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1. デリーとハイデラバード印象記
One week in New Delhi & Hyderabad
公益財団法人日印協会
理事長 平林 博
1 月 25 日から 2 月 1 日まで、デリーとハイデラバードに行ってきました。今回は、民間外交推進協会
（FEC）派遣のインド訪問団の顧問としての出張でした。以下は、印象記です。
１．共和国式典パレード
共和国記念日の式典は、ニューデリー官庁
街の大統領官邸からインド門へ西から東に延
びる約 2 キロメートルの Raj Path（王の道）
を軍隊と各州を紹介する山車が行進し、それ
を大統領、首相、国防大臣、三軍の長などが
特別席から閲兵する形をとります。毎年、イ
ンドが重視する国の首脳を主賓として招きま
すが、今年はフランスのオランド大統領でし
た。
（写真右：群衆に手を振るモディ首相）

Source:HomePage of PMINDIA

ちなみに１昨年は、わが安倍総理が主賓でした。親日国であるインドは、過去においても日本の総
理を主賓としたい希望があったのですが、1 月 26 日は、あいにくわが国では通常国会の始まる時期に重
なるため、日本の総理の出席は難しかったのです。１昨年は日曜日と重なったので、インドを重視する
安倍総理は敢えてトンボ帰りで参加したのです。
わが代表団は、主賓席にほど近い一角、大使以外の外交団、各州の代表、裁判所関係者のための席に
座ることができました。インド外務省や国防省と鋭意折衝してくれた在インド大使館のお陰です。そこ
にダリト（指定カースト・指定部族）の皆さんが数十人、特別に招待されていたのが印象的でした。
筆者は、駐インド大使時代には毎年参列していましたが、パレードは以前と略略変わらないものでし
た。ただ、兵器は近代化された最新のもののようでした。インドの陸軍、空軍、海軍のほか国境警備隊、
警察なども行進しましたが、インドらしいのは絢爛豪華に飾ったラクダに跨った、これまたカラフルな
軍服の騎士たちが整然と行進するラクダ部隊です。このラクダ部隊は、インド西部、パキスタンと国境
を接するラジャスターン州とグジャラート州に配置され、砂漠の多い両州の防衛部隊となっています。
オランド大統領が主賓のため、フランスから陸軍部隊が遠路はるばる参加し、真っ先に行進しました。
インドは 29 州からなりますが、ほとんどの州が参加する山車は、それぞれの特色を表した記念碑・特
産物の張りぼてやカラフルな民族衣装に身を包んだ男女を乗せ、ダンスや歌を披露しながら行進しまし
た。インドの文化、言語、歴史や民俗の多様性が理解できます。
２．深刻なデリーの空気汚染
1 年前の出張と比べて強い印象を受けたのは、デリーの空気汚染、特にＰＭ２．５の高い濃度でした。
毎日、デリーの米国大使館が測定し公表していましたが、日中は 100～350 マイクログラムを記録してい
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ました。日本では 35 マイクログラムが健康上許容できる基準とされているようですので、驚くべき数字
です。北京や上海のＰＭ２．５がひどいということは日本で報道されていましたが、デリーの方が汚染
度は高いというのは驚きです。
主因は、デリー周辺の工場や発電所の排気ガス、夜間にデリーに入ってくる（昼間は禁止）大量のデ
ィーゼル・トラックによる排気ガスと聞きました。
我々の席は、王の道の中間ぐらいでしたが、左側に位置する大統領官邸も右側のインド門も見えるど
ころか、視界はかろうじて 200 メートル程度。陸軍・空軍のヘリコプターや空軍のミグ 29、スホイ 30
が参加しましたが、低空飛行のヘリを除けば、靄の中を超音速で飛ぶ戦闘機や爆撃機ははっきりわから
ないほどでした。
以前は、青空のもとで原色が生えたパレードでしたが、様変わりでした。インドの工業化、生活の進
歩がもたらした負の遺産だろうと思いました。
３．中央、地方の要人たちの話
デリー滞在中、日本にとって特に関係の深いゴヤル電
力大臣、プラブ鉄道大臣、シッタラマン商工大臣（写真
右：左から 2 人目の女性）
、シンハ財務担当閣外大臣、ビ
ジュジュ内務担当閣外大臣のほか、保健・家族・福祉省
次官、通信ＩＴ省次官などと会談しました。
いずれの要人も、日印関係の進展、特に安倍・モディ
両首相のリーダーシップによる経済関係の進展を高く評
価していました。特に、デリー・ムンバイ貨物専用鉄道
計画の進展、ムンバイ・アーメダバード間の日本の新幹
線方式による高速鉄道建設合意、東北州の開発とアセア
ン諸国との連結性を強化するための日本による東北州道路網の整備支援、日印原子力協定の原則合意と
そのほかの電力計画への日本の参加などは、目だった日印協力の具体例として高い評価を受けました。
日本企業の進出も、
ひと頃よりスピードは落ちたようですが着実に進展しており、
日本大使館の話では、
昨年末で 1250 社近くになっている模様です。特に、チェンナイなどの南インドへの進出が顕著です。
インド政府要人からは、日本企業が提起してきた全国統一の物品税（ＧＳＴ）の導入、雇用の柔軟性
のための労働規制法令の改定、外資規制の緩和、土地収用法の改定などについて聞いてみました。モデ
ィ政権としては、すべてについて前向きに取り組んでいるようですが、過半数を押さえていない上院で
の抵抗や野党や地方政党に支配された州政府の消極姿勢は相変わらずのようです。ＧＳＴについては、
現政権の与党（インド人民党など）が絶対多数を抑えている下院では承認されましたが、過半数に満た
ない上院でブロックされてきました。モディ政権としては、野党の切り崩しを行っているようで、担当
のシンハ大臣などは楽観論を述べていました。土地収用法
については、モディ政権としては、この問題を各州政府に
委ねる方針のようでした。州政府にもよりますが、土地を
手当てしたい外国企業が直接土地所有者と交渉せざるを得
なくなるとすれば難しいことになるかもしれません。
わが国がＪＩＣＡを通じて援助しているデリー・メトロ
は、さらに延長工事中でした。デリー南西郊外のグルガオ
ンは外国企業の進出先として人気がありますが、オフィス
ビル（写真右）
、高級コンドミニアム、ショッピングセンタ
ーなどがさらに増えていました。グルガオンやその南のマ
4

ネサール、さらに南のニムラナ工業団地に勤める日本人にとっては歓迎されるところです。
４．ハイデラバード近況
2014 年 6 月、それまでのアンドラ・プラデシュ州から、州都ハイデラバードを含む北西部のテランガ
ナ州が分離されて独自の州となりました。新アンドラ・プラデシュ州は、南部から東部・東北部にかけ
ての地域となりました。テランガナ州は、発展してきたハイデラバードを州都として受け継ぎました。
新アンドラ・プラデシュ州は東部のアマラーヴァティ（仏教遺跡で有名）を州都としますが、10 年間は、
ハイデラバードが共同州都です。
今回は、テランガナ州政府を訪問し、事務方筆頭のディーパック首席次官（官房長官に当たる）以下
各省の次官たちと会談しました。たまたまハイデラバード市の市会議員選挙と重なったため、州首相他
の政治家は選挙運動で血道をあげていました。アンドラ・プラデシュ州のチャンドラバブ・ナイドー州
首相も、自党ＴＤＰ（テレグ・デッサム・パーティ）の候補のために選挙運動を行っていましたが、反
対党からは「自分の州に帰れ」などと批判されていました。
ハイデラバードでは、日本政府がＪＩＣＡを通じて増
設支援しているインド工科大学（ＩＩＴ）ハイデラバー
ド校や代表的な進出企業東芝プラント社を訪問しました。
ＩＩＴは、
現在までに 16 校が開校しているインドの工科
系大学で、どこも最高峰の難関校です。ハイデラバード
校は 2008 年設立でまだ整備中。巨大な敷地の中にポツン
といくつかの建物があるといった風情でした（写真左）
。
学長とお会いしましたが、教授陣も学生も現有勢力の中
ですでにフル回転のようでした。ＪＩＣＡの支援プロジ
ェクトが完成すれば、
様変わりの発展を見せるでしょう。
ハイデラバードには 60 人余りの在留邦人がいる由ですが、
ゆうに三桁の邦人を数える隣のベンガルー
ル（旧名バンガロール）やチェンナイに比べ、寂しい気がしました。テランガナ州政府は、日本企業を
歓迎する意思を示しましたが、ハイデラバードがチェンナイとベンガルールを結ぶ幹線から離れている
ため、製造業の進出は難しい所があります。その点、馬力がありＣＥＯ首相の異名を持つナイドー州首
相は、工業団地シュリー・シティーやベンガル湾沿いの港湾の建設を進めており、新アンドラ・プラデ
シュ州の発展が期待されます。
休日を利用して近郊にあるゴルコンダ要塞を見学し
ました（写真右）
。花崗岩の岩山を切り開いて築造した
要塞都市で、
山頂にはパーラメント
（政府の会議場所）
、
山麓には宮殿や人々が住まった住居跡などがあり、ハ
イデラバードとの間には領主がいざという場合のため
に作った、馬に乗って通れるほどの地下の隠れ通路が
ある由です。観光的にも考古学的にも重要な必見の遺
跡です。
(2～5 枚目の写真は筆者提供)
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2. インドの福祉施設訪問記
Supporting Welfare Facilities for Children

舟木 渉二郎（個人会員）
私は一昨年 10 月に昔の勤務地であるデリーを 20 年振りに訪れる機会があり、デリー日本人会ボラン
ティア・グループに案内されサマダーン（Samadhan）という福祉施設を視察しました。恵まれない環境
に置かれた身体障害児童のための支援活動に役立ちたいと考え、一年間に亘り善意の寄付を募り目標 10
万円の援助資金をほぼ達成したので、昨年は 2 カ所の福祉施設を訪問しました。
この婦人達のボランティア・グループは 1989 年に当時の日本大使夫人を中心に、福祉施設団体へ活動
資金、物品の寄付を通じて社会的に弱い立場にある児童の自立を支援することを目的に発足したもので
す。この目的のためにインドの紅茶、カレースパイス等販売協力、手芸品創作等から得られる収益を活
動資金に当てています。
“サマダーン”は身体障害児童約 40 名を収容し、インドのサポートグループが児童の心のケア、医
療活動をおこなっています。デリー日本人会ボランティア・グループの皆さんは定期的にこの施設を訪
問し、インド側と一緒になって心のケアをしたり、遊んだり、各種器具を提供する等の活動をおこなっ
ており、サマダーン関係者よりその変わらぬ活動に対し大変感謝されております。今回皆さまからの援
助資金で現地からの希望により次のようなものを提供しました。マジックハンドベル 2 セット、クレヨ
ン 50 セット、折り紙 25 セット、カラーペン 20 セット、白紙（A4）10 セット。
写真は、現地窓口 Delhi 日本人会ボランティア・グループの松下まゆみさん、執行部の大野さん、メ
ンバーの皆さんと一緒に撮った記念写真や活動内容です。
（ミュージックベルでクリスマスソングを合唱）
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（マジックハンドベルを受け取り、楽しむ児童達）

次に”青空教室”を訪問しました。これはインド人のサポートグループ“プロジェクト・ホアイ”
が運営する施設です。ヤムナ河畔の河川敷で生活する貧しい農民はバラックで居住し、そこの児童たち
は学校に通えない状態にあります。プロジェクト・ホアイは児童に教育を施し、将来の自立を助ける活
動をしていますが、目下 3 グループ 75 名の児童が学んでいます。教室はなく文字通り野外授業で、
これまで日本人会ボランティア・グループは定期的にここを訪問しノート、鉛筆などの学用品を提供し
ています。今回、これから冬に向かうのに当たりセーターの提供を求められ、75 着を準備して現地で児
童達に手渡し、先生も児童も大変喜んでくれました。

（セーターを受け取る児童達，サンキュウとお礼）
（文字通りの青空教室。インドの先生達も熱心）

以上のように、今回は 2 カ所の福祉施設を訪問し子供達と交歓しました。インドにはいろいろな事情
で恵まれない子供達が大勢います。それをサポートする各種のインド側ボランティア・グループととも
に、日本人会ボランティア・グループの皆さんも熱心に心温まる援助を行っています。インドは民主主
義と自由、平和において我が国と価値観を共有する大切な友好国です。近年日本からの企業進出も活発
化しつつあり、同時に日本政府も同国のインフラ施設の充実に協力を強化しています。私は個人として
も例えささやかでも、日本から少しでも援助の手を差し伸べることが大切だと改めて実感しました。
さて、今は第 3 回目のインド福祉訪問を考えています。現地側とよく相談しながら、現地の二―ズに
合った企画を作成するつもりです。サマダーン、今回訪問した青空教室に加え、新たにホーリークロス
（孤児院）
、マザーテレサのハンセン氏病センタ－の計 4 ヶ所を訪問し、医療器具、文房具、玩具、楽器
等を提供したいと考えます。関係各位のご理解とご支援をお願いいたします。
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3. 日本における「インド映画祭」が果たす役割と官民連携
Indian Movie Festivals in Japan

佐々木理香（個人会員）
近年、日本ではインド映画が大分定着してきた。それに伴い、聴衆の数も知識･情報レベルも確実に上
昇しつつある。その背景には、様々なインド映画祭やそれを支援･推進してきた官民の連携協力を抜きに
は語れない。
インドの映画市場とくに製作本数は世界第一位を占めており、例えば一年間の映画製作本数は世界第
二位の米国(人口約 3 億人)が 600～700 本であるのに対し、インド(人口約 12 億人)は 1,200 本以上であ
る。経済成長著しいインドにおいて、ボリウッドと呼ばれる映画産業は IT 産業と同様、インド経済を牽
引する重要な基幹産業になってきている。映画はもはや単なる娯楽や文化に留まらず、コンテンツ産業
としても位置付けられている。
●日本におけるインド映画の普及
・初期のインド映画ブーム(1920 年代後半～90 年代前半)・・・日本におけるインド映画の公開は古く、
1920 年代後期から白黒のサイレント映画等が主流であった。広く知られるようになったのは、60 年後半
～70 年代公開のサタジット・レイ監督作品の三部作「大地のうた」
「大河のうた」
「大樹のうた」である。
この後、様々な映画祭の開催によりインド映画は広く知られるようになった。1982 年開催の「国際交流
基金映画祭南アジアの名作を求めて」で 3 本の作品を上映、翌 83 年および 85 年にはインド映画祭実行
委員会が「インド映画祭」を開催し計 16 本の作品が上映された。88 年には、ぴあが「大インド映画祭
1988」を開催し 25 本の作品が紹介された。また 85 年より東京国際映画祭、91 年にはアジアフォーカス・
福岡国際映画祭が発足し、以後毎年インド映画祭が上映されるようになった。
・第一次インド映画ブーム（1997-2002）・・・インド娯楽映画としては 43 年ぶりに 1997 年「ラジュー
出世する」が公開された。翌 98 年 6 月 13 日より「ムトゥ踊るマハラジャ」が東京国際ファンタスティ
ック映画祭(ザナドゥー配給＠渋谷シネマライズ)で単館上映され大ヒット、日本公開のインド映画とし
てかつてない入場者数を記録し、空前のインド映画ブームを巻き起こした。また、映画上映と並行して
VHS･DVD を製作・販売する手法も以後踏襲されている。これにより主演のラジニカーントとマサラムー
ビーの認知度が高まった。続いて、2002 年に日印外交樹立 50 周年記念作品として「ミモラ～心のまま
に～」が東京国際ファンタスティック映画祭で上映、有楽町スバル座他全国東宝洋画系にてロードショ
ー、日本だけでなく世界の映画祭でも絶賛された。
この第一次と次の第二次インド映画ブームの間に生じたブランクの理由は、上映に際し様々な権利が
錯綜し、そのため買い付けが一時期停滞したことが原因と言われている。他には、買い付け自体が面倒
臭い、インド映画の上映時間が長い(中間休み含んでも約 3 時間)、上映計画の遅延やドタキャンなどで
ある。また、映画のロケは日本の文化紹介や観光誘致に効果大だが、日本では当時、外国映画のロケが
許可されないこともインド映画の日本進出を阻む要因となった。そのため折角第一次インド映画ブーム
で盛り上がった気運が下火になっていた。転機が訪れたのは、規制緩和により TV の放映権など一部の権
利獲得が上手く行ってからである。
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・第二次インド映画ブーム(2009- )・・・2009 年に夕張国際ファンタスティック映画祭(「たとえ明日
が来なくても」
「スラムドッグ$ミリオネア」
「チャンドニーチョークトゥチャイナ(CC2C)」)。2011 年ラ
ジニカーント主演「ロボット」が東京国際映画祭で上映後 2012 年に劇場公開された。同年シャールク･
カーン主演「ラ･ワン」が東京都写真美術館ホール他でロードショー。2012-13 年に下町コメディ映画祭
で「きっと、うまくいく」
「マッキー」
「ボス その男シヴァージ」などのインド映画を上演してきた。2013
年にはシャールク･カーン主演「恋する輪廻 オ―ム･シャンティ・オーム」再演を皮切りに、日活が”ボ
リウッド･ザッツ･エンターテインメント４”と題して「きっと、うまくいく」
「タイガー」
「命ある限り」
「DON2」４部作を上映。第二次インド映画ブームの到来となった。本 4 部作はムンバイ映画祭で上映さ
れ、且つインドでも興行収入トップであった。とくに「きっと、うまくいく」は日本で興行収入１億円
を突破するメガヒット作となった。2012 年は、インド映画の配給大手である日活の創立 100 周年にあた
り、また日印外交樹立 60 周年とも重なり、共に節目としての「縁」が感じられる。カンヌ国際映画祭や
東京国際映画祭等でも上記 4 部作が上映された。
2014 年は、折しもインド政権交代後に日本を最初の外交訪問国として来日されたナレンドラ・モディ
首相の影響もあってか、インドの 2 大ビッグスターが相次いで来日した。5 月下旬よりインド国民的女
優シュリデヴィは主演映画「マダム･イン･ニューヨーク」プロモーションのため、在京インド大使館で
記者会見･トークショー･映画試写会を行い、滞在中に多くの TV 取材も行った。10 月下旬にはインド国
宝級俳優のアーミル・カーンが東京国際映画祭の招きで来日、主演映画「チェイス!」の記者会見および
舞台挨拶を六本木ヒルズ東宝シネマで行った。同年に日本で上映されたインド映画は「巡りあわせのお
弁当」がヒット、他にインドのオリンピック長距離選手ミルカ･シンをモデルにした映画「ミルカ」やベ
ンガル映画「女神は二度微笑む」など。まだまだインド映画ブームは尽きない。
・東京国際映画祭(TIFF)とインディアン･フィルム･フェスティバル(IFFJ)・・・昨年も二つの映画祭に
おいてインド映画が紹介された。
東京国際映画祭(TIFF)(1985- ) ・・・今年で 30 周年を迎えた TIFF ではインド映画が 3 本上映され
た。今回は３作品ともインド映画定番の歌も踊りもない新感覚派のインド映画だ。
「If Only」は巨匠ミーラー・
ナーイル監督の甥のイシャー
ン・ナーイル監督の初監督作品
で、本作品では監督･脚本･俳優
の３役をこなしている。過去の
回想や現在との時間の交差を鮮
烈な映像描写で効果的に撮影。
監督や主演男優･女優・スタッフ
計５人が勢揃いでレッドカーペ
ットを歩き、上映後のインタビ
ューにも登場した(写真：筆者提
供)。
上映後には映画館の外で長
蛇の列!ができ、
ファンとの交流
(サインや写真撮影)にも熱心で、
サービス精神旺盛でフレンドリ
ーな好印象を残した。
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「OK Darling」(写真上)は、従来のタミル映画
(ラジニカーント主演の痛快アクションコメディ)
の常識を覆す新感覚インド映画で、仮想現実と
プレ･モダンやポスト･モダンが交錯する近未来
型映画だが、老若男女を問わず楽しめる娯楽映
画である。映画の中には伏線が多く張り巡らさ
れており、小物使いも圧巻で伏線のメッセージ
がその中に託されている。
©Madras Talkies
「ジャイ･ホー～A.R.ラフマーンの音世界」(写
真下)はインドの作曲家 A.R.ラフマーンの音楽
とその素顔に迫るドキュメンタリー映画。およ
そアーティストらしからぬシャイで人見知り、
典型的な夜型人間で仕事の打ち合わせは真夜中
に集中。９歳で父親を亡くし、家族を支えるた
めに進学を断念し独学で音楽を習得し、作曲か

©2015 pd; psbt

らミキシングまで７つの作業工程を一人で丁寧

にこなす職人的な作業。宗教の改宗、そして様々な心の葛藤から祈りを通して浄化し作品に打ち込む等
の想像を絶する苦労や努力は、常に穏やかに淡々と語る彼の表情からはうかがい知れない。誰もが嫌な
顔ひとつせず彼と一緒に仕事をしたがる理由がその中にあるようだ。
（写真上・下：TIFF 提供）OK
インディアン･フィルム･フェスティバル(IFFJ)(2012- )・・・昨年で第 4 回を迎えるインディアン･
フィルム･フェスティバル(IFFJ)主催代表であるスレッシュ･ターティ氏によると、あまり宣伝していな
いのに口コミ等で徐々に広がり、昨年は東京(渋谷)会場では 6,000 人以上の集客があり、大阪会場では
約 1 万人を集客したとの由。上映された 13 作品の中で「バン･バン!」や「銃弾の饗宴･ラームとリーラ」
が第一週目にして早くも満席で好調な出足だったとの由。TIFF 同様に IFFJ も毎年恒例の良質なインド
映画を上映するイベントとして定着している。
●国の取り組み・官民連携
2012 年に観光庁は、新たな訪日旅行市場として注目されるインドから、人気女優のディア･ミルザを
日本に招いた。インドは映画大国であることからミルザに日本の観光魅力に関する情報発信を期待する
とともに、日本を撮影地(ロケ地)としたインド映画製作の気運も盛り上げ、訪日観光の需要喚起に繋げ
たい考えである。インドは 2011 年度から「ビジット・ジャパン事業」の重点国。昨年度のインドからの
訪日旅行者数は約 9 万人。インドの人口約 12 億人を考えれば、もっと多く日本に来てもらえるよう、新
興経済国のインドに対し、より積極的に誘致拡大を行う必要があるとして、観光庁所管の日本政府観光
局(JNTO)もインドでの広告宣伝や旅行会社向けの PR セミナー等を実施し、需要喚起に努めている。
かつては、日本で外国映画の撮影(ロケ)は法律で規制されていたが、法改正後の規制緩和により、映
画のロケ誘致を通じた集客なども検討されている。インド映画では多くのロケ地が撮影に使用されてお
り、これまでもスイスやシンガポール・タイなどはインド映画のロケを誘致し、そのためインドからの
観光客の増加に成功している。JNTO は、地域のフィルムコミッションなどにもインドに関心を持っても
らえるよう働きかけてきた。映画を介した交流について、これからは多くのインド映画が日本で撮影さ
れることになるであろう。映画を通じて日本を紹介する役割も果たすことができる。
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2012 年 10 月に JTB の子会社がインドに設立され、映画と観光を結びつけることにより人的交流に貢
献している。
さらにボリウッド映画の本場であるムンバイ線を就航している全日本空輸(ANA)の増便も検
討された。
以上のように官民が連携協力し、また法改正後の規制緩和により放映権の獲得や外国映画のロケが可
能になった。また、
「ビジット･ジャパン事業」とともに経済産業省の推進する「クール･ジャパン事業」
が追い風となり、2020 年の東京オリンピック･パラリンピックに向けて益々、観光と映画の結びつきが
強くなることであろう。このように日本におけるインド映画の普及には映画祭や官民連携協力の果たし
てきた影響や役割が大きい。映画館に集まる聴衆も年々増加しており確実に定着しつつある。今後さら
にインド映画ブームが盛り上がることを期待してやまない。

4. インドニュース（2016 年 1 月）
News from India
１. 内政
【ハイデラバード大学のダリト学生が自殺した事件】
１月１８日～２２日


報道によれば、ハイデラバード大学のダリトの学生が自殺した事件に関し、１８日、ハイデ

ラバート州警察は、ダッタトレヤ労働・雇用担当閣外大臣を含む５人を、自殺を教唆した疑いがあ
るとして捜査を開始。右捜査を受け、イラニ人的資源開発大臣は、調査チームを派遣した。


１９日、ラフル・ガンディー・コングレス党副総裁は、同大学を訪問し、ダッタトレヤ閣外

大臣とイラニ大臣を批判。同日、インド人民党（ＢＪＰ）幹部は、ダリトの学生に対する処分は、
キャンパス内での「反国家的で原理主義的な行為に対する問題提起」であったと説明した。同日、
ダリト出身の３人の議員を含む４人のＢＪＰ党員は、ツイッターなどを利用し、同発言に対し異議
を申し立て、モディ首相の介入を求めた。


２２日、モディ首相は、ラクナウにある大学で演説し、
「
（自殺した学生の）家族の激しい苦

痛を感じることができる」と発言。他方、演説中も学生達から抗議の声があがった。
メモ： ダリトとは、抑圧された者たちとの意味で、元不可触民を指す（広義には被抑圧層全体を指
す）
。報道によれば、同学生は、１９９３年のムンバイ・テロ事件に関与したとして死刑判決を受け
たヤクブ・メノンの死刑に反対する抗議活動を行ったことで、ハイデラバード大学から処分を受けて
いた。同学生は、大学に対し処分を撤回するよう求めていたが、要望が叶わなかったため自殺した模
様。本件を巡るＢＪＰ幹部の反国家的等の発言は、ダリトやムスリム層の反発を招いている。
【チャンドラ・ボースに関する秘密文書公開】
１月２３日


２３日、インド政府は、チャンドラ・ボースに関する秘密文書１００件を公開し、同日、モ

ディ首相が国立公文書館を訪問して、チャンドラ・ボースの家族とも面会した。
【アミット・シャーＢＪＰ総裁の再任】
１月２４日


ＢＪＰ発表及び報道によれば、２４日、アミット・シャーＢＪＰ総裁が、無投票で党総裁に
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再選された。任期は３年。モディ首相はツイッターで、アミット氏の草の根の活動と組織における
豊かな経験が党にとって大きな利益となると述べた。
メモ： 報道によれば、ＢＪＰの重鎮であるアドバニ元総裁とマノーハル・ジョシ元総裁は、選挙プ
ロセス及び再選決定後に開催された祝賀会を欠席した。シャー総裁は、アドバニ元総裁による祝福を
受けるために、同日夜にアドバニ元総裁を訪問した。シャー総裁の再任について、ビハール州選挙で
の敗北の責任を巡り、対立勢力の動きが注目されてきた経緯がある。
【アルナーチャル・プラデシュ州が大統領直轄統治下に】
１月２６日


２６日、ムカジー大統領は、憲法に基づき、２６日から、同州を大統領直轄統治下に置くこ

と、及び州議会の機能を停止することを決定する布告に署名。インド内務省は、同州が大統領直轄
統治下に置かれた旨発表した。
２．経済
【スマートシティ２０都市の決定】
１月２８日


１月２８日、ナイドゥ都市開発大臣は、スマートシティ・チャレンジ・コンペティションの

勝者２０都市として、最初のスマートシティ２０都市の選定結果を発表した。同大臣は、右の選定
は、標準化されたプロセスに基づいた客観的で透明性の高いものであり、また、都市のビジョン作
りに市民が参加し、スマートシティ計画と自治体、州政府が主導するボトムアップのアプローチに
基づいていて、都市開発のパラダイムシフトを示すものであると述べた。
メモ：同大臣が発表したスマートシティ２０都市は次のとおり（得点順）。
① ブバネーシュワル（オディッシャ州）
② プネ（マハラシュトラ州）
③ ジャイプール（ラジャスターン州）
④ スーラト（グジャラート州）
⑤ コチ（ケララ州）
⑥ アーメダバード（グジャラート州）
⑦ ジャバルプール（マディヤ・プラデシュ州）
⑧ ヴィシャカパトナム（アンドラ・プラデシュ州）
⑨ ソラプール（マハラシュトラ州）
⑩ ダワナギリ（カルナタカ州）
⑪ インドール（マディヤ・プラデシュ州）
⑫ New Delhi Municipal Council（ＮＤＭＣ、デリー準州）
⑬ コインバトゥール（タミル・ナド州）
⑭ カキナダ（アンドラ・プラデシュ州）
⑮ ベラガヴィ（カルナタカ州）
⑯ ウダイプル（ラジャスターン州）
⑰ グワハティ（アッサム州）
⑱ チェンナイ（タミル・ナド州）
⑲ ルーディアナ（パンジャブ州）
⑳ ボパール（マディヤ・プラデシュ州）
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３．外交
【インド・パキスタン関係】
１月２日


２日未明、パンジャブ州のパターンコート空軍基地をテロリストが襲撃した。インド側カシ

ミールにおいて活動するカシミール独立派のユナイテッド・ジハード・カウンシル（ＵＪＣ）が、
４日、本件に対する犯行声明を出した。各種報道によれば、５日、モディ首相は、シャリフ・パキ
スタン首相と電話で会談し、パキスタンが、同テロ攻撃に関し、断固かつ即時の行動を取ることの
必要性を訴えた。


１３日、パキスタン外務省は、本件に関与したとされるテロリストが逮捕された旨発表する

とともに、パキスタン首相府は、同日、シャリフ首相が、空軍基地襲撃事件に係る特定人物の関与
疑惑を捜査するための合同捜査チームを設置した旨、発表した。さらに、インド外務省発表によれ
ば、１４日、インド及びパキスタンの外務次官は、翌１５日に予定されていた印パ外務次官級協議
の日程を近い将来に再調整することで合意した。
【インド・中国関係】
１月１１日


インド首相府発表によれば、アジア・インフラ投資銀行（ＡＩＩＢ）総裁に指名されている、

金立群ＡＩＩＢ事務局長が、モディ首相を表敬した。モディ首相は、同氏のＡＩＩＢ初代総裁への
指名を祝福するとともに、ＡＩＩＢが、ＢＲＩＣＳ開発銀行とともに、アジアにおけるインフラ開
発に有益な役割を果たすことを確信している旨述べた。また、インドが、ＡＩＩＢの創設メンバー
且つ第２位の出資国として、ＡＩＩＢの成功に向けた完全な支援を保証する旨述べた。
メモ： １月１６日、中国の北京でＡＩＩＢの開業式典が行われ、習近平国家主席が出席し、スピー
チを行った。
【インド・モルディブ関係】
１月１１日


１１日、ジャイシャンカル外務次官はモルディブを訪問し、ヤーミン大統領及びマウムーン

外相、ナシール外務次官と会談した。ジャイシャンカル次官は、昨年１０月にスワラージ外相が参
加して行われた共同委員会のフォローアップのため、
二国間関係の様々な分野につき協議を行った。
【インド・スリランカ関係】
１月１２日


１２日－１３日、ジャイシャンカル外務次官はスリランカを訪問し、シリセーナ大統領、ウ

ィクラマシンハ首相、サマラウィーラ外相、ワギスワラ外務次官らと会談した。両国は、２月上旬
に共同委員会を開催予定。
【インド・パレスチナ関係】
１月１７日


１７日、スワラージ外相はパレスチナを初めて訪問し、アッバース大統領への表敬を行うと

共に、パレスチナ・デジタル学習及びイノベーション・センター開所式に出席した。インド外務省
発表によれば、今回の訪問は、スワラージ外相にとって初めての西アジア地域訪問であり、パレス
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チナは同地域における最初の訪問国であること、そして、このことは、インドの同地域の国々との
関与における、パレスチナの重要性を反映している旨述べている。
メモ： インドは、伝統的にパレスチナと緊密な関係を有しており、能力強化や人的資源開発イニシ
アティブを通じて、パレスチナに積極的に貢献している。インド外務省は、プレスリリースで、今次
訪問は、インドのパレスチナに対する政治・外交面及び開発面での支援の継続を再確認するとともに、
パレスチナとの政治レベルでの相互理解を一層深め、二国間の関与を促進することとなった旨発表し
た。
【インド・イスラエル関係】
１月１８日


１８日、スワラージ外相はイスラエルを初めて訪問し、リヴリン大統領やネタニヤフ首相と

会談し、印イスラエル二国間関係につき協議した他、インド人コミュニティーとのレセプションに
参加した。
メモ： インドは、コングレス党政権時にはムスリムへの配慮等から、１９９２年の国交樹立以降、
一度も首相のイスラエル訪問は行われていない。しかしＢＪＰ政権になって以降、モディ首相のイス
ラエル訪問計画が度々報道されている。また、ムカジー大統領が、昨年１０月に、インド大統領とし
て初めてイスラエルを訪問した際には、ネタニヤフ首相を、公式にインドに招待した旨報じられた。
さらに、モディ首相は、グジャラート州首相時代にイスラエルを訪問し、イスラエルの経済政策等を
学んで、同州政策に採用したという経緯から、個人的にネタニヤフ首相と親しいとの見方もある。い
ずれにせよ、モディ首相がイスラエルとの二国間関係を強化する意志を強く持っていることは確実な
ようである。
【インド・南アジア関係】
１月１９日


インド外務省発表によれば、１９日～２０日にかけて、バングラデシュのダッカにおいて、

ＢＢＩＮ（バングラデシュ、ブータン、インド、ネパール）間の地域協力に関する第３回共同作業
部会（局長級）が開催された。
【インド・フランス関係】
１月２４日
● ２４日～２６日にかけてオランド大統領が
国賓としてインドを訪問した。
オランド大統領は、
２４日、フランスの建築家コルビジェが都市整備
を行ったチャンディガルを訪問した。２５日は、
デリーに於いて、モディ首相との間で首脳会談を
行うとともに、グルガオンでの国際太陽光同盟事
務局の開所式に参加した。さらに２６日には、共
和国記念日パレードに主賓として参加した。今年
の共和国記念日パレードには、外国軍部隊として
（Source: Home Page of PMINDIA）

初めて、フランス軍が参加した。

メモ：印仏首脳会談の共同声明では、国連改革、防衛装備、原子力エネルギー、気候変動、都市開発、
鉄道輸送等の分野で、二国間の協力を拡大していくことに合意した。特に、ラファール戦闘機調達に
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関しては「価格以外の条件について政府間合意」がなされた旨発表された。また昨年末のCOP21のパ
リ協定を受けて、気候変動への対応を約すとともに、COP21のサイドラインで開始された、国際太陽
光同盟(ISA)を前進させるべく、デリー近郊のグルガオンに於いて、ISA本部の定礎式及びISA仮事務
局の開所式を行った。
さらに、両首脳は、対テロ協力に関する共同声明を別途作成して発表した。その中で、両首脳は、
世界各地で発生している許しがたいテロを強く非難するとともに、パリ、イスタンブール、パターン
コート、ジャカルタ等での無実の人命の損失に対する苦痛と怒りを共有すること、このようなテロ攻
撃は人類全体及び基本的人間の価値に対する攻撃であることに留意し、テロに対して明確な非難を繰
り返し、共同でこの惨劇に立ち向う決意を再確認した。
４．日印関係
【日・インド外務次官対話】
１月７日


外務省発表によれば、東京において、日本側から齋木昭隆外務事務次官、インド側からS．

ジャイシャンカル外務次官が出席し、第１０回日・インド外務次官対話が開催された。
【日印海上保安機関長官級会合と連携訓練】
１月１３日～１５日


海上保安庁発表によれば、１３日、海上保安庁とインド沿岸警備隊は，原則毎年実施してき

た「日印海上保安機関長官級会合」をインド・デリーにおいて開催した。また、１５日には、海上
保安庁とインド沿岸警備隊の船艇・航空機が参加する連携訓練がインド・チェンナイ沖にて実施さ
れた。
今月の注目点：アルナーチャル・プラデシュ州が大統領の直轄統治下に？
アルナーチャル・プラデシュ州は、インド北東端、アッサム州の北方に位置する州であり、北は中
国、東はミャンマーに接している。人口は約１３８万人。
同州は、コングレス党のトゥキ州首相率いるコングレス党州政権である。全６０議席の内、４２議
席をコングレス党が、１１議席をＢＪＰが占める。昨年５月にＢＪＰに任命されたラジコーワ州知事
が就任。昨年１２月、同州知事が同州議会議長を弾劾するために州議会の早期開会を決定した後、コ
ングレス党は、上院議会で同州知事がコングレス党率いる同州政府に対し、必要以上に干渉している
として、ラジコーワ知事の辞任を要求する等、両党間の争いが発生していた。
１月２４日、モディ政権は、閣議においてアルナーチャル・プラデシュ州を大統領の直轄統治とす
ることを決定し、ムカジー大統領に助言した。同日、トゥキ州首相は、連邦政府が同州政府との協議
なしに大統領直轄統治を決定したことを衝撃だと述べた。２５日、コングレス党は右決定に反対し、
最高裁に訴えた。ムカジー大統領は、右決定につき、ラージナート・シン内相に詳細な説明を求めた
上で、憲法に基づき、２６日から、同州を大統領直轄統治下に置くこと、及び州議会の機能を停止す
ることを決定する布告に署名。インド内務省は、同州が大統領直轄統治下に置かれた旨発表。同州政
府の全ての機能と権限は、憲法や州法に基づき、大統領の指示や監督のもと、ラジコーワ州知事によ
って行使されることとなった。大統領の布告の効力は６ヵ月（延長可）
。２８日、連邦政府は、最高
裁に対し、トゥキ政権は、すでに過半数の支持を得ておらず不安定化している旨、同州は、武装勢力
も活動しており、中国との領土問題も抱えていることから、同州の不安定化は国益に関わる問題であ
り、大統領直轄統治の布告以外に選択肢はなかったと説明した。
本件については、同州のコングレス党員の中にＢＪＰを支持する造反者が出てきたことに端を発す
るとの見方がある。とすれば、今後、同州においてＢＪＰが勢力を拡大していく可能性も高い。
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5. イベント紹介
Japan-India Events
=◇ 最近のイベント ◇=
◆スバス・チャンドラ・ボース生誕会
1 月 23 日(土)葛西区民館にて、インド独立
の英雄であるスバス・チャンドラ・ボースの
119 回目の生誕会が開催されました。昨年 12
月に着任された、スジャン・チノイ駐日イン
ド大使も出席され、開会に際して、お言葉を
添えられました。また、日印双方からのメッ
セージも述べられ、音楽や、子供たちによる
パフォーマンスが披露されるなかで参加者は
日印の歴史的な縁に思いを馳せました。
(写真提供：八木豪彦氏)

◆第 67 回インド共和国記念日式典 in Tokyo
1 月 26 日（火）12:00～14:00、ホテル・オークラ
においてスジャン・チノイ駐日インド大使主催のイ
ンド共和国記念日式典が、日印双方の政財界や在京
外交団をはじめとする各界から多数のご来賓の出席
を得て、盛大かつ厳かに執り行われました。ちなみ
に 1950 年にインド憲法が発布され、共和国となった
ことを記念するこの日には、毎年首都デリーで盛大
なパレードが行われます。
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=◇ 今後のイベント ◇=
◆「Holi Yokohama 2016」の開催案内
色の粉を掛け合って豊穣を祈るインドの春の
訪れを祝う祭典「ホーリー（Holi）
」が、今年も
横浜で開催されます。
テーマは「横浜・春・色・インターナショナ
ル」
、場所は横浜の人気スポットのひとつ「赤レ
ンガ広場」です。横浜で開催されるこの祭典は
今年で 4 回目を迎えますが、横浜の春のイベン
トとして定着してきました。色粉かけあいコン
テスト、ダンス等のパフォーマンス、インドカ
レーやワイン・ビール・スパイス等の販売が企
画されています。インドを中心としたアジア各
国との交流・友好を深める国際色豊かなイベン
トです。
日時：2016 年 4 月 15 日（金）～17 日（日）
15 日は前夜祭 15:00～
16 日は 10:00～21:00
17 日は 19:00 まで
場所：横浜市 赤レンガ倉庫前イベント広場
主催者：Holi Yokohama 2016 実行委員会
日印協会も後援します。
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6. 新刊書紹介
Books Review
§「インドと日本は最強コンビ」
著者：サンジーヴ・スィンハ
出版社：講談社(＋α新書)
定価：本体 880 円＋税
ISBN：978-4-06-272922-2

著者にとって「すごいインド」
（新潮新書）に続く 2 冊目の本。前著で、日本とは対照的なインド
の「すごさ」と可能性を浮き彫りにしてくれたが、この新刊書では母国インドと長年住んだ日本との「異
質と同質」を語りつつ、お互いが理解を深めることによって大きな可能性が生まれると述べている。イ
ンドの一流大学インド工科大学（IIT）を卒業後に縁があって 1996 年に来日した著者は、日本の様々な
面で便利な物やシステムを知り、親切な人々に巡り会ってきたと、日本人自身も気付かない「日本のす
ばらしさ」を紹介してくれる。それは当の日本人には少し面はゆいところもあるが、
「日本の伝統的な価
値を残すことは停滞ではない。
一度失ってしまえば二度と取り戻せないかもしれない」
と警鐘を鳴らし、
一方、
「インドは発展途上国なのに考え方はいきなりアメリカのようになってしまっている。
インド人は、
グローバル化の中でもすばらしさを失わない日本に来てもっと日本のことを知って、日本人との交流を
深めてほしい」と呼び掛けている。そして、
「根回しスタイルで改善に向いている日本」と「大胆で変革
に強いインド」とがうまく手を組めば最強コンビになれると言う。
“新刊書紹介”コーナーで取り上げた書籍は、協会図書として会員の方には貸出をしております。他の
協会所蔵の図書も貸出可能です。貸し出し期間は 2 週間、1 回につき 5 冊まで可能です。どうぞ、ご利
用下さい。

｢日印友好バッチ｣頒布中
日印の友好を表す両国の国旗が交差するデザインのバッチを、
会員の皆様に実費でお分けしおります。
手渡し(事務局まで取りに来られる方)の場合は、1,000 円とさせて頂きます。
(郵送の場合は、別途送料がかかります)
裏面の文字は、
“1903 年創立 日印協会”です。
詳細は、事務局までお問い合わせ下さい。
E-mail partner@japan-india.com
FAX 03-5640-1576
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7. 掲示板
Notice
《次回の『月刊インド』の発送日》は、2016 年 4 月 8 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。
《事務局からのお願い》 日印協会では、
『月刊インド』を通じて会合催事等のご案内をしております
が、急な催事の場合は、E-mail を用いて行っております。E-mail アドレスをお持ちでない方やご登録頂い
ていない方にも、ご案内が行き届くように心掛けてはおりますが、開催日程の都合で、間に合わない場合
もございます。E-mail アドレスのご登録がまだの方は、事務局にご連絡を下さいますようお願い申し上げ
ます。また、
『月刊インド』はヤマト運輸のクロネコ DM 便を使用しています。郵便局に転居届を出されて
も、クロネコ DM 便は転送されませんので、ご住所･連絡先等の変更につきましても、事務局にご連絡下さ
い。連絡先は下記をご参照下さい。
《編集後記》 12 月の内に間違って桜が開花するほど暖冬と言われたこの冬も、1 月 18 日は全国的に大
雪に見舞われ、その後は寒い日が続きました。節分も過ぎ、陽光は春の気配を感じさせますが、まだ風が
冷たいです。千鳥ヶ淵の桜の開花はいつ頃か、インド大使館にお聞きしたいです。インド大使館の開花予
報が一番正確だそうです。インド本国では、今年の春の祭典 ホーリーは 3 月 24 日です。この日を過ぎる
とニューデリーではどんどん気温が上がり、4 月～5 月は最も暑い季節となります。低迷している日本や世
界の株価も暖かくなるとともに上昇するものと期待しています。
（宮原）

入会随時受付中
日印協会は、1903 年、長岡護美、大隈重信、澁澤榮一の 3 名が中心となって創設されました。以来、日
印の相互理解の促進を目的として、両国の友好親善に関する事業を行ってきました。
現在の協会の活動は、当協会の活動に賛同下さる会員の皆様からの会費によって支えられております。今後
もより良い活動を続けるために、当協会の活動にご賛同いただける法人･個人のご入会を歓迎致します。
インドに関心をお持ちのお知り合いの方がいらっしゃいましたら、是非日印協会をアピールして下さい。ご
希望により、当協会の活動に関する諸資料をお送りいたします。日印協会の活動に賛同して頂ける多くの法人
会員･個人会員のご入会をお待ちしております。
☆年会費：個人

一口（8,000 円）から

学生

一口（4,000 円）から

一般法人会員

一口（100,000 円）から

特別法人会員

一口（150,000 円）から

☆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。
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発行者 平林 博
編集者 宮原 豊
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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