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<インディラ ガンディー 国際空港 昨年オープンし面目一新したターミナル 3 〉 
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プロジェクト･プランナー 岩田紘行 

此度、原佑二常務理事と共に 6月 24日～7月 2日の日程でインドはニューデリー、チェンナイへ

出張致しました。出張目的は主に下記の 4点です。 

①変貌するインドを現実に体感し、関係各位よりの意見を聞き現況を把握する。   

②関係各位との情報交換、懇親を図る。 

③国交樹立 60周年を来年に控え、関係各位の要望を打診する。 

④インドとの交流促進の為、人事交流、文化交流、各地区交流の促進を検討する。 

そして、私個人としては 44 年ぶりにインドを訪問することになった訳ですが、一番に注目した

のは、今年 5月に乗ったオーストリア航空の機内誌で次の記事を読んだからでした。(以下訳文) 

｢昨年ニューデリーはオリンピック競技以降の 2番目に大きいスポーツ大会であるコモンウェルス(英

国連邦)競技大会の開催地であった。インド国家及びその首都にとってはインドの旅行インフラをきし

ませながら、新しい息吹を拭き込むには充分であった。予定されたプロジェクトを全て完成させること

は不可能ではあったが、旅行者は現在、主催国の輝かしい新たなハイテックな設備の恩恵を受けること

が出来ている。豊富につりあいのとれた新飛行場は現在完成し、運行している。例えば飛行場からの急

行シャトル列車は旅行者を首都中心部まで直行させてくれる｣ (訳文終了) 

私が抱いていたイメージにないインドです。又最近インドの人と会話をしていると、インドは変

わったと感じる事が多くなりました。小生自身も変わったとは思うのですが、最も変わったのは、

インドの人々の目の輝きの様な気がするからです。 

そんな思いを抱きながら、ニューデリーへ到着しました。 

Indira Gandhi International Airport は第 3 ターミナルが完

成し巨大な空港ハブと化していました。広々としたラウンジや

ゲート前の待合場、渋い茶色の程好い厚さのラッグなど洗練さ

れた欧州風のデザインにインド風味を加えて特異性を感じさせ

ていました（写真 1）。そして空港で働く人は皆好意的で、良く

懸命に動いていました。旅行者には Welcomeな気持ちが伝わってきます。 

空港からの車道は片道 4 車線となり、デリーの市街地へ向かっていて、

高架道路も整備されつつありました。Airport Metroは完全に開通(片道Rs.60

で約15分間隔で空港から市内中心地まで約25分で運行)しており、Reliance

製の1コイン(磁気チップ)を購入して乗車しました。車内にはCISF(Central 

Indian Security Force)の軍人が同乗、黒の探知犬(麻薬及び爆薬探知)ラ

ブラドル･レトリバーの愛嬌のある目を見た時はホットさせられました。昨

年秋開催のコモンウェルス･ゲーム以後の発展完成を感じました。 

次に驚かされたのは、翌日ハリアナ州グルガオン市を見学に行く途中で

立寄った Leela Hotelに隣接するインド最新の Ambience Mall(写真 2･3)で

す。モールへ入場するには、少しセキュリティチェックが厳しいが、郊外

型ショッピング･モールとしては素晴らしいものでした。Debenhams 百貨店

を始め、世界のブランド店が出店しており、ブランド品が日本での半値以下

で買えそうです。電気製品も高くはなく、USB メモリ 2GB が Rs.35(70 円)、

SD カード 2GB が Rs.25(50 円)、音楽 CD(Ravi Shankar 他)2 枚で Rs.420(840

円)などです。これではインド人ならずとも、購買意欲を駆り立てられる訳だ

と思いました。 

少し興奮しながら、Delhi Metro(大半は高架)に乗車し、グルガオンへ向か

いました。日曜日ながら 6-8 分間隔で運行されており、大変混雑していまし
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た。車両もボンバルディア製造のものと、日本の ODAローン供与で発注された三菱電機＋ローテム

(韓国)の共同製造のもの 2車種が運行されていました。車内は広く、近代的なデザインで清潔な感

じです。テロを警戒してか、BSF(国境警備隊)の兵士や探知犬が同乗しており、安心感があります。

女性専用車両や乗り場が設置されており、車内に“For ladies only” や “For Old or Physically 

Challengers”との洒落た表示が掲示されていました。駅構内の掲示板には“Wage: Skill;Rs.273/per 

day, Women unskill Rs.210/per day”との表示があり、Delhi Metro公社スリダラム総裁の指導に

よる公明性が垣間見られた感じがしました。料金は 1区間 Rs.16(32円)で、ここでもリライアンス

製の 1コインを買って乗車しました。(1日券は Rs.100) 

興奮させられた週末を過ごし、週明けからインドの現況を知るために多くの方々とお会いする事

が出来ました。皆様のご意見を拝聴でき、これからの日印協会の活動を行って行くうえで、非常に

勉強になり感謝している次第です。この紙面を借りて御礼申し上げます。お会いした方々全員を記

載させて戴きたいところですが、紙面の関係もあり失礼の段はお許し下さい。 

デリーでは斎木昭隆特命全権大使にお会いし懇談、竹若敬三経済担当公使、安澤一等書記官、西

谷経済調査官と面談しました。大使は赴任後即タミルナード州のジャヤラリータ新首相と在印大使

の中では第 1番に会う事が出来た事などをお知らせ戴きました。今年 2月の当協会主催の斎木新大

使の歓送会でお会いした時より若干インド風に日焼きされ、たくましさが増し大使としての風格が

感じられた気がしました。 

次に Japan Foundation(日本文化センター)ニューデリー館(写真 4、右は筆

者)、図書室(写真 5)を訪問、学生と懇談しました。空調の効いた整然とした

図書館で蔵書も比較的多いのですが、英日対訳の本が少なく、同じタイトルの

ものが 4－5 冊あるという状況でした。閲覧に来ていたインド女性は日本語教

室の先生でしたが、最近は日本人の先生がいない、先生を探す方法を教えて欲

しい、と嘆いていました。 

その夕方、Arjun Asrani氏(元駐日インド大使、I-J.P.F.会長、インド国家

安全諮問委員会委員)の自宅を訪問、歓談しました。氏は現首相のシン氏が財務

大臣の時、外務次官を務めたとの事であり、シン首相の人柄をよく熟知している

との事でした。工業化に進む現況の中、インドの発展の為には経済力の強化は一

番に大事ではあるが、インフラに対する投資の重要性を強調すると同時に雇用に

配慮する必要性を説いておられました。又教育が非常に重大な課題であり、研修

を受けた技術者の為の就職斡旋機関の充実完備を強調しておられました。 

デリーでの宿泊は、日印協会の会員で長年にインドで仏教の布教活動をされている中村行明先生

に、デリー市内の World Buddist Center の部屋を提供して頂きました。部屋はとても清潔で、朝

食前にチャイのサービスがあり、部屋の窓からみるデリーの風景は古いインドと新しいインドとの

混在でした。宿泊に際しては、特別のご配慮戴きましたこと、この紙面を借りて御礼申し上げます。 

チェンナイ空港は現在増築中で急激に拡大する需要に追いついていない感じで、街の道路も朝通

勤時、夜の帰宅時は超渋滞、運転マナーなどは程遠い感じでした。チェンナイでは、在チェンナイ

総領事館中野正則総領事、古川領事、原島専門調査員と懇談しました。JETRO･チェンナイ事務所藤

井所長からは、現在 2名の日本人職員を、毎月増加する日系企業の要望･対応のため今年中に 3名(財

務、自動車、地銀、インフラの専門)増員の予定と伺いました。この地域では日本商工会に 111 社

登録しており、その 20% は自動車関連企業である事、土地価格は 1エーカー当り 1,000 万ルピーと

他に比べて安く、マヒンドラ地区は当地の約 2 倍、スリーCityは半分の 500 万ルピーとの事です。

一方電力事情は悪くはないが、現在需要増に供給が間に合わな

いという状況です。一方インフレ率も高く、駐在員用のアパー

ト代は高価になっている事、海水の淡水化にはドイツ系企業が

開始しており、ホテル開発をはじめ外資系企業のデベロッパー

が落札している事など話して戴きました。 

翌日 ADK-AOTS-Dosokai 事務所 (写真 6 ･ 7)を訪問し、

Ranganathan 氏と面談しました。氏は(土木学を専攻、本職はゼ6 

Ranganathan 氏 
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ネコン会長)、東大理学博士の熊谷教授に師事(1969年)し、その後 ADKを立ち

上げたとの事でした。大変な親日家です。事務所では、クラス別の数室を有

する語学学校(鳩山先生、他)、DVD 室(4PCs)、AV Support Room、講演用ホー

ル(200 人収容可能)、研究室など多彩な設備を有しています。補習塾では約

60 人の生徒が通学しており、日曜日には約 500 人のインド人学生が日本語を

学習し、30 人の先生で対応しているとの事でした。年に 1 度、語学検定能力

試験を実施、2,000-4,000人の応募があり、10-20%の合格率との事でした。60

周年の記念催事にはアーティストの交換、江戸職人による実技講習、太鼓、お神楽などが予定され

ると嬉しいと言っていました。(当方から日本人向けタミル語会話辞典 DVD 付きを送付する事を約

束しました) 

午後、44年ぶりに Loyola College(写真 8)を訪問、本館及び学長･

事務局長棟、チャペルは昔のままでした。次に Meenaksshi 

Sundararajan Enginia college を訪問､学生数人による日本語での歓

迎の挨拶を受けた後、 K.S.Babai 校長(事務長を兼務)と面談しまし

た。毎年約 250名の生徒が日本語を習っており、4学年で約 1,000人

強の生徒が学習している事になります。生徒はチェンナイへ進出して

いる日本企業に就職する事を希望しているそうです。その日、日本語

を話せるタミル人の若者が｢44年前のチェンナイ(マドラス)はどんな風でしたか? 私は30年前も知

りません｣と話しかけてきました。インドの若さとバイタリティを少し感じた一時でした。 

今回の出張で感じた事は、ニューデリー、チェンナイは暑さは別として、緑が多く英国庭園都市

を思わせます。そして首都ニューデリーは今、都市開発、建設ブームです。(日本の昭和 30 年代、

70年代以前に類似)市内あちこちが道路工事中であり(道路網整備中の割には信号が少ないと感じま

したが)、埃っぽいが一雨降れば涼しくなり、爽快さが感じられました。そして体感した事は、イ

ンド人は 44 年前に比べるとよく働いている。朝 6 時前には通勤者が道路を歩き、バスを待ってい

るのです。そして(都会では)インド人の夕食は平均 8時頃だと聞きましたが、夕食時まで働き続け

ているのです。そこに仕事があり、向上心と競争原理により働く意欲が湧き、それが報いられる環

境にあるからだと思われました。｢やる気が出てきた｣、｢若い世代の台頭｣です。それに比して日本

人は以前ほど働かなくなり、20-30年先がとても心配です。東日本大震災の後、復興するためにも、

働く場を提供出来ない様な日本になっていることを思うと、インドの現状の方が幸せかも知れない

と考えさせられました。よく言われる、｢(インドに対する)上から目線はもうやめるべきである｣を

まさに体感した、今回の出張でした。 

只、デリーからの帰路、ドライバーが“Delhi is too much changing after the Commonwealth Games” 

と訛りの有るインド英語で話してくれたのが、無性に耳に残りました。
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日印協会学生会員  大木香奈 

 2011年 3月、私は一人でコルカタへ旅立った。海外旅行は何度かした経験があり、インドではホ

ームステイもした。更に、学部ではヒンディー語を 4年間勉強してきた。旅行に対して丸腰ではな

いものの初心者向けにはハードルが高いインドで、コルカタにあるユニセフでの 1 ヶ月間のインタ

ーンシップである。不安は当然あった。 

 そういった私の状況を、深く憂慮し、手を差し伸べて下さったのが平林理事長だった。理事長と

は、昨年 10 月にあったシン前駐日インド大使の還暦祝いの時に初めてお会いし、新旧駐インド日

本国大使歓送迎レセプションの時にコルカタの話をした。理事長は滞在中のアドバイスに加え、在

コルカタ総領事を表敬訪問するよう勧めて下さった。その理事長からの｢お守り｣が、到着早々、あ

れほどありがたいものになるとは、その時は知る由もなかった。 

 私はコルカタの空港に到着した瞬間から幾多のトラブルに見舞われ続けた。飛行機の到着時刻が

1 時間半も遅れ、預けたトランクがなかなか出てこず、受け取れるのに 1 時間もかかった。深夜 3

時、ユニセフに紹介されたフィールドワーク先の Loreto Day School Sealdah（以下、Loreto School）

から来るはずの迎えの人は、どこにも見当たらない。持ってきていた海外対応の携帯は電波を拾え

ず、外にある公衆電話も故障中でなすすべもない。一度出てしまった空港には入れてもらえない。 

 ウェルカムドリンクと称してチャイを飲ませようとする人を追いやり、しつこく寄ってくるタク

シーの運転手に｢迎えがくるの! ｣と言い張るが、動揺を隠しきれない。この人達のタクシーで近く

のホテルに行く? いや、絶対に危ない! 地理も全く分からない、もしかしたら危険な場所に連れて

行かれるかもしれない。朝が来るまでずっとここで居座った方がましだろうか、ここで無事に朝を

迎えられるだろうか?  

 そんな時、ネパール人女性に話しかけられた。「近くのホテルに行くから良かったら一緒に来る? 」

思わぬ申し出に、少し救われた気分になる。しかし、この女性もグルかもしれない。女性とはいえ

油断しては…と、なお悩んだが、結局その女性とホテルに行くことにした。女性が準備していたタ

クシーに乗り込むと、声をかけた理由を話してくれた。「私にはあなたと同い年くらいの娘がいる

の。だから、困っているあなたを見て放っておけなくて」と。ホテルにはすぐ着き、彼女は泊まる

部屋まで一緒に見に来てくれた。良かった。判断は間違ってなかったのだ。 

 翌朝、改めて無事であることに安堵した。早速インターンシップ先であるユニセフや派遣先であ

る Loreto Schoolに電話しようとするが、連絡がとれない。散々迷ったが、他に安心して頼れると

ころもなく、総領事館に電話することに決めた。 

表敬訪問の予定だったのに、これでは完全に救出願いである。呆れられるのではないかと思いな

がらも、電話をかけるとすぐに川口総領事が出て下さった。状況を説明し、Loreto School の電話

番号を伺うと、また 5分後にかけるようおっしゃった。かけ直すと「とりあえず公邸にいらっしゃ

いませんか? 」とのお言葉。申し訳ない気持ちでいっぱいになりながら公邸に着くと、ゲストルー

ムに案内された。 

総領事が昼食に戻られ、ご挨拶した。自分の準備不足を深く詫び、ご厚意に感謝した。このよう

な形で会うことになった不甲斐ない自分を恥じたが、総領事は優しく接して下さった。総領事は食

事中に(インドで初めて口にしたものが、まさかのざるそばと天ぷら! )、今後の指示として、ひと

まず学校へ行き宿泊先がきちんと確保されているか確認し、今日は公邸に泊まるように、とおっし

ゃった。そこまでして頂けることに大変恐縮したものの、甘えさせて頂くほかなかった。 

 宿泊先も確認でき、次の日から Loreto Schoolでの活動が始まった。この学校は教育を受けにく

いストリートチルドレンを基本的に対象としている。様々な理由により家族と過ごせない子どもに

は、学校の屋上を住居として与えている。学校そのものが学び舎であり、家でもあるのだ。 

朝は年長の児童とともに、下級生に英語の個人レッスンを行い、昼は図書館の整理、夕方は児童

と共にパソコンルームで過ごした。特に印象に残っているのは、この学校が行っているプログラム

の一つである、田舎の学校での児童間教育である。バスで 1 時間ほど離れたところにある学校で、

Loreto School の児童が先生となり、自分より下級生の児童に教える。英語のアルファベットを教

2. 私のコルカタ奮戦記 
My Struggle in Kolkata 
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えていたので、私もそこに混じり、一緒にペンを持ち、アルファベットの書き方を教えたりした。

Loreto School で行ったオリンピック(運動会)も懐かしい。いくつかのチームを作り、チームでの

応援方法を決めたり、旗も作ったりする。その後、様々な競技を

チームごとにローテーションで回り、最後に総合獲得ポイントで

優勝チームが決まる。ミニサッカーやボール投げなどがあり、小

さい児童の補助に入って、ともに楽しんだ。同じ競技を行うこと

で、児童もなついてくれ、優勝はできなかったものの、最後には

みんなで写真を撮り、良い記念となった。 

 そんなさなかに、東日本大震災が起こったのである。職場の先

生から｢家族は大丈夫なの!? 」と突然声をかけられ、初めてその

事実を知った。あまりに突然の大惨事で、事態を十分に理解でき

ず混乱したが、家族や友人の無事は確認できた。その後、だんだ

んと惨状がわかってくるにつれ、こんな国難にインドにいていいのかという、自責の念にも似た思

いが重く心を支配するようになっていった。その時に支えとなったのが、日印協会とのやり取りだ

った。私は渡印後も、日印協会学生会員として、現地特派員と称しメールを送っていたのだが、そ

の中で正直に複雑な思いを告げた。すると、｢今は、与えられた仕事と勉強に、与えられた期間し

っかりと頑張ることが、大木さんの責務です｣と理事長が激励して下さったのだ。今、自分にでき

ること、それは日印協会の学生会員としての誇りを胸にインドで頑張り、良いご報告をすることで

あると、再び決意することができた。 

 Loreto School でのフィールドワークを終え、職場をユニセフに移した。ユニセフでは図書館で

のデスクワークが中心で、Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE)という政

府が行っているプログラムを軸として、インドの初等教育についてまとめることになった。チーフ

の秘書を務めるキャロルさんからコルカタのユニセフの組織図や私が属している教育以外の分野で

どういったことが行われているかを伺うこともできた。彼女の仲間の方も、日本を励ます言葉をか

けて下さった。震災以降、海外にいるからこそ、日本と日本人が多くの深い思いやりの中にいるこ

とを、直接感じられたことに気付いた。 

 帰国も近づいてきた 23日、川口総領事が公邸での食事会に招い

て下さった。不安もあったが、「気後れせず堂々としていること」

と平林理事長からアドバイスを頂き、溝上大阪外国語大学名誉教

授にもベンガル語での挨拶を教えて頂くことができた。 

公邸には、ラビンドラ･バーラティー大学の副学長、シャルマー

国連協会会長、シタール奏者であるキショール氏などがいらっし

ゃった。特に、キショール氏のお嬢様であるマドゥチャンさんと

は、研究分野が同じ日印関係だったことや、留学中に早稲田大学

の山本武彦先生にお世話になり、当時、外務省にいらした理事長

にも研究の情報収集で大変お世話になったということで、話が盛

り上がった。その間、総領事の行き届いたご配慮を多く拝見することができ、この国難の時でも場

を明るく和ませる外交官としてのお姿に大変感銘を受けた。 

それから数日間、研究のためデリーに寄り、ユニセフでレポートの最終調整を行った。ここでも、

震災に襲われた日本を心配して、言葉が通じないながらも声をかけて下さる人がいて、嬉しく思い、

なんとか感謝の気持ちを伝えた。 

 3月 30日の帰国日、再び公邸を訪れた。最後にもう一度川口総領事にお会いし、感謝の気持ちを

お伝するためである。私的な御食事に同席させて頂くこととなり、一生涯忘れられないコルカタで

の楽しい最終日となった。 

 ｢人生航路は大きな川の流れによく似ている。その急激な流れの力によって、今まで流れたこと

のない、新しく、予想もしなかった水路が開かれてゆく｣コルカタが生んだ詩人、タゴールの言葉

である。初めてのインド一人旅、そこで見舞われた数々のハプニング、助けて下さった多くの皆様、

悲劇の大震災、そして、滞在を支えて下さった平林理事長と川口総領事。今までの自分の人生では

考えられないような経験や出会いがあった。人生には必ず波があり、順調なときもあれば、逆境の

ときもある。しかし、多くの方々との出会いで実現した数々の素晴らしい経験と、素晴らしい機会

を与えて下さった全ての皆様に感謝し、日印交流促進という誓いを果たすべく邁進してまいりたい。 

<学校のオリンピックにて> 

<左から、キショール氏女婿、マドゥチャン嬢、

筆者、キショール氏、川口総領事> 
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 ◆ ◆ ◆ 2011年 6月 ◆ ◆ ◆ 

 Ⅰ. 内政  

6月 1日 

 インド内務省は、シン首相の下で、東日本大震災を踏まえた防災態勢の見直しに関する会合が開催し、

シン首相は原子力庁や原子力公社等に対し、福島第一原発事故に鑑み安全対策をグレードアップし、想

定外の事故に留意するよう指示した旨発表。 

6月 6日 

 英字各紙は、インド北部のガンジス河畔の聖地ハリドワールを拠点に活動するヨガ指導者のムラデブ師

が、4日午前よりデリー市内で約 5万人の支持者を前に反汚職のハンガーストライキを開始、インド政

府が同日深夜に、ハンガーストライキが当初のヨガ集会との申請と異なり、政治集会であること等を理

由に退去を要請、翌日未明には警官隊が強制排除に乗り出し、ムラデブ師は警察官付き添いのもと 5

日にハリドワールに移動した旨報道。 

6月 8日 

 英字各紙は、西ベンガル州政府とゴルカランド運動を主導するゴルカ人民解放戦線が 2日間にわたる協

議後、7日に合意書に署名。 

 

 

 

 

6月 12日 

 英字各紙は、9日～11日の間にチャッティスガール州ダンテワダ県等で警察等の治安部隊がナクサライ

トによる三度にも及ぶ襲撃を受け、計18名が死亡した旨報道。 

 

 

 

 

6月 14日 

 ヒンドゥスタン･タイムス紙は、内閣インフラ委員会がアルナチャル･プラデシュ州における 2つの道路

の2車線化を承認した旨報道。 

 

 

 

 

6月 15日 

 英字各紙は、ジャヤラリタ･タミルナド州首相が就任後初めてデリーを訪問しシン首相と会談、2009年

の総選挙でのチダンバラム内相の当選は無効として同大臣の解任と、2G 汚職への関与が指摘されてい

るマラン繊維相の解任を要求した旨報道。 

 

 

 

 

 

 

3. インドニュース(2011年 6-7月) 
News from India 

 
 

メモ：  
両者の合意書では、1988 年に設置された行政機構である｢ダージリン･ゴルカ丘陵評議会｣に代わる新たな
行政組織を組織し、選挙を通じて発足させることなどに合意。バナジー州首相は合意書署名後、今次合意
をもってダージリン問題は解決したと宣言。 

メモ：  
アルナチャル･プラデシュ州はインドが実効支配しているが、中国が返還を要求している係争地。中国は国
境付近での道路建設等インフラ整備を強化しているが、報道では、2つの道路の 2車線化が完成すれば国
境付近での軍隊の移動にも資する旨報じている。 

メモ：  
報道によれば、ここ25日間でチャッティスガール州及びその周辺では、ナクサライトによる治安部隊に対す
る攻撃で既に警察官等 32 名が死亡している他、同州ダンテワダ、ナラヤンプール、バスターを結ぶ地域
は、ナクサライトによる攻撃被害が最もひどい地域である由。 

メモ： 
チダンバラム内相はタミルナド州選出。2009 年の総選挙ではＡＩＡＤＭＫ(党首はジャヤラリタ州首相)の候補
と議席を争い、ＡＩＡＤＭＫの候補が当選。チダンバラム側は再集計を要求するも第 2 次集計でもＡＩＡＤＭＫ
の候補者の当選が発表され、チダンバラム側は再度の集計を要求。第3次集計の結果、チダンバラム候補
の 3,354票の僅差での勝利が発表された。ＡＩＡＤＭＫ側はチダンバラム側から選挙管理委員会に不当な働
きかけがあったとしてマドラス高裁に提訴し、現在裁判が継続中。 
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6月 17日 

 インディアン･エクスプレス紙は、中央政府はアッサム統一解放戦線(ULFA)と今年後半に停戦合意に署

名する見込みである旨報道。 

6月 22日 

 英字各紙は、モンスーン国会が 8月 1日～9月8日の日程で開催される旨報道。 

 

 

 

 

 Ⅱ. 経済  

6月 1日 

 ヒンドゥー紙は、ホンダ･モーターサイクル･インディア社がラジャスタン州タプラカ工業地区で 2カ所

目となる二輪車工場の開所式を開催し、村松同社社長の他、ゲヘロット･ラジャスタン州首相、齋木駐

インド大使らが出席した旨報道。 

 

 

 

 

 インド首相府は、シン首相が鉄道省の 3名の閣外大臣、次官及び鉄道委員会の委員と会合を行い、イン

ド国鉄の詳細なレビューを行った旨発表。 

6月 3日 

 ビジネス･スタンダード紙は、世界銀行が、デリー･ムンバイ貨物新線(DFC)東回廊の第 1フェーズ(ウッ

タル･プラデシュ州のクルジャ～カンプール間343km)の9億7,500万ドルの借款供与を承認した旨報道。 

 

 

 

 

 

 

 

6月 9日 

 ヒンドゥー紙は、2010 年の原子力災害民事責任法により、原発事故の際に製造者が民事責任を負うこ

とになったため停滞していたインド･ロシア間の新原子炉建設に関し、両国間では製造者が責任を負う

ことを最終的な原発受注価格に反映させる交渉がまとまろうとしており、近く動き出す旨報道。 

6月 10日 

 インド統計局は、2011年4月の鉱工業生産指数(IIP)は前年同月比6.3%増であったとする速報値を発表。

メモ： 
同報道によれば、松村社長は、タプラカ工場の拡張とバンガロールの新工場の建設で生産能力は 2013 年
には年間 400 万台に達する、(同社の以前の合弁企業である)ヒーロー･ホンダ社との生産競争ではなく、イ
ンド市場の成長に注目しており、そのために第2工場を開所した旨述べた由。 

メモ： 
同発表によれば、シン首相は、バナジー前大臣の下での鉄道省の功績をたたえる一方、シン首相はそれ
らの構想を更に進めるためテンポを速めるべきであると述べるとともに、特に、ＤＦＣ、ジャンム･カシミール
鉄道プロジェクト、北東州鉄道プロジェクトについてスピードを上げる必要がある旨述べた由。また、ビジネ
ス･スタンダード紙は、鉄道委員会は 10 億ルピー以上の全てのプロジェクトや鉄道省の高官人事について
首相府が扱うことになるようであり、これはＤＦＣをはじめバンガロール空港高速線やインド-バングラデシ
ュ接続鉄道、マデプラ機関車工場などのプロジェクトが首相の下におかれることを意味すると報道。 

メモ： 
例年モンスーン国会は 7 月中旬から開始されるが、オンブズマン制度導入法案を含む重要法案策定のた
め政府は約2週間開始を後ろ倒しするとともに、会期も通常の 4週間より 1週間長い会期とした。 
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6月 13日 

 バス農業次官は、2010～2011 年産のインドの小麦生産量が 8,600 万トンに達し過去最高を更新する見

通しであり、また、2011年～2012年のコメ生産量は 1億 200万トンに達し過去最高となる見通しを表

明。 

6月 15日 

 ビジネス･スタンダード紙は、インド通信IT省電気通信総局は、旧態依然としたインド電信法を全面的

に見直し、通信事業の免許人に対し課されている普及義務を廃止し、より早くサービスエリアをカバー

した事業者に対してライセンス料を減額するインセンティブの導入等の新政策を導入することを検討し

ている旨報道。 

6月 16日 

 インド準備銀行(RBI)は四半期中間金融政策レビューを発表し、本年 4回目となる政策金利の引き上げ

を実施。2009年 5月の第2次シン政権が成立して以来、政策金利の引き上げは 10回目となる。 

6月 21日 

 ビジネス･スタンダード紙は、政府が外国からの直接投資(FDI)によるマルチブランド小売業を 6大都市

(デリー、ムンバイ、コルカタ、チェンナイ、バンガルル、ハイデラバード)に限定して許可する模様で

ある旨報道。 

6月 24日 

 インド財務省は、インフラプロジェクトへの長期資金供与を促進するためインフラ基金を設立する旨発

表。 

 

 Ⅲ. 外交  

6月 10日 

 インディアン･エクスプレス紙は、昨年11月の米印首脳会談での合意に基づき、米国はインドの NSG(原

子力供給国グループ)、MTCR(ミサイル技術管理レジーム)及び AG(オーストラリア･グループ)といった

輸出管理レジームへの正式加入に向けた加盟国への働きかけを開始した旨報道。 

 

 

 

 

6月 12日 

 スリランカ地元紙は、メノン国家安全保障補佐官、ラオ外務次官、クマール国防次官らからなるインド

政府代表団がスリランカを訪問し、ラージャパクサ大統領らと会談した旨報道。 

 

 

 

 

 

6月 14日 

 クリシュナ外相は、14日～15日にかけてカザフスタンのアスタナで開催された第11回上海協力機構首

脳会議にオブザーバー国として出席。 

 インディアン･エクスプレス紙は、クリントン国務長官及びゲイツ国防長官が参加する外務･防衛の閣僚

級｢2＋2｣対話実施に関する米側からの提案につき、インド国防省が首相抜きで複数省庁にまたがる閣僚

級の合同協議を行うことはどこの国が相手であっても不可能であると反対したことを受け、インド政府

は米国の提案に応じなかった旨報道。 

6月 17日 

 インディアン･エクスプレス紙は、19日～24日の間、ジャンム･カシミール州のデルタ部隊の指揮官(陸

メモ： 
報道によれば、インドは輸出管理レジームのうち、ＡＧ (注： 化学･生物兵器の拡散防止のためのレジー
ム) 及びワッセナー･アレンジメント (注: 通常兵器等の輸出管理レジーム) への加入資格を有している
が、ＮＳＧとＭＴＣＲにはＮＰＴに由来する加入要件があり、右がインド加入の大きな障害となる由。 

メモ： 
報道によれば、スリランカ側はシン首相に同国訪問を招待しており、インド側は今回の代表団訪問中に右
招待に応じる書簡をラージャパクサ大統領に手交、これにより 1987 年のラジブ･ガンディー首相の訪問以
来 24 年ぶりにインド首相のスリランカ訪問が実現する見通しとなった由。(注： ラジブ･ガンディー首相はス
リランカの反政府勢力であるＬＴＴＥに暗殺されており、それ以来、インド首相のスリランカ訪問は途絶えて
いた) 
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軍少将)を含むインド陸軍 8名の代表団が訪中し、印中防衛交流が 1年ぶりに再開する旨報道。 

 

 

 

 

 

6月 23日 

 英字各紙は、クリシュナ外相とともにミャンマーを訪問したラオ外務次官がアウン･サン･スー･チー女

史と面会した旨報道。 

 

 

 

6月 24日 

 インド外務省は、イスラマバードにて印パ外務次官協議が開催され、核及び通常兵器の信頼醸成措置に

関する新たな専門家レベル会合の開催等につき合意した旨発表。  

 

 Ⅳ. 日印関係  

6月 6日 

 デリーにおいて、第5回日･インド経済戦略会議が開催される。(日本側議長: 西宮外務審議官、インド

側議長：ゴーパラン財務省経済次官)  

6月 14日 

 インド外務省は、14日にウィーンを訪問中のラオ外務次官が天野 IAEA事務局長と会談し、インド･IAEA

間の協力や原子力安全につき意見交換を行った旨発表。 

6月 15日 

 デリーにおいて、第2回アフリカに関する日･インド政策協議が開催される(日本側代表：草賀外務省ア

フリカ審議官、インド側代表: シン外務省次官補)。 

6月 20日 

 デリーにおいて、第 5回日･インド･ハイレベル経済協力政策協議が開催される(日本側議長: 佐渡島外

務省国際協力局長、インド側議長: サクセナ財務省経済局長)。 

今月の注目点: インドにおける汚職反対の動き 

汚職が蔓延しているといわれるインドにおいて、昨年は 2Ｇ汚職疑惑で現役閣僚が辞任

に追い込まれるなどシン政権への打撃となったが、今年に入ってからはハンガーストライ

キという形でシン政権を揺さぶっている。4 月のハザレ氏によるハンストに続き、今月は

ヨガ指導者のムラデブ師がデリーでハンストを実施。 

同氏の要求は、以下の通り。 

①ブラック･マネー(注：税金対策で多額の資金が海外に違法預金されているもの)の国家

資産としての宣言 

②汚職審査のための特別法廷設置、 

③高額紙幣(500ルピー札及び1,000ルピー札)の廃止 

④汚職者に対する死刑･無期懲役処罰 

⑤首相の直接選挙制の導入 等 

政府側は空港にムカジー財務大臣ら4閣僚を派遣し2時間にわたりラムデブ師の説得に

あたるなど、ラムデブ師のハンスト阻止に躍起となったが、ラムデブ師は予定どおりハン

ストを実施した。ハンストは翌日未明に強制排除されたが、8月1日から開催されるモン

スーン国会ではオンブズマン制度導入法案の提出が予定されるなど、汚職問題はこれから

もシン政権の主要な課題の1つとなっていくと思われる。 

メモ： 
2010 年にインド陸軍の北部コマンド司令官他の代表団が訪中しようとした際に、ジャンム･カシミール州が
係争地域であるとの口実をつけて、中国が正規の査証の発給を拒否したことからインド側が反発し、印中
の防衛交流が途絶えていたが、本年 4 月の印中首脳会談で印中防衛交流の再開が合意されたもの。今
回のインド陸軍代表団に対しては正規のビザが発給された。 

メモ：  
スー･チー女史は、同女史の母親が駐インド大使であった間にデリーに滞在し、デリーにあるカレッジに進
学するなどデリーとのゆかりが深い。 



 

12 

◆ ◆ ◆ 2010年 7月 ◆ ◆ ◆ 

 Ⅰ .内政  

7月 5日 

 英字各紙は、現時点で 83郡が中央政府により左翼過激派の浸透郡として指定されているが、ナクサラ

イトの攻撃対象諸州の要請を受け、政府は新たに 20の郡を浸透郡として宣言することを決定したとみ

られる旨報道。  

 

 

 

 英字各紙は、アンドラ･プラデシュ州下院において、テランガナ地域出身議員 81名がテランガナ地域の

分離･独立を訴えて下院副議長に辞表を提出した旨報道。 

 

 

 

7月 7日 

 ヒンドゥー紙は、サブハルワル･ナーランダ大学副学長が、同大学が 2013年から、歴史学、環境･生態

学の学部を開設し、授業はキャンパス建設までの間は仮校舎で行われると述べた旨報道。 

7月 8日 

 英字各紙は、2G汚職問題を巡り、マラン繊維相がシン首相に辞表を提出した旨報道。 

 

 

 

 

 

7月 10日 

 ウッタル･プラデシュ州マルワン市付近を走行中のコルカタ発デリー行き急行列車が脱線し、約70名が

死亡。 

7月 11日 

 英字各紙は、アッサム州のグワハティとオリッサ州のプリー間を走る急行列車がアッサム州西部を走行

中に、遠隔操作による爆破装置が爆発し、4つの車両が脱線、約100名が負傷した旨報道。警察は爆破

テロとの疑いを持っているが、いかなる組織も犯行声明は出していない。 

メモ： 
インド国内にある｢郡｣は全部で 626。左翼過激派の浸透郡と指定されれば、安全インフラを整備するために
中央政府から多くの資金が得られるようになる。 

メモ：  
辞表を提出した州下院議員81名のうち 44名は与党コングレス党出身で、そのうち 11名は州大臣。野党テ
ランガナ民族委員会は 48時間のストライキを呼びかけ。 

メモ： 
マラン繊維相は2Ｇ汚職疑惑で辞任したラジャ通信･ＩＴ相の前任として、2004年5月～2007年4月まで通信･
ＩＴ大臣を務める。7 月 6 日に中央捜査局が最高裁に提出した報告書では、マラン大臣が 2006 年に携帯電
話会社Aircel社の社主に対し、同社主が所有するＡｉｒｃｅｌ社の株式をマラン大臣の縁故者が所有するMaxix
社に売却するよう促した旨記載されている。 
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7月 12日 

 パティル大統領は、シン首相の助言に従い、第2次UPA政権発足後2回目となる内閣改造を承認。主要

4閣僚(外務、財務、内務、国防)の交替はなく、若手の閣内への起用もなかった。主だったところでは、

ラメシュ環境･森林大臣(上位に閣内大臣を有さない閣外大臣)が閣内大臣である農村開発･飲料水･衛生

大臣に昇格し、環境･森林大臣にナタラジャン下院議員(女性)が就任、また、西ベンガル州首相に就任

したバナジー全インド草の根会議派(TMC)が務めていた鉄道大臣のポストには同じ TMCからトリヴェデ

ィ前保健･家族福祉担当閣外大臣が就任した。 

7月 13日 

 インド内務省は、12 日にアッサム統一解放戦線(ULFA)があらゆる形式の武装闘争の無期限停止を宣言

したことに対し、これを歓迎するとともに、インド政府は ULFAと｢作戦行動停止協定｣を近い将来署名

し、同協定を遵守するための基本原則がまとまることを期待する旨の報道発表を発出。 

 7日午後7時前後、ムンバイで約 15分間の間に3カ所で連続爆弾テロ事件が発生し、18人が死亡し131

人が負傷。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月 14日 

 シン首相はソニア･ガンディー･コングレス党総裁とともに、13 日に連続テロ事件のあったムンバイを

訪問し、テロ行為への非難や政府の事件への対応を説明する声明を発表。 

7月 15日 

 タイムズ･オブ･インディア紙は、2005 年以降のムンバイでのテロによる死者は 390 人で、カラチの死

者500人、カブールの死者520人に迫るレベルとなってきている旨報道。 

 

 Ⅱ. 経済  

7月 5日 

 エコノミック･タイムズ紙は、インドの電気通信紛争処理･調停機関が、デリーにおけるタタ･テレサー

ビシズ(NTTドコモが出資する携帯電話会社)への2G用周波数を付与することをインド通信･IT省電気通

信総局に対して指示した旨報道。 

7月 6日 

 英字各紙は、5日にチェンナイでインド産業連盟(CII)の全国大会が開催され、出席したジャヤラリタ･

タミルナードゥ州首相が、インフラ未整備問題解決の一環として、電力、港湾、造船等へのインフラ投

資誘致政策が記載された長期開発計画｢ビジョン2025｣を間もなく発表すると述べた旨報道。また、CII

のムツラマン会長は同州首相に対し、タミルナードゥ州の産業発展に関する問題に取り組むため、州政

府とCII代表からなる合同タスクチームの発足を提案した由。 

7月 7日 

 インド商工省は、日本及び韓国に対する鉄鉱石供給長期契約の更新を承認した旨の報道発表を発出。 

7月 8日 

 インド商工省は、本年6月のインドの対外輸出が前年同期比 46.4%増の292億ドルに上ったとする暫定

メモ：  
2008 年のムンバイ連続テロ事件以降初めて発生したムンバイでの連続テロ事件であり、かつ、印パ外相
会談が 7月 26日に予定されるというタイミングであったので、国際社会は本事件に敏感に反応。13日、ワ
シントンＤＣで行われた米露外相会談後の共同記者会見の冒頭で今回のテロ事件を非難する旨発言した
他、国連安保理、国連総会議長、ＮＡＴＯやＥＵも事件を非難する声明を発出。日本も枝野官房長官が記者
会見で事件を非難するとともに、外務報道官談話も発出。 
また、印パ両国は、パキスタン側ではザルダリ大統領やギラーニ首相が事件を非難する談話を発出すると
ともに、インド側ではシン首相が事件を非難しつつもムンバイの人々に冷静な対応と団結の維持を求める
など、今回の事件が対話の機運が盛り上がりつつある印パ関係に水をさすものとならないよう務めている
ことがうかがえる。 
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値を発表。 

 

 

 

7月 12日 

 英字各紙は、ムカジー財務大臣が議長を務める食料問題関係閣僚会議が、与党コングレス党の最大公約

の1つである食料安全保証法案を決定、右法案は8月1日から始まるモンスーン国会に提出され、可決

されれば2012年から施行される旨報道。 

 

 

 

 

 

 英字各紙は、食料問題関係閣僚会議が、食料インフレ抑制のために輸出禁止となっていたコメ(非バス

マティ米)と小麦について、穀物備蓄量が積み上がり備蓄スペースが無くなったことから、輸出を許可

する決定を行った旨報道。 

7月 15日 

 ビジネススタンダード紙は、現在検討が進められている新たな周波数法において、未使用周波数に係る

免許を取り消す権限を政府に与えることを検討している旨報道。 

 ビジネススタンダード紙は、財務省が通信IT省電気総局に対して、広帯域無線アクセス(ブロードバン

ド･ワイヤレス･アクセス)周波数のオークションを開始するよう要請した旨報道。 

7月 19日 

 英字各紙は、ラジャスタン州ラワトバハタで、インドで 25機目となる原発建設が開始された旨報道。 

 

 

 

 

 英字各紙は、インド原子力庁が、アンドラ･プラデシュ州トゥマラパリーで発見されたウラン鉱は当初

推定量の3倍となる4,900トン近いウランを埋蔵していることを明らかにした旨報道。 

 農業省は、2011～12年産の農作物の予測収穫量につき、2008～09年の記録を超え、2億 1,800万トン

と過去最高になる見込みとする最終予想(第4次)を発表。 

 

 Ⅲ. 外交  

7月 4日 

 インド外務省は、シン首相がハシナ･バングラデシュ首相と電話会談を行い、シン首相より、9 月 6 日

～7日にかけてバングラデシュを訪問しハシナ首相と旧交を温めることを楽しみにしていると述べた旨

発表。 

7月 5日 

 インド外務省は、北朝鮮に対する人道的食糧支援としてWFP経由で実施している 100万米ドル相当の食

糧支援に関し、900トンの大豆及び 373万トンの小麦が北朝鮮に到着し、シン在北朝鮮インド大使が陸

揚げに立ち会った旨発表。 

 デリーの在インド･フランス大使館は、NSGガイドラインの改訂が 2008年のインドのNSG例外化決定及

び印仏間の原子力協定に影響を与えると解釈されるべきではない旨の声明を発出。 

7月 7日 

 インド外務省はバングラデシュを訪問しているクリシュナ外相がモニ･バングラデシュ外相と会談し、

二国間投資促進･保護協定及びブータンからの車両のインド･バングラデシュ入国に関する標準作業要領

の2つの協定に署名した他、インド電力網のバングラデシュ電力網への連結等多くの成果があった旨発

メモ： 
2011年 6月期は輸入も前年同期比で 42.4％増加の 369億ドルにのぼり、貿易赤字は 77億ドルであった。
インドの貿易赤字は 2011年はほぼ一定して 80億ドル程度で推移している。 

メモ： 
今回決定された法案では、地方部世帯の75％、都市部世帯の50％が補助金により安価な穀物の供給を受
けられるもので、同法案を巡っては、権利を付与される対象世帯を広げようとする国家諮問会議(議長：ソニ
ア･ガンディー･コングレス党首)と対象を｢優先部門｣に限定すべきとする首相経済顧問会議との間で意見対
立があったが、今回の決定は両者の主張の間をとる形となった。 

メモ：  
バナジー原子力委員会委員長は原発建設に際し、｢我々は福島事故から教訓を得、前に進む準備ができ
ている。ドイツの原子力政策は国際世論とはなり得ない。欧米と異なり、インド国民の 40％は依然電気なし
の生活をしている｣旨発言。 
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表。 

7月 9日 

 アンサリ副大統領(兼上院議長)が南スーダン共和国の独立式典に出席。 

 

7月 16日 

 インド外務省は、ラオ外務次官が次期駐米大使に任命された旨発表。 

7月 17日 

 ヒンドゥスタン･タイムス紙は、インド政府は支援物資の配布プロセス及び海外支援プロジェクトのモ

ニタリングの合理化のため、開発支援機関｢開発パートナーシップ庁｣を設立予定である旨報道。 

7月 18日 

 インド外務省は、印パ双方の外務省の担当局長が出席し、LoC越え信頼醸成措置に関する作業部会が 18

日にニュー･デリーで開催され、LoC 越えの人の移動と貿易の円滑化のための追加的措置に関する意見

交換を行った旨発表。 

7月 19日 

 インドを訪問したクリントン米国務長官がクリシュナ外相との間で第 2回米印戦略対話を実施。 

7月 21日 

 インディアン･エクスプレス紙は、インド代表の空手チームのうちアルナチャル･プラデシュ州出身の空

手家5名につき中国大使館よりホチキス止め査証が発給された結果、同5名は中国での空手大会に出場

できなかった旨報道。 

7月 27日 

 デリーでクリシュナ外相とカル･パキスタン外相が会談を行い、二国間貿易や人の移動の促進等具体的

措置を含む共同声明が発出される。 

 

 Ⅳ. 日印関係  

7月 14日 

 デリーの日本大使公邸で、対日観光促進セミナーが開催される。 

 

今月の注目点: シン首相による第2次ＵＰＡ政権2回目となる内閣改造 

 本年1月の第1回改造に続いて、7月12日にシン首相は第2次ＵＰＡ政権2回目と

なる内閣改造に踏み切った。前回の内閣改造は極めて小規模なものにとどまりマスコミ等

から厳しい意見が相次いだことから、シン首相は予算国会 (2月21日～3月29日) 後に

より大きな改造を行う旨の発言を行っていたことから、当初は大幅な内閣改造の可能性も

取りざたされたが、結果的には今回も小規模な改造にとどまった。 

シン首相は今回の改造を州間のバランスやその他の要素を考慮したと述べたものの、主

要メディアからは、｢全てはコングレス党内の政治バランスに終始した。ＵＰＡ政権はリス

クを回避している。イス取りゲームは時代遅れの政治である｣(インディアン･エクスプレス

紙) や｢内閣改造の意図が汚職イメージをぬぐい去り、政治を活性化することにあったのだ

とすれば、それは失敗した｣(ヒンドゥー紙)など否定的な報道が多く見られた。ラメシュ環

境森林大臣をコングレス党の重要スキームを抱える農村開発大臣に抜擢してことについて

は、｢良いアイデア｣(タイムス･オブ･インディア紙) と評価する声や、｢環境･気候変動分野

で顕著な働きをみせたラメシュ大臣を農村開発相に据えたことは大きな疑問｣(ヒンドゥー紙)、

｢うるさいラメシュ大臣を環境森林相から外し、よりおとなしいナタラジャン大臣を据える

ことは、政府の産業振興政策にとっては好都合｣(ヒンドゥスタン･タイムズ紙) など、各メ

ディアに寄って異なる分析がなされている。 
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＝◇ 最近のイベント ◇＝ 

◆『ミティラー美術館コレクション展』開催 

6月 22日から 26日までインド大使館内インド文化センターギャラリーで、インド大使館とミティラー

美術館の主催、公益財団法人日印協会の後援で『ミティラー美術館コレクション展』が開催されました。

同展は 3月に開催される予定でしたが、11日に起きた東日本大震災そして翌日 12日に襲った長野県北部

地震のため、今回に延期されたものです。 

開会式ではプラサド駐日インド大使のご出席のもと点火式が行われました。

大使からはインド美術の1つである民俗画を紹介して今年で29年目を迎える

｢ミティラー美術館｣の重要性とその貢献に対して謝意を表明される一方、今

回の震災に対しての励ましの言葉が述べられました。ついで、ミティラー美

術館館長の長谷川時夫氏(学芸員兼務)が大使からの励ましに対するお礼と共

に、29年前新潟県十日町市での廃校を利用しての開館からこれまでの事、今

回の地震の被害等についてなどを語られました。 

各作品の紹介では、インドのフォークアートを代表するミティラー美術館

とも深い縁があったミティラー画の故ガンガー・デーヴィー女史(パドマ・シ

ュリ・アワード受賞者)の作品、日本で生まれた創造的な作品を中心に公開した旨の説明がありました。全

部で19点の作品ですが、インド大使館ギャラリーのサイズに丁度マッチしたおしゃれな展示となっていま

した。 

◆詩聖タゴール生誕 150年記念祭、盛大に行われる 

1913年に、アジアで初めてノーベル文学賞を受賞したラビンドラナー

ト･タゴールの生誕 150年記念祭が、2011年 6月 28日午後 6時、東京･

九段のインド大使館文化センター･ホールで盛大に行われた。 

記念祭は、記念祭実行委員会が社団法人横浜印度商協会の支援を受け、

タゴールの誕生日の 5月7日に上記ホールで開催する予定であったが、

東日本大震災の影響により開催を見合わせていたところ、インド大使館

の強い要望で、大使館主導で両団体がこれに協力する形で行われた。ホ

ールの定員が186名と少ないことや大使館のセキュリティー面への配慮

もあり、参会者は招待者に限られ、協会からは、平林理事長と青山事務

局長が参加した。 

 会の前半は、参会者の交流パーティーの形式をとり、インド大使館で独自に収集したタゴール関係の書

籍や、タゴールの筆になる絵(複製品)の展示が式典会場ホール前のホワイエでなされた。6 時半から式典

に移り、まずアロック･プラサド駐日インド大使、ナンディニ大使夫人、比良竜虎 (社)

横浜印度商協会･ICCJ 理事長(日印協会理事)、河合力タゴール生誕 150 年記念会代表に

より、インドの古式に則った開会の点火式がステージ上で行われた。続いてプラサド大

使、比良理事長が登壇して祝辞を述べた後、スワミ･メダサナンダ師(日本ヴェーダンタ

協会会長)が東日本大震災による犠牲者に対し追悼の意を表わすとともに、タゴールの詩

の中から平和へのメッセージを伝えた。続いてタゴールゆかりの文化催事がステージ上

で繰り広げられた。最後に記念会河合代表が登壇し、来会者とインド大使館の協力に謝

辞を送り、｢タゴールの会｣会長我妻和男先生の功績も称え、会を締めくくった。 

※我妻先生は、去る7月28日ご逝去されました。ご冥福をお祈り申し上げます。(P.19 ご参照下さい) 

タゴールに関する著作については、近年発刊されている 3 著を推奨したい。①我妻和男著『タゴール:

詩･思想･生涯』(麗澤大学出版会 2006年刊)、②森本達雄著『タゴール死生の詩』(人間と歴史社 2002年

刊)、③丹羽京子著『タゴール』(清水書院 2011年刊)  

写真･資料提供 日印協会理事 鹿子木謙吉 

4. イベント紹介 
Japan-India Events 

<絵を鑑賞される 

プラサド大使(右)と長谷川氏> 

<開会点火式> 

<河合力代表> 
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＝◇ 今後のイベント ◇＝ 
◇アジア南北の音橋―インド音楽･和楽器･自然の響き― 

現在進行形で行われているアジア南北の音楽革命を体感して下さい。 

日 時: 2011年 8月 30日(火)     19：00開場 / 19：30開演 

主催･会場: Super Deluxe  東京都港区西麻布 3-1-25  B1F  ☎03-5412-0515 

チケット: 前売り 2,000円 / 当日 2,500円 (ドリンク付き)  (協会会員予約不要) 

予約･詳細: URL    http://www.super-deluxe.com  または  http://www.sdlx.jp 

◇ヒンドゥー美術展―彫像と細密画 

  インド美術品のコレクションとしては国内で最も充実した石洞美術館での開催です。貴重な品々が展示されま

す。皆様、是非足をお運びください。 

       開催日時: 2011年 9月 3日(土)～12月 18日(日)  

       会  場: 石洞美術館  東京都足立区千住橋戸町23番地  ☎03-3888-7520  京成線千住大橋駅徒歩 3分 

       入 場 料: 大人 500円 / 学生 300円     詳細  URL http://sekido-museum.jp/ 

◇LOVE INDIA 2011 

  日本人シェフの、日本人による、インド料理ファンのためのイベントです。 

主催･申込: Love India 実行委員会     URL http://love-india.net/ 

問合せ先: 03-6849-0240 (イベント代表者 竹田太造    株式会社西木食品東京営業所) 
イベント 月日 内容 場所 

THALI 9/11(日) シェフ合作! 奇跡のターリー 
すみだ中小企業センター5F全ホール 
東京都墨田区文花1-19-1  ☎03-3617-4351 

COOKING 9/18(日) 日本人シェフのインド料理教室 
東京ガス新宿ショールーム 
東京都新宿区西新宿3-7-13  ☎03-5881-6000 

DINNER 
9/24(土) 

レストランで限定コース料理 
デリー東京ミッドタウン店  ☎03-5413-7278 

9/25(日) 新宿中村屋本店3階レガル  ☎03-3352-6163 

※すべて有料のイベント(参加費はイベントごと異なります)で、事前申し込みが必要となります。 

必ずHP、またはお電話にて詳細をご確認のうえ、お申込み下さい。 

◇ナマステ☆インディア2011 

  毎年恒例のナマステ･インディアが、代々木で開催されます。協会も第 1会場の代々木公園で皆様と出会える

のを楽しみにしております。また、第 2開場の“たばこと塩の博物館”では、講演会をおこないます。皆様お誘

い合わせの上、ご参加下さい。詳細は、次回 9月号でお知らせ致します。 

日  時: 2011年 9月 24日(土) 9月 25日(日)  

会  場: 第 1会場 代々木公園 / 第 2会場 たばこと塩の博物館 (東京都渋谷区神南1-16-8) 

講演会プログラム: 第 2会場(博物館)へは入場料(大人･大学生 100円/小中高 50円)が必要です。 

講演は無料です。 

月日 時間 演題 講師 

9/24 
(土) 

13:00～14:30 
神々が選んだインド(3) 
―インドマジックで津波被災地の子どもたちに笑顔を!  

山田真美氏  協会理事 
作家･日印芸術研究所言語センター長 

15:00～16:30 女ひとりインド取材記 
山下由紀子氏 
フリーライター・写真家 

9/25 
(日) 

13:00～14:30 最近のインド映画事情: インド映画 2011･秋の話題 
松岡環氏  
アジア映画研究者 

15:00～16:30 
脳出血から元気にしてくれた私の神様 
―ウコン  スパイスのマジック 

レヌ･アロラ氏 
アロラインド料理学院 院長 

 

§『6時間でできる! 2ケタ×2ケタの暗算』    §『南部アジア』世界政治叢書 7 

著者: 岩波邦明                              編著: 山影進･広瀬崇子 

発行: 小学館クリエイティブ                  発行: ミネルヴァ書房  

定価: 857円+税                                定価: 3,200円+税 

ISBN 978-4-7780-3726-0 C8041                  ISBN 978-4-623-06040-5 C3331 

夏休みお子様と一緒に、あるい                   編著を担当された両先生や伊豆山

はご自分の頭の体操に、インド                  真理先生はじめ、南部アジアに造

暗算を超えてみませんか？                      詣の深い先生方による書籍です。

5. 新刊書紹介 
Book Review 
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6. 日印貿易概況 (2011年第 1四半期-前年との比較) 
Trade statistics between Japan & India (January-March) 

T 

輸  出  総  額
2010年1～3月

第1･四半期

2011年1～3月

第1･四半期
輸  入  総  額

2010年1～3月

第1･四半期

2011年1～3月

第1･四半期

(日本 → インド) 186,024 219,461 (インド → 日本) 125,723 133,765
食 料 品 101 93 食 料 品　 13,497 24,524
原 料 品 3,078 3,180 　魚介類 5,297 4,927
鉱 物 性 燃 料 4,840 4,376 　(えび) 3,373 3,453
化 学 製 品 18,853 19,368 　肉類 0 0
　有機化合物 6,929 6,869   穀物類 101 104
　医薬品 551 606 　野菜 30 31
　プラスチック 5,815 5,579 　果実 949 957
原 料 別 製 品 40,852 46,852 原 料 品 21,038 24,717
　鉄鋼 25,209 30,355 　木材 6 41
　非鉄金属 2,826 1,667 　非鉄金属鉱 2,192 2,599
　金属製品 5,401 7,453 　鉄鉱石 13,646 17,550
　織物用糸・繊維製品 1,728 1,827 　大豆 0 0
  非金属鉱物製品 2,324 1,720 鉱 物 性 燃 料 49,786 35,433
  ゴム製品 2,499 2,993   原油及び粗油 0 0
  紙類・紙製品 864 821 　石油製品 49,558 35,433
一 般 機 械 54,444 75,727 　(ナフサ等) 49,554 35,417
  原動機 11,738 15,746 　石炭 27 0
  電算機類(含周辺機器) 365 450 化 学 製 品 10,140 11,493
  電算機類の部分品 390 490 　有機化合物 6,224 6,929
  金属加工機械 7,523 12,159 　医薬品 960 646
　ポンプ・遠心分離器 7,377 11,568 原 料 別 製 品 16,777 19,776
  建設用・鉱山用機械 3,465 2,067 　鉄鋼原料製品 4,898 6,241
  荷役機械 4,173 4,877 　非鉄金属 517 549
  加熱用・冷却用機器 2,187 2,236   金属製品 415 636
  繊維機械 3,752 7,054   織物用糸・繊維製品 3,092 4,208
  ベアリング 1,386 1,861   ダイヤモンド加工品 7,119 7,205
電 気 機 器 32,799 34,721   貴石及び半貴石加工品 182 184
  半導体等電子部品 5,345 4,052   その他非金属鉱物製品 293 1,024
  (ＩＣ) 3,744 2,102   木製品等(除家具) 21 7,594
  映像機器 278 256 一 般 機 械 2,721 2,843
  (映像記録・再生機器) 247 190 　原動機 458 572
  (テレビ受像機) 31 66   電算機類(含周辺機器) 27 25
  音響機器 22 46   電算機類の部分品 627 142
  音響・映像機器の部分品 923 82 電 気 機 器 1,553 2,699
  重電機器 3,422 7,420   半導体等電子部品 96 213
  通信機 1,928 987   (ＩＣ) 16 32
  電気計測機器 3,994 6,070   音響映像機器(含部品) 21 6
  電気回路等の機器 5,998 7,591   (映像記録・再生機器) 0 0
  電池 659 142   重電機器 423 320
輸 送 用 機 器 26,682 17,693   通信機 19 396
  自動車 9,940 3,097   電気計測機器 111 218
  (乗用車) 2,327 2,989   輸送用機器 652 1,029
  (バス・トラック) 101 108 　自動車 151 146
  自動車の部分品 11,942 13,434   自動車の部分品 465 848
  二輪自動車 86 63   航空機類 0 1
  船舶 - - そ の 他 9,557 11,219
そ の 他 15,390 17,450   科学光学機器 184 162
  科学光学機器 2,908 3,646   衣類・同付属品 6,208 6,999
  写真用・映画用材料 1,333 1,205   家具 66 78
  記録媒体(含記録済) 1,020 605   バッグ類 669 767

資料：公益財団法人日本関税協会『外国貿易概況』『日本貿易月表』        ０は表示単位に満たないもの －はデータの無いもの    

(単位：100万円)
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<次回の『月刊インド』の発送日> 

次回は、9月 9日(金)の発送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。 

<事務局夏季休暇のお知らせ> 

  8月 15日(月)～8月 19日(金)まで、夏季休暇とさせて頂きます。期間中の事務局へのお問合せ等

は、E-mailにてお願い致します。休暇終了後回答致します。 

<編集後記> 

6 月は原常務理事と岩田プロジェクトプランナーが、そして今月は青山事務局長がインドへ出張

しております。インドの猛暑期は過ぎたとはいえ、この時期に出張業務をこなせるのは只者ではな

いと、ひそかに賞賛(手前味噌ですが)しております。一方、事務所にいらしたお客様に｢インドに

は何回行かれましたか? ｣と尋ねられた編集子は、正直にインドどころか海外にも行ったことが無

いと答えて、笑われてしまいました。そんなインド未体験編集子がインドに行った時にも、役に立

ちそうな事を盛り込んだ出張報告となっていると思いますが、如何でしょうか?  

『月刊インド』に関してご意見･ご感想等ございましたら、是非事務局にお寄せください。 

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.108  No.6 (2011年8月12日発行)     発行者 平林 博    編集者 青山 鑛一 
発行所  公益財団法人 日印協会   

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-14 スズコービル2階 
Tel: 03-5640-7604    Fax: 03-5640-1576    E-mail: partner@japan-india.com 
ホームページ: http://www.japan-india.com/ 
 

 

 

 

 

7. 掲示板 
Notice 

日印親善のために会員の輪を広げましょう  

法人会員･個人会員の入会をお待ちします 
 

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と両国

の親善増進のために、日々地道な努力を続けてまいりました。ここ数年来の日印の良好な関係がよ

り一層深まるためにも、会員の獲得は重要な課題であると考えています。インドに興味のあるお知

り合いの方がいらっしゃいましたら、是非日印協会をアピールして下さい。 

ご希望により、当協会の活動に関する諸資料をお送りいたします。 

日印協会の活動に賛同して頂ける多くの法人会員･個人会員のご入会をお待ちしております。 

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

学生            3,000円/口                       学生 1,000 円 

一般法人会員  100,000円/口                       法人 5,000 円 

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

我妻和男先生(筑波大学名誉教授・麗澤大学名誉教授) ご逝去 

かねてより病気療養中であった我妻先生は、7月 28日(木)に、ご逝去されました。 

長年に亘り日本とインドの交流に尽くされ、その功績により、2008年には瑞宝中綬章を受賞されています。 

また、日印協会の理事、顧問として、協会の活動にご協力･ご支援賜りました。 

お通夜は 7月 29日、告別式は 7月 30日に行われました。 

ご葬儀には、日印協会として弔電と生花をお贈りし、青山事務局長が参列致しました。 

ここに謹んで哀悼の意を表し、ご冥福をお祈り申し上げます。 
 


