院に搬送された旨報道。
メモ：
インド各紙報道によれば、18 日の暴動は、当日朝の体操･朝礼に対する労働者側の不満に端を発した監督者と
の間のいざこざと関連しており、暴力行為を行い処分を受けた労働者の処分の撤回を求め、組合側が工場の門
を封鎖したことが契機とされている。その後、ハリヤナ州政府は、今回の暴動に関与されたとされる労働者約
100 名を検挙(主犯格数名は逃走中との報道がある)。また、マルチ･スズキ社は、暴動の関係者が逮捕され、労
働者の安全が確保されるまで工場の操業を停止。同工場の操業停止にともない、付近の下請け業者にも影響
が出ている。
7 月 18 日
 ヒンドゥー紙は、
インドの 2011～2012 年の穀物全体の収量は過去最高の 2 億 5,744 万トンとなった旨報
道。
7 月 20 日
 インド準備銀行(RBI)は、優先分野への貸出規制ガイドラインの修正を発表。
メモ：
修正前の貸出規制においては、国内外の銀行に対して、農業や零細中小企業等の個別の優先分野への貸出及
び優先分野全体への貸出しが銀行の総貸出額の一定割合(40%(外国銀行については 32%))を占めることが求め
られていた。今回の修正により、支店数が 20 以上の外国銀行に対しては、13 年 4 月 1 日から最大 5 年間で段
階的に 32%から 40%への引き上げ、支店数が 20 以下の外国銀行に対しては、個別の優先分やの貸出規制が撤
廃された。また、今回の修正により、食品･農産品加工部門、太陽光等の再生可能エネルギー装置設置のため
の個人貸出等も優先分野に含まれることとなった。
7 月 24 日
 ビジネス･ライン紙他は、インド政府は、計 14 件、総額 158.4 億ルピーの海外直接投資(FDI)案件の承認
を発表。アパレル卸売り業者である ZARA によるシングル･ブランド小売業の合弁会社設立に伴う出資案
件を含む 7 件が却下され、15 件が持ち越しとなった旨報道。
7 月 30 日
 ヒンドゥー紙他によれば、午前 2 時 30 分から 14～15 時間にわたり、インド北部の送電線からの送電が
停止されたことを受け、北部の主要発電所における発電が停止、インド北部の 8 州の広範囲にわたって
停電が発生。デリー･メトロや長距離列車の不通、信号停止に伴う渋滞等が発生。
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7 月 31 日
 ヒンドゥー紙他によれば、午後 1 時 30 分から、8 時間以上にわたり、30 日に停電の影響を受けた 8 州に
加え、西ベンガル州、オリッサ州や北東部諸州を含む広範囲において停電が発生し、約 6 億人が影響を
受けた。西ベンガル州及びジャールカンド州では、坑員が炭鉱内に数時間閉じ込められた。

Ⅲ. 外交
7月1日
 1 日付スリランカ紙は、6 月 29 日からスリランカを訪問中のメノン国家安全保障補佐官は、ラージャパ
クサ大統領、バジル･ラージャパクサ経済開発大臣、ゴタバヤ･ラージャパクサ国防次官、サンパンタン
TNA 議員団長と会談し、最近のスリランカ情勢、二国間関係、共通の懸念事項について協議するととも
に、スリランカ政府から、政治的和解･解決についての説明を受けた旨報じている。
7 月 2～3 日
 クリシュナ外相がタジキスタンを訪問し、両国関係について協議。
7 月 4～5 日
 ジラーニ･パキスタン外務次官がインドを訪問し、マタイ印外務次官との間で外務次官級協議を開催。両
次官は、信頼醸成措置(CBMs)を含む平和と安全、ジャンムー･カシミール、友好交流の促進に関する協
議を実施。
メモ：
5 日に発出された共同声明によれば、両次官は、核及び通常兵器の信頼醸成措置(ＤＢＭｓ)の実施状況のレビュ
ー、テロ根絶のための強いコミットメント、ジャンムー･カシミールについて意見の一致点を作り出すことを通じて
平和的解決を見いだすための前向きな継続協議、管理ライン(ＬｏＣ)を越えた貿易･人の移動の合理化のため作
業部会の開催の決定、人的交流の拡大、本年 9 月に予定される外相会談に向け、次回協議をイスラマバードで
の開催等について確認した。
7月8日
 クリシュナ外相が、アフガニスタンに関する東京会合出席のために訪日。
7 月 11～12 日
 クリシュナ外相が、第 10 回インド ASEAN 閣僚会合、東アジアサミット(EAS)及び ASEAN 地域フォーラム
(ARF)に出席するためカンボジアを訪問し、ASEAN 諸国との関係強化について協議。
7 月 10～12 日
 リーシェンロン･シンガポール首相が、インド政府招待により、国会議長、教育大臣等を伴いインドを訪
問し、パティル大統領、アンサリ副大統領、及びシン首相と会談を行った他、ビジネス･イベントへの
参加、両国の職業教育に関する協力覚書の署名に立ち会った。
7 月 16～17 日
 ロゴジン･ロシア副首相が訪日。クリシュナ外相と共同議長を務める｢貿易･経済･科学･技術･文化協力に
関するロシア･インド政府間委員会｣に参加。
7 月 27 日
 インドを訪問中のマルティ･インドネシア外相が、クリシュナ外相との間で、第 4 回合同委員会を開催。
メモ：
同委員会後にクリシュナ外相が記者会見を実施。同記者会見において特筆すべき点は以下のとおり。
･両国は、前回合同委員会及び 2011 年 1 月のユドヨノ大統領訪印の際に調印された事項のレビューを実施し、両
国関係を更に高いレベルに引き上げるために必要な分野を特定。
･インドとインドネシアは、2005 年に戦略的パートナーとなることに合意し、インドネシアは、インドの「ルック･イー
スト政策」における重要なパートナー。
･両国間の貿易は急速に拡大しており、現在は 200 億米ドルの水準に達した。インドの対インドネシア投資は拡
大しており、エネルギー、石油･ガス、海洋･漁業、科学技術、教育、文化、防衛、テロ対策等を含む様々な分野
で協力。
また、本年 12 月には、インド･ＡＳＥＡＮ首脳会談に出席するためユドヨノ大統領がインドを訪問する予定。
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Ⅳ. 日印関係
7月9日
 訪日中のクリシュナ外相は、玄葉外務大臣との会談において、両外相は、日印関係が、政治、安全保障、
経済等多くの分野で協力が進展していることを確認し、本年後半に予定されているシン首相の訪日に向
け、更に努力を加速化していくことで一致。
7 月 23～27 日
 モディ･グジャラート州首相が、日本政府の招待で、同州ビジネス関係者と共に訪日。岡田副総理、玄葉
外務大臣、枝野経済産業大臣、羽田国土交通大臣等への表敬を行い、日本と同州との関係強化等につい
て意見交換をおこなった他、JETRO 主催の同州投資セミナーに出席。また、浜松、名古屋、神戸及び大
阪を訪問した。
メモ：
岡田副総理への表敬において、モディ州首相からは、同州が進めている日本の文化を取り入れたタウンシップ
開発や太陽光発電プロジェクト、来年 1 月にグジャラート州開催予定のビジネス･イベント等について紹介があ
り、また、仏教に注目した観光促進や、日本語教育の強化を行うことにより、日本と同州との交流を更に活発化
することができる旨述べた。

今月の注目点：インドの大停電
30 日及び 31 日の 2 日間にわたり、インド北部及び東部の 21 州及び 2 連邦直轄地において、長
時間にわたる停電が発生した。インド電力省等関係部局は、明確な原因を把握しておらず、31 日に
就任したシンデ電力大臣は、原因究明を指示。インド各紙報道によれば、原因は、ウッタル･プラデ
ーシュ州、
パンジャーブ州、
ハリヤナ州及びラージャスタン州への電力供給が急増したことを受けて、
危険回避のために送電が自動的に停止されたことが原因とのようである、としている。特に、今期モ
ンスーンの降雨量不足による灌漑用電力供給や、エアコン使用料の増加、工業団地等への送電のため
に、電力需要が急増したことが、背景にあると見られている。
各州への電力供給については、州同士で調整のないまま需要に応じて電力を引き込んでいる現状にに
ついて懸念する声は以前から存在している。今回の停電に先立っても、関係の州に対して電力供給の
抑制についての警告の通達を出していたが、送付された州において何らの対応も取られていなかった
ということである。この点について、ヒンドゥー紙では、インドの電力需給ギャップに対応するため
には、短･中期的に州の間での電力供給の抑制や融通等の調整メカニズムを設立させること、長期的
に、州レベルで、発電能力増強のために、発電設備投資のための資金調達や民間投資を促すための投
資環境整備を行うことが必要と指摘している。
インド経済が低迷し、
「魔法」を失いかけているとも言われる中で、マルチ･スズキ社での暴力事件や、
今回の大停電は、インドに投資を考える外国投資家･企業にとって、インドへの投資を控える更なる
マイナス要因となる可能性もあり、外国からの投資を期待するインド政府の対応が注視される。
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＝◆ ニュース 8 月 ◆＝
Ⅰ. 内政
8月7日
 副大統領選挙管理官は、アンサリ副大統領が次期副大統領に選出された旨発表。ジャスワント･シン候
補が 238 票、アンサリ候補が 490 票と選出に必要となる過半数を獲得した。11 日、大統領官邸におい
てアンサリ副大統領の就任式が開催された。なお、インド憲法第 64 条により、同大統領は上院議長を
兼任する。
メモ:
アンサリ副大統領は、1937 年生まれの 75 歳。1961 年にインド外務省に入省。駐サウジアラビア大使を務めた後、
国家安全保障諮問委員会委員等を経て 2007 年に副大統領に就任している。2 期目。
8月8日
 モンスーン国会開幕(8 月 8 日～9 月 7 日)。ヒンドゥー紙によれば、シン首相は、全ての政党が今期国
会での円滑な審議の進行のために協力することを期待する旨発言した。
8月9日
 9 日付ヒンドゥー紙他は、開幕した国会において、アドバニ下院野党筆頭(元インド人民党党首)が、第
二期 UPA 政権の成立が違法である旨発言し、ソニア･ガンディー･コングレス党党首ら与党の強い反発を
受けた旨報じている。後に、アドバニ筆頭は、第二期と発言したのは誤りであり、第一期政権時の米イ
ンド原子力協力協定を巡るシン首相の信任投票を意図していたとして、発言を撤回した。
8 月 11 日
 12 日及び 13 日付けのタイムス･オブ･インディア紙他は、11 日の午後、ムンバイ南部のアーザード公園
において、
アッサム州等で発生したイスラム教徒に対する暴力行為に対する抗議集会に参加した参加者
の一部が暴徒化、鎮圧しようとする警察との間で暴動事件となり、2 名が死亡、警察官含む 55 名が負
傷、警察･メディア関係者の車両や、私用車等が放火や投石の被害を受けた旨報じている。
8 月 12 日
 ロンドンオリンピック閉幕。インド各紙報道によれば、インドは銀メダル 2 個、銅メダル 4 個と計 6 個
のメダルを獲得。メダル獲得数では、これまでのオリンピックで最大となっている。
メモ:
インドのメダル獲得者は以下のとおり。
20 日には、大統領官邸において、ムカジー大統領による式典が開催された。
ガガン･ナラン：銅メダル(射撃)
ビジャイ･クマール：銀メダル(射撃)
サニア･ネワル：銅メダル(バトミントン)
メアリー･コン：銅メダル(ボクシング)
スシル･クマール：銀メダル(レスリング)
ヨゲーシュワル･ダッタ：銅メダル(レスリング)
8 月 13 日
 ヒンドゥー紙他によれば、ヨガ指導者のラームデーブ師が数千人とも言われる支援者と共に、コングレ
ス党のブラックマネー及び汚職撲滅の戦いを呼びかけるデモ行進の途中で警察に身柄を拘束。6 時間後
に釈放されるも、デリー市内のアンベードカル･スタジアムにおいてハンガー･ストライキを開始し、14
日には、ガドカリ･インド人民党党首、シャラド･ヤーダブ･ジャナタダル党党首、スワミ･ジャナタ党リ
ーダー他2014年の総選挙をにらんだ野党のリーダーが会場を訪れ、
同師のハンストを支持する旨表明。
8 月 14 日
 ヒンドゥスタン･タイムス他インド各紙によれば、肝臓がんのため入院していたデシュムク前科学技術･
地球科学･中小企業大臣が入院先の病院で死亡。同人の入院に伴い、8 月 10 日から、ラヴィ海外居住イ
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ンド人関係大臣がデシュムク前大臣の任務を兼務している。デシュムク前大臣は、マハラーシュトラ州
首相を2期努めた他、
2011年から科学技術･地球科学大臣、
2012年から中小零細企業大臣を務めていた。
8 月 15 日
 独立記念日に際して、シン首相が、レッドフォートにおいて演説を実施。
メモ:
演説において、シン首相は、以下の点について言及。
インド経済成長の加速化、新たな投資を呼び込むための措置の重要性、マハートマ･ガンディー農村開発法にお
ける農村の雇用促進の経過報告、全世帯の電化のためのラジーブ･ガンディー農村電化スキームの経過報告、6
～14 歳の全ての児童の就学達成、教育の質の改善の必要性、技能開発スキームの実施、インフラ整備促進とそ
のための投資拡大措置の重要性、農村世帯含む全ての世帯の銀行口座開設の取り組み、年金、奨学金、労働賃
金等について政府から対象者銀行口座に直接振り込めるシステムの開発計画、アッサム州で発生した暴動事件
に対する対応と同様の事件の回避のための政府の対応、アグニＶミサイル実験及びＲＩＳＡＴＩ衛星打ち上げの成功
及び火星軌道計画の内閣による承認と、ロークパル法案･ローカユクタ法案の上院での法案通過の期待を表明し
た。
8 月 17 日
 18 日付ヒンドゥー紙によれば、石炭鉱区の採掘権割当てに関する会計検査官の報告書が国会に提出され
た。同報告書は、当時の石炭省次官が競争入札を提案したにも関わらず、随意契約が締結され、結果
2004 年～09 年に 1 兆 8,400 ルピーの損失が出たことを指摘。シン首相は 2006 年～09 年の間に石炭大
臣を兼務していたことから、シン首相及び首相府の関与も指摘されている。
メモ:
会計検査官の報告書において指摘されている主な問題点は以下のとおり(ヒンドゥー紙他報道とりまとめ)。
なお、本件石炭鉱区の割当てを受けたのは、アニル･アンバニ氏が所有するリライアンス･パワー･リミッティッド(Ｒ
ＰＬ)。
･2004 年～06 年の 2 年間関係各省との意見交換の結果、2006～09 年の間にシン首相が石炭大臣を兼務していた
時期に、石炭次官や法務次官が競争入札を強く押したにも関わらず、競争入札のプロセスに至らず随意契約が
結ばれた。2006 年には、法務省が法改正又は行政指導により競争入札実施が可能であるとの見方を示したにも
関わらず首相府が、本件は石炭大臣の政策決定事項であるとして、競争入札の決定を遅らせた疑いもある。
･ＲＰＬに対して 2,900 億ルピー相当の過度の便宜を供与した疑いがあること。
･年間 1,600 万トンの石炭を必要とする計画に対して 3 つの鉱区が割り当てられたが、2007 年にマッディヤ･プラデ
ーシュ州首相からの求めに応じて、2008 年にＲＰＬが余剰石炭を他の計画に使用することを推薦することを関係
閣僚が決定。また 3 つの鉱区割当てについて、2 つの鉱区では不十分であるとしたシン首相の判断について、理
由が不明。
8 月 20 日
 エコノミックス･タイムス紙他は、インド全国の北東部諸州出身者に対するイスラム教徒への感情をあ
おり立てる合成写真や動画が掲載されていることから、フェイスブック、グーグル、ツイッターを含む
89 のウェブサイトについてインド政府が遮断を命じた(21 日時点で約 250 サイト)ことを報じている。
また、ヒンドゥー紙は、シンデ内務大臣が、マーリク･パキスタン内務大臣に対して、架電にて、パキ
スタン国内から、ソーシャル･ネットワーキングサイトを利用し、インド国内のコミュナル(宗派)対立
をあおるような合成写真やねつ造された逸話が意図的に流されていることを懸念している旨伝達、翌
21 日には、インド政府は、パキスタン国民による扇動的なコンテンツの証拠をパキスタン政府に提出
したことを報道している。
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8 月 21 日
 ヒンドゥー紙他によれば、石炭鉱区割当てに関する会計検査官の報告書を巡る野党の反発により国会が
休会。
 22 日付のヒンドゥー紙は、シン首相が、全政党の合意として、指定部族や指定カーストの就職の際の留
保制度推進のために憲法改正を行う用意がある旨発言したことを報じている。また、首相府は、政府と
してはかかる憲法修正に賛成しており、法的審査を経た後に改正法案を提出する予定であることを明ら
かにした。インド人民党は、憲法修正には明示的には反対せず、法案を精査したいとしているが、社会
大衆党は、その他後進諸階級(OBC)の利益に反する可能性があるとして、OBC や他のマイノリティーに
関する規定が置かれない限り反対するとの態度を明らかにしている。

Ⅱ. 経済
8月1日
 インド商工省は、パキスタンからの海外直接投資(FDI)政策を見直し、パキスタンからの FDI を許可す
る決定を行った旨を発表し、即日適用された。
メモ:
2012 年海外直接投資政策の下では、パキスタン国内の法人又は個人による投資は許可されていなかった。今回
の決定により、パキスタンからのＦＤＩは、防衛、宇宙、原子力以外の部門について、外国投資評議会(ＦＩＰＢ)の承
認を得ることにより投資が可能となる。
インド報道によれば、パキスタンは、年末までにインドに最恵国待遇を付与することを決定しており、また、両国貿
易についても、本年2月の両国の商務大臣会合において、パキスタンが輸入禁止品目を削減すればその 4ヶ月以
内にインドも輸入禁止品目を 30％削減することに合意している。また、3 月には、パキスタンはインドとの貿易につ
いて、ポジティブリスト方式から、ネガティブ･リスト方式に移行している。
8月3日
 インド気象庁は、今季モンスーンにおける降水量が、過去 50 年間平均に比し 15%少なく、干ばつに当た
ることを発表。タイムス･オブ･インディア紙他インド各紙によれば、今季のモンスーンの降雨は局所的
であることが特徴で、ハリヤナ、パンジャーブ州等の北西部では平均マイナス 30%であるのに対して、
アッサムやメガーラヤ州等の北東部は平年並みの水準を維持、また、大雨による洪水も発生している。
降雨量不足による農業生産の停滞は、農産品価格の上昇を通じたインフレ率の上昇や、地方における収
入低下による経済減速のリスクを高めると予想され、インド準備銀行は、経済成長率予測を 7.3%から
6.5%に引き下げている。
8月4日
 インド通信 IT 省通信局は、第二世代(2G)携帯電話周波数のオークションについて、オークション実施
機関の決定及び最低入札価格(1,400 億ルピー)を発表。同局は、9 日に、最高裁による 8 月末までのオ
ークションの実施指示について、の延長を申し立てた。
8月8日
 インド商工省は、マルチブランドの小売業の外資規制緩和に関し、商工省産業政策振興部(DIPP)は、6
月 19 日付で全ての州政府に対して、マルチブランド小売業の外資規制緩和の受入れを求める書簡を発
出し、8 日までに、デリー準州、マニプル州、ダマン･ディウ(連邦直轄地)、及びダドラ及びナガル･ハ
ヴェリ(連邦直轄地)から支持表明の回答を得ている旨発表した。
 ヒンドゥー紙によれば、キングフィッシャー航空が、従業員による給料未払いのストライキを原因とし
てデリー･ムンバイを含む 30 以上のフライトをキャンセルした。
8月9日
 10 日付タイムス･オブ･インディア紙他は、デリー近郊のグレター･ノイダ地区とアーグラーを結ぶヤム
ナー高速道路が開通した旨報じている。開通式には、アキレシュ･ヤーダブ･ウッタル･プラデーシュ州
(UP)首相が出席。この高速道路の開通により、デリーからアーグラーまでの移動時間は 2 時間半程度と
なる。
 インド統計局は、2012 年 6 月における鉱工業生産指数(IPP)の速報値が、前年当比マイナス 1.8%である
ことを発表。
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8 月 10 日
 10 日付アジアン･エイジ紙は、内務省による捜査の結果、マルチ･スズキ社マネサール工場での暴動への
マオイストの関与は無かったことを明らかにした旨報じている。
8 月 14 日
 インド商工省は、2012 年 7 月の貿易額(暫定値)を発表。同報道発表によれば、2012 年 7 月の貿易額は、
輸出224億ドル(前年同月263億ドル)、
輸入379億ドル(前年同月411億ドル)で貿易赤字が155億ドル。
ビジネス･スタンダード紙によれば、7 月の輸出額は前年同比で 14.8%減と 2009 年 8 月以降最も急激な
減少であり、輸出入共に 3 か月連続の減少となっている。これに対して、シャルマ商工大臣は、7 月の
数値は懸念材料であるも、10 月までには輸出が回復することを期待する旨述べ、ラオ商務次官は、欧
州の経済危機がインドの輸出に影響していること、米国市場の需要も確実に現象しており、今年度の輸
出目標である 3,500 億ドルの達成が困難な見込みを示している。
 17 日付のヒンドゥー紙他は、マルチ･スズキ社が、500 名の労働者の解雇及び 21 日からの操業の開始を
発表した旨報じている。
8 月 17 日
 インド政府発表によれば、首相府経済諮問委員会が、｢エコノミック･アウトルック 2012-2012 年｣を発
表し、2012 から 2013 年の経済成長率が 6.7%であるとの見通しを発表。また、同報告書は、今季モンス
ーンの小雨の影響を受け、
6.5-7%の範囲でのインフレ見込み、
中央政府での財政不均衡の拡大への懸念、
国内の農産品市場の改革や補助金の削減等の農業部門の改革の必要性、
経済成長を加速化するための方
策として、巨大インフラプロジェクトに対する総合的な意志決定、マルチブランド小売り分野での外国
直接投資(FDI)の開放、航空部門における FDI の開放、石油製品に対する補助金の抑制等がの必要性に
ついて言及。
8 月 18 日
 インド商工省は、17 日の閣議において、南アジア自由貿易地域(SAFTA)の取り組みの一環として、パキ
スタン、スリランカに対する輸入禁止品目を 30%相当(264 品目)削減し、3 年以内に最高関税率を 5%と
することを決定したとの報道発表を行った。同決定を受け、パキスタンに対する輸入禁止品目は 878
品目から 614 品目となった。エコノミック･タイムス紙によれば、本件措置の実行は、パキスタンが同
様の関税削減を行うことが条件となっているが、この背景には、12 月末までの貿易正常化に向け、パ
キスタン側が何らの追加的措置をとっていないことがある。
8 月 21 日
 マルチ･スズキ社･マネサール工場の操業が再開。22 日付のビジネス･ライン紙他各紙によれば､工場周辺
には 400 名以上の警察が配置される中で、100 名の労働者と 500 名の班長･管理職が出勤。初日の生産
台数は明らかにされていないが 150 台の半分以下と見られている。同社は 27 日までに 2 交代制での操
業に戻すことを目指している。
メモ:
20日付のフィナンシャル･エクスプレス紙によれば、同工場の操業停止による中小零細企業含めた約3,000企業の
関連企業の累計損失は 170 億ルピー。これら企業は、工場再開により生産量が増加することを期待。
8 月 23 日
 フィナンシャル･エクスプレス紙他によれば、
23日から鈴木修スズキ自動車会長兼社長がインドを訪問。
グルガオンの施設、人事部門との会議の他、グジャラート州を訪問し、モディ同州首相に面会。26 日
の記者会見において、同会長はマネサール工場の正常な操業の見込みは立っていないことを明らかにし
た。

Ⅲ. 外交
8月2日
 2 日付のインド外務省プレスリリースによれば、インドとラテンアメリカ･カリブ諸国共同体(CELAC)の
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関係構築の協議のため、
第 1 回インド･CELAC･トロイカ会合がデリーにおいて開催された。
同会合には、
クリシュナ･インド外務大臣、チャメル･チリ外務大臣、マドゥーロ･ベネズエラ外務大臣、シエラ･キュ
ーバ外務副大臣が参加。ヒンドゥー紙によれば、本件会合開催の背景には、CELAC 諸国が、国連安保理
改革、国際的金融危機、気候変動、テロ対策、対中貿易の牽制のために相互の貿易を拡大等においてイ
ンドと共通の立場を有していることが背景にある。同会合において、貿易、農業、エネルギー安全保障
含む合同委員会の設置が合意された他、二国間関係では、チリとの間で、両国の貿易品目を 178 品目か
ら 1,000 品目に拡大することに合意した。
8月7日
 インド外務省プレスリリースによれば、8 月 1～5 及び 8～12 日の日程で、デディエ･レンデルス･ベルギ
ー副首相兼外相がデリー及びアーグラー、ウダイプル及びジャイプルを訪問し、クリシュナ外務大臣の
他、シャルマ商工大臣、ムクル･ロイ鉄道大臣、カラン･シン･インド文化評議会(ICCR)会長の他、ラー
ジャスタン州首相他に面会した。8 日に行われた共同記者会見において、クリシュナ外相は、両国関係
の強化、
インド･EU間の戦略的パートナーシップの強化について意見交換を行ったことを明らかにした。
8 月 24 日
 24 日付のインド政府報道発表によれば、8 月 5 日の米国ウィスコンシン州でのグルドワーラー(シク教
徒の寺院)襲撃事件(2 名の米国市民及び 4 名のインド人が死亡)について、事件発生直後に、米国政府
に対し、インド系住民への影響を懸念する旨外交ルートを通じて伝達、6 日には、クリシュナ外務大臣
が、クリントン米国務長官に対し、本件事件はインドにとって衝撃的な事件であること、米国政府がイ
ンド系住民の安全確保のために必要な措置をとることを架電にて求めた他、8 日付のシン首相発オバマ
大統領宛書簡についても同様の対応を求めたとしている。
8 月 27 日
 28 日付ビジネス･スタンダード紙によれば、中国を訪問中のシャルマ商工大臣と陳徳銘･中国商務部長と
の間で第 9 回印中合同経済グループ(9th session of India-China Joint Economic Group)が開催され、
貿易均衡是正に向けた作業部会の設置と、
両国間の経済協力のための5か年計画の立案が合意された他、
インドから中国への輸出 1 億 8,900 万ドルに相当する案件の事業覚書が締結された旨報じている。
メモ:
記者会見において、陳部長は、中国はインドから多くの農産品、ＩＴ製品、医薬品を輸入し、貿易バランスを是正す
る、今次会合で、2015 年までに貿易額を 1,000 億ドルとするという目標に合意したことを発表した。

Ⅳ. 日印関係
8月9日
 インド連邦下院議会において、クマール下院議長が、広島及び長崎の原爆犠牲者を追悼する発言の後、
議員全員における黙祷が捧げられた。インドの下院では、毎年 8 月 6 日又は 9 日に原爆犠牲者の追悼が
行われている。
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8 月 17 日
 ビジネス･スタンダード紙は、国営石油･天然ガス公社(ONGC)が、クリシュナ･ゴダバリに有する鉱区の
権益一部(26%)を、国際請求開発帝石株式会社(INPEX)に譲渡する予定である旨報じている。
8 月 23 日
 インド政府報道発表によれば、JBIC が、デリー･ムンバイ間産業大動脈構想開発公社(DMICDC)に 26%の
資本出資を行うことについての閣議決定がなされた。この決定により、DMICDC の資本割合は、インド
政府出資が 49%又はそれ以下、JBIC26%､インドの政府系金融機関が 25%又はそれ以上となる。

今月の注目点: 石炭鉱区割当て問題：新たな火種？
8 月 24 日、インド最高裁は、2Ｇ(第二世代携帯)電話周波数オークションを巡る汚職事件でのチダ
ンバラム財務大臣の関与についての中央捜査局の捜査を求めるスワミ･ジャナタ党党首の訴えを棄却
した。一方で、会計検査官が、石炭鉱区割当てにおいて随意契約が結ばれたことによる国庫の損失
とシン首相の関与について指摘する旨の報告書を提出し、野党の反発により国会が休会している。2
Ｇ周波数オークションと異なり、今回は、石炭大臣を兼務していたシン首相の責任が問われるだけ
に、2014 年の総選挙をにらんだ野党は、シン首相の責任を徹底追求することが予想され、求心力
を失っていると言われているシン首相とコングレス党にとって、政権運営の正念場を迎えると考え
られる。
※編集の都合により、8 月のニュースは 27 日までとなっております。
追加分につきましては、次号に掲載致します。何卒、ご理解･ご了承の程、お願い申し上げます。

<インドニュース執筆者の交代>
インドニュース欄は、7 月分から外務省南西アジア課の大工原氏に執筆して頂いております。
大工原彩(だいくはら･あや)氏 略歴
2003 年 4 月 外務省入省
インドのジャワハルラール･ネルー大学にて研修
2009 年 7 月 アジア大洋州局南部アジア部南西アジア課勤務

4. イベント紹介
Japan-India Events
＝◇ 最近のイベント ◇＝
◆IGES-TERI 共催シンポジウム ～持続可能な開発に向けた日印の技術協力の可能性～
7 月 23 日午後パシフィコ横浜 5F セミナーホールで、公益財団法人地球環境戦略研究機関(IGES)とイン
ドのエネルギー資源研究所(TERI)の共催で、
「日印国交樹立 60 周年記念シンポジウム」
が開催されました。
｢持続可能な開発に向けた日印の技術協力の可能性｣をテーマに、インドからは TERI のラジェンドラ K.パ
チャウリ所長、ビンドウ N.ロハニ アジア開発銀行副総裁、ディクシット･インド連邦議会下院議員などが
参加し、キーノートセッションを行いました。次いでパネルセッションでは、ビジネス課題と政策課題に
分けてデイスカッションが行われました。各セッションでは司会者、講演者、討論者が全ての方面からの
考察･討議を行い、スピーチとあわせて、シンポジウムは活況を呈していました。シンポジウムの詳細は、
IGES のホームページ(URL http://www.iges.or.jp/jp/news/event/isap2012/india.html)で公開されています。是非
ご一読下さい。
協会は会場の受付前に日印交流の歴史の写真 17 枚を展示し、
インド大使
館、横浜印度商協会とともに後援を行いました。
会場で、｢母なる地球の権利を守る世界宣言｣に賛同する方々が寄稿され
た、秀明インターナショナルとナブダーニャ(Navdanya)の共同プロジェク
<会場での写真展示の様子>
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トである『Visions of the Living Earth』を寄贈して頂きました。新刊書紹介コーナーの本
と同様、協会会員の方には貸出可能ですので、興味のある方はご利用下さい。
←『Visions of the Living Earth』

◆ネタジ･スバス･チャンドラ･ボース忌 法要
今年も 8 月 18 日(土)午後 1 時から、杉並区の蓮光寺において、望月教善ご住職の主
宰により、ネタジ･スバス･チャンドラ･ボースの遺徳を偲ぶ追善法要が営まれました。
祭壇には例年通り森喜朗会長からの生花が供えられ、当協会から原常務理事と青山
事務局長が参列しました。インド大使館からはパンダ公使が参列されました。
<蓮光寺>
ご住職は、
ご遺骨がインドに返還される日が来るまでお預かりする、
と挨拶されました。
1945 年 8 月 18 日、台湾で客死してから 68 回目の命日に当たるこの日は、例年のとおり真夏の太陽が容
赦なく照りつける大変暑い日でしたが、今年は、約 150 名(昨年約 100 名)に及ぶ方々が参拝に訪れ、法要
が営まれた本堂の後ろや両側には、立ったままの方もいらっしゃるほどの、大変な盛況ぶりでした。特に
今年は、インドの 30 代、40 代の方々が多く参列され、日本人参拝者数を大幅に
上回っていました。日本に在留するインドの方々の間で、ネットと口コミで参加
者の輪が広がったようです。ほとんどの方が初めての参加で、敬虔なお祈りを捧
げられていました。そして自分たちの先輩で、インド独立のために闘った愛国者
であるチャンドラ･ボースの偉業を、多くの日本人が称え、その霊を弔ってい
<望月住職(中央)と参列者達>
てくれていることに感激されていました。
改めて、ネタジ･スバス･チャンドラ･ボースのご冥福をお祈り申し上げます。

＝◇ 今後のイベント ◇＝
◆ナマステ ☆ インディア 2012
9 月の行事としてすっかり定番になった、ナマステ･インディ 2012 が開催されます。インドを丸ごと体
験できる日本最大級の祭典に、今年も協会は参加します。メイン会場の代々木公園に出展し、第 2 会場の
たばこと塩の博物館では、2 日間に亘って計 4 回の講演会を行います。メイン会場では、展示ブースにお
立ち寄りになり、事務局員に声をかけて下さい。会員の方々とお会いするのを楽しみにしております。
皆様お誘いあわせのうえお越しください。
日 時: 2012 年 9 月 22 日(土)～23 日(日) 10:00～20:00(23 日は 19:30 迄)
会 場: メイン会場-東京都代々木公園イベント広場
東京都渋谷区代々木神園町､神南二丁目
第二会場 -たばこと塩の博物館
東京都渋谷区神南 1-16-8
主 催: インド大使館/ナマステ･インディア実行委員会/NPO法人日印交流を盛り上げる会/インド政府観光局
問合先: NPO 法人日印交流を盛り上げる会 ☎025-752-2396 URL http://www.indofestival.com/
第二会場で行う、日印協会とたばこと塩の博物館共催の講演会は、下記の通りです。
9 月 22 日(土) 開場 12:45
① 13：15～14：45
平林 博 公益財団法人 日印協会理事長『めくるめくインドーその奥深き世界遺産』
② 15：00～16：30
保坂 俊司 中央大学大学院教授『シク教とターバン
― インドの侍「シク教」とは？･･･刀を携帯する働き者のインド人』
9 月 23 日（日） 開場 12:45
③ 13：15～14：45
井上 貴子 大東文化大学国際関係学部教授『南インドの音楽と舞踊―歌い踊る神々の世界―』
④ 15：00～16：30
松岡 環 アジア映画研究者『最近のインド映画事情：インド映画 2012･秋の話題』
※講演料は無料ですが、博物館への入館料が必要です。
一般･大学生 100円(50円)/小･中･高校生 50円(20円)/( )は20名以上の団体料金/満70歳以上の方は無料(要証明書)
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◆伝統工芸 江戸木目込み人形展
幸纓会 35 周年と日印国交樹立 60 周年を記念して、今年 3 月末にインドのニューデリーで、木目込み人
形の展示を行いました。インドの方たちにも好評だった人形達と併せて、協会所蔵の日本とインドの歴史
の写真もあわせて展示します。是非ご覧下さい。
日 時: 2012 年 9 月 27 日(木)～30 日(日)
10:00～18:00
会 場: 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターA 館 6 階アウラホール
東京都多摩市関戸 1-10-1 ☎042-337-2111(内線 2270)
入 場: 無料
主 催: 東京木目込人形幸纓会、京王百貨店 聖蹟桜ヶ丘店
◆地球の宝もの インドのトラとゾウを守る2012
劇団 MIBU による演劇と、野生生物トラストスタッフの講演で、野生生物たちが関わる｢未知のインド｣
をお楽しみ下さい。
日 時: 2012 年 9 月 28 日(金)
1７:00～19:00
会 場: インド大使館インド文化センター 東京都千代田区九段南 2-2-11
内 容: 演劇公演 ｢JATAKA～空飛ぶ象｣ / 講演 バンダナ･キドワイ(インド野生生物トラスト)
参加費: 無料 ※要予約 〆切 9 月 26 日(水) 主催者にお申込み下さい。
主催者: 特定非営利活動法人トラ･ゾウ保護基金 東京都港区虎ノ門 2-5-4 末広ビル 5 階
☎ 03-3595-8088
FAX 03-3595-8090
E-mail hogokikin@jtef.jp URL http://www.jtef.jp/
◆インディア･メーラー2012
2010 年にインド人と日本人が手を取り合ってインド文化を紹介できるインディア･メーラーを立ち上げ
ました。今や関西最大のインドのお祭りです。皆様お誘い合わせの上、お越し下さい。
日 時: 2012 年 10 月 6 日(金)～8 日
10/6(金)-前夜祭 15:00～20:00 / 10/7(土)-10:00～20:00 / 10/8(日)-10:00～19:00
会 場: 神戸メリケンパーク
兵庫県神戸市波止場町
入 場: 無料
主催者: インディア･メーラー実行委員会 大阪府大阪市北区中津 6-1-10
☎ 06-6451-7994
FAX 06-6451-7731
E-mail india@happy.odn.ne.jp
URL : http://www1.odn.ne.jp/indiamela/
◆特別展「日印国交樹立 60 周年 インドへの道―美術が繋いだ日本と印度―」
インドはかつて天竺とよばれ、主に仏教を通じて古より日本との交流が深い国でした。遙かな国･インド
への憧憬は近代以降も変わらず、インドに纏わる美術品の蒐集、あるいはその風物を題材にした絵画など
の作品を通して日本人の心を常に捉えてきました。日印国交樹立 60 周年を記念し、日本とインドを繋いだ
美術作品を展観いたします。今回、協会は特別協力として、所蔵のヴァイラーバ像を展示します。
日 時: 2012 年 10 月 6 日(土)～12 月 16 日(日) 10:00～16:30(入館は 16:00 まで)
月曜日休館(休日の場合は開館 )
会 場: 大倉集古館
東京都港区虎ノ門 2－10－3
☎ 03-3583-0781
料 金: 一般 1,000 円 / 65 歳以上･大学･高校生 800 円 / 中学生以下 無料 /
土･日曜は高校生以下の生徒と引率の両親･教師無料 / 20 名様以上の団体は 100 円引
主 催: 大倉集古館 URL http://www.shukokan.org/index.html(開館日カレンダーをご確認下さい)
※ 大倉集古館様のご厚意により、招待券を頂いております。招待券ご希望の方は、協会事務局にメール･
Fax･郵便でご連絡下さい。
数に限りがございますので、法人会員の方は 3 枚まで、個人会員の方は 2 枚まで、無くなり次第終了
とさせて頂きます。
『月刊インド』10 月号と同送致します。
◆ディワリ･イン･ヨコハマ 2012 ～インドを知ろう! インドと仲良くなろう!～
インドの光のお祭りが、今年も横浜山下公演で開催されます。今年は日印国交 60 周年でもあり、既に、
浜松、名古屋、知立の 3 ヶ所で開催された【インドフェア】も同時開催致します。奮ってご参加下さい。
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日
会
入
主

時:
場:
場:
催:

2012 年 10 月 13 日(土)～14 日(日) 10:00〜19:00
山下公園お祭り広場 神奈川県横浜市中区山下町
無料、雨天決行
ディワリ･イン･ヨコハマ 2012 実行委員会
神奈川県横浜市中区山下町 24-2-306
☎ 045-263-8109
Email diwaliyokohama@ iccj.jp

5. 新刊書紹介
Books Review
§『F 機関 ～アジア解放を夢みた特務機関長の手記』
著者: 藤原 岩一 (ふじわら いわいち)
発行: バジリコ
定価: 2,200 円+税
ISBN 978-4-86238-189-7 C0095
著者の女婿に当たる方が、
本書のあとがきに｢メイジャー･フジワラと聞いてみると～(中
略)～知るものはいない｣と記しています。
その藤原中佐による、
Freedom, Friendship, そ
して Fujiwara から名づけた F 機関が、インド国民軍創設、インド独立運動を支えるきっ
かけとなったことも、多くの日本人の記憶からは欠けてしまっているようです。
藤原氏の語る歴史は、先の大戦の経緯やその意味することころ、日本人としての矜持を思い起こさせて
くれます。戦争の是非については今更論じるまでもない事ですが、だからこそ、一読の価値のある一冊で
す。
§『東方 第 27 号』
編集兼発行人:財団法人東方研究会
非売品

ISBN 978-4-286-11987-8 C0026

財団法人東方研究会の機関誌です。
[特別寄稿] 日本とインド ―交流のながれ―
前田專學
[中村元先生東方学院講義録] 『大唐西域記日本』を読む(4)
[第三回神儒仏合同講演会: 災害と企業倫理]
[論考]
5本

中村元

講演録 4 編

[資料]、[報告]、[情報] から成ります。
なお、財団法人東方研究会は、7 月 2 日をもちまして、
“公益財団法人中村元東方研究所”となりました。

§『インド考古研究会 №33 2011-2012』
編集: 『インド考古研究』編集委員会
発行: インド考古研究会
価格: 3,000 円(送料込)
ISSN 0910-0326
[論文] インドにおける水利建築様式(英文)
ジェイン ノイバワー
“階段井戸”へのコメント
小西正捷
近年における北部シンド地方の考古学的調査概要
マッラー Q.H.ほか
[ノート] カタクにおけるイスラム建築(英文)
ムハンマド･ヤミーン
カンボジアにおける近年の考古学的調査について
田畑幸嗣
[例会報告] メソポタミアの都市の顔
小泉龍人
スリランカの密林遺跡探査と住民の遺跡に対する意識調査 執行一利･岡村隆
インド･ガッカル平原の考古学: ミタータル遺跡の発掘調査 上杉彰紀
[書評]、
[ニューズ](英文)、
[展覧会](英文)、
[新刊書紹介]、
[南アジア美術･考古学関係文献抄2010-2011]、
[訃報](英文)、[投稿･執筆要項] から成ります。
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6. 掲示板
Notice
<次回の『月刊インド』の発送日>
次回発送は 10 月 12 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>
7 月初めから、日本テレビでタレント北山宏光さんが 1 人でインドを横断する『J’J Kis-My-Ft2 北
山宏光 ひとりぼっち インド横断バックパックの旅』という番組が放送されています。ご覧になっ
た方もいらっしゃると思いますが、
これがまた｢ちょっと!? そんなことして・・
・!!ダメだってば!!!｣
と言いたくなるような、いえ実際テレビに向って言っているのですが、テロップで“決して真似を
しないで下さい”と出して欲しいくらいの無防備な旅行っぷりです。
一方、テレビ朝日の長寿番組『世界の車窓から』は、6 月から南インドの旅で、毎回ゆったりし
た気分で楽しんで見ています。
どちらの番組も、今のインドを映し出しているのですが、なるべくきれいなインドを見せようと
しているように思います。実際、日本テレビの番組制作担当の方は｢インドは汚いばかりではなく、
きれいなインドも見て欲しい｣とおっしゃっていました。
インドらしい風景や、子供の無邪気な様子をみるもの楽しみですが、番組中に紹介される世界遺
産は本当に素晴らしく、いずれ見に行きたい、もう一度見に行きたい、と思うばかりです。皆様も
そんなふうに思われませんか？ そうは言ってもさすがに海外、気軽にはいけませんよね。
でも、
『ナマステ･インディア』なら日本に居ながらインドを丸ごと味わえます。第二会場のたば
こと塩の博物館では、更にインドを深く知る講演会もありますので、是非いらして下さい。
東京以外にも、横浜、岐阜、神戸などでも、インド関連のフェスティバルが開催されます。お近
くのイベントに、お出かけ下さい。

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。今年は、日印国交樹立 60 周年という
記念すべき年であり、これを機に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
学生
一般法人会員

6,000 円/口
3,000 円/口
100,000 円/口

特別法人会員

150,000 円/口

☆入会金

個人 2,000 円
学生 1,000 円
法人 5,000 円
(一般法人、特別法人会員共に)

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.109 No.7 (2012年9月7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/
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