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1. 日印国交樹立 60 周年行事 ｢写真展｣と｢シンポジューム｣の開催報告
Japan-India Diplomatic Relations
日印協会は、さる 3 月中旬、春爛漫いろいろな色の花咲く美しい街ニューデリーのインド国際会
館(IIC)において、IIC ならびに国際交流基金ニューデリー事務所との共催で、｢日印交流の歴史写
真展｣と｢日印関係の回顧と展望｣と題してのシンポジュームを開催しました。
IIC は緑豊かなロディ公園の一郭にあり、周りには国際連合、世
界銀行、ユニセフといった国際機関のデリー事務所、フォード財団、
フランス文化局、Art Foundation INTACH などの建物も有ります。
IIC は、東京六本木にある国際文化会館を参考にして 1962 年に正式
設立されました。開設 2 年前には、皇太子･同妃殿下(今上天皇ご夫 <皇太子･同妃殿下 訪印記念礎石>
妻)がご結婚直後ではありましたが訪印され、礎石を置かれました。
日本とはとても縁のある場所です。IIC の正面入口右側の壁面には、そのことが記載された記念の
大理石がはめ込まれています。今年はその IIC の設立 50 周年の Golden Jubilee でもあり、記念催
事として、この一年間毎日の様にいろいろな催事が開催されており、連日、会員(現在会員数は 6,000
人との事)のみならず多くの一般参加者が来訪していました。
日印国交樹立 60 周年の節目の年でもあり、写真展はこの上もない最善のタイミングでした。
写真展の開会式は、13 日 17 時から IIC の別館において行われ、インド政府からシャルマ商工大
臣が主賓として出席戴きました。式は IIC のカヴィタ･シャルマ理事長の司会進行で来賓の紹介が
あり、IIC のソラブジー会長の開会の挨拶から始まりました。斎木駐インド日本大使は、マハトマ･
ガンジーの｢排他的特権を求めるならば、いかなる文化も存在し得ない｣との言葉を引用した上で、
｢日印関係は歴史的に包括的･総合的に友好関係にある｣とされ、今回の写真展は、日印の歴史的友
好関係の変遷を良く表現していると祝辞を述べられました。
その後、森喜朗日印協会会長の発案で、参加者全員で、昨年の東日本大震災で亡くなられた犠牲
者の方々への弔意をこめて 1 分間の黙祷を行いました。森会長は、震災直後インドが宮城県女川町
へ派遣して下さった災害救助支援隊 46 人の寒風のなかでの心のこもった救助活動、瓦礫の撤去、
とくにご遺体を棄損しないための素手によるご遺体発見活動などを報告するとともに謝意を述べ、
参加者全員の涙腺を緩ませました。さらに日印協会の会長として、今回の写真展は、日印協会が 109
年の歴史の中で日印友好に貢献してきたことを示すも
のでもあり、また翌 14 日に開催されるシンポジューム
では日印友好の回顧と将来への展望を提言することに
より、更なる友好な日印関係の発展につながるであろ
うとの期待を表明しました。森会長は、最後に、記念
すべき日印友好関係の催事を、この日本と縁の深いイ
ンド国際会館の 50 周年にあわせて開催･共催できたこ
とを喜び、IIC の 50 周年のお祝いの意を込めて、日本
の『五月人形･武者かぶと』(表紙写真)を、記念の 2 枚
の写真とともに贈呈しました。(現在それらの記念の品 <写真の贈呈
(左)日印平和条約調印、(右)皇太子同妃殿下訪印>
は IIC の会長室に飾られています)
そのあと主賓として臨席したアナンド･シャルマ商工
大臣が祝辞を格調高く述べ、｢写真展｣が日本と縁の深いこのインド国際会館の 50 周年にあわせて
開催できたことを喜びながら、｢両国は 100 年以上に亘って互いに相手をよく知り、知恵と知識を
交換し、伝統と哲理(原理)を交流してきました｣と述べられました。さらに、｢あの忌まわしい悲劇
が日本を襲いましたが、再び貴国民は不屈の意志と勇気を呼び起こしました。そのような大変な状
況の中、野田首相が昨年 12 月 28 日に首脳会談のため訪印戴いたことを高く評価しております。こ
のことは DMIC(デリー･ムンバイ産業大動脈構想)に投資される 45 億米ドルに関するコミットメント
以上の名誉なことです｣と述べると、参加者から大きな拍手が起こりました。
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<←点火式
左より、平林理事長、ソラブジーIIC 会長、シャルマ
商工大臣、森会長、斎木駐印大使
(写真提供; IIC)>
<↓写真展を見学する参加者達>
<↓レセプションの様子>

最後に、進行役のシャルマ所長よ
り、出席者への謝意を述べ、次いで
Art Gallery 前での点火式に移りまし
た。点火式ではスピーチ戴いた 4 人
に平林博理事長も参加しました。点火式の後、出席者は、Art Gallery 内の 62 枚の写真とそれらの
説明文や年表の観賞を行い、続いて、さわやかな夕暮れ時、中庭でのレセプションでは日本のお酒
と共に日本の味を賞味しながら談笑しました。ご夫婦での参加が多かったので、最後まで和やかに、
そして優雅にあちこちで歓談の声が聞かれました。
翌 14 日、別館の会議場において、｢日印関係･回顧と展
望｣と題したシンポジュームが行われました。
第 1 セッションは、ゴンザルヴェス元外務次官･元駐日
大使がモデレーターを務め、アスラニ元駐日大使と平林理
事長がパネリストとなり、日印関係のこれ
までを回顧し、第 2 セッションにつなげま
した。第 2 セッションでは、平林理事長が
モデレーター、榎泰邦･日印協会顧問(元駐
印大使)、ケサヴァン元 JNU 大学教授(現オ
ブザーバー･リサーチ･ファウンデーション
<上 第 1 セッション 左から、平林理事長、
ゴンザルヴェス元駐日大使、アスラニ中日大使
特別研究員)がパネリストとなり、最後に平
下 第 2 セッション 左から、榎顧問、平林理事長、
林理事長が全体のまとめを行うとともに、
ケサヴァン元 JNU 教授>
将来の日印関係を論じ、一定の提言を出しま
した。
この中には、下記のような提言が含まれました。
<1>インドにおけるインフラ整備に関する日印協力。
特に、デリー･ムンバイ間の産業大動脈構想と貨物新線計画の一層の推進、日本企業が増大中のバ
ンガロールとチェンナイを結ぶ高速鉄道の建設など連結製鋼所に関する日印協力の推進、デリー
で成功したメトロ計画の地方都市への波及。
発電所、特に原子力発電における協力の推進、その為の日印原子力平和利用協定の早期締結。
スマートシティー構想の推進など新たな分野のエネルギー計画の推進。
<2>外交安全保障分野における日印協力の拡大。(議論はありましたが)日中印参加国間の対話の開始。
<3>｢戦略的グローバル･パートナーシップ｣にふさわしい、
地球規模問題についての日印協力の推進。
この中には、気候変動問題での政策協調、国連安全保障理事会の改革と日･印･独･ブラジルなどの
新規常任理事国入り、世界的に広がる伝染病(マラリア、結核、HIV-AIDS)対策のための協力、ア
フリカなど後発途上国に対する日印協力しての開発援助(いわゆる三角協力)の推進。
各セッション後の質疑応答は、極めて活発でしたが、意見交換は、森会長も参加した昼食レセプ
ションでも続きました。
提言の詳細(英文)は、当協会 web サイトの｢読者提言｣欄
URL http://www.japan-india.com/columns/view/32 でもご覧頂けますので、ご参照下さい。
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なお、
デリーでの｢写真展｣には延 800 人近いインドの VIP
に観覧戴きました。
デリーの後、当協会は、国際交流基金デリー事務所、
ABK-AOTS-DOSOKAI(ランガナタン会長)、印日商工会議所(ク
リシュナスワミ会長)の三者の協力を得て、チェンナイで
野田参事官↑
も開催(3 月 24～31 日、チェンナイの学生が多数鑑賞し 600
人強の来展)致しました。
<↑写真展の見学に来たインドの学生達
今後ほかのインドの都市での開催も、企画されてお
(写真提供; IIC)>
ります。
<↓チェンナイで開催された写真展
なお、森喜朗会長は、斎木大使にご同行を願い、14
(写真提供; ABK-AOTS-DOSOKAI)>
日 10 時から、首相公邸においてマンモハン･シン首相
)>
↓クリシュナスワミ会長
と会談し、旧交を温めるとともに、本年いっぱい企画
されている 60 周年行事の成功と更なる日印友好･協力
関係の促進に合意しました。森会長は、シン首相の本
年秋の訪日の際には、歓迎行事を開催することを伝え
ました。また、森会長や平林理事長は、アシュラニ･
↑中野チェンナイ総領事
クマール計画･科学技術大臣主催のレセプションに出席
↑ランガナタン会長
し、インドの要人たちと歓談しました。
平林理事長は、別途、野田日本大使館参事官に同行
を願い、ICCR(Indian Council for Cultural Relations)会長のカラン･シン博士を自宅に往訪し、
歓談しました。会長は現在 81 歳との事、足が若干ご不自由な感は見受けられますが、元カシミー
ルのマハラジャの風格をもって応対されました。理事長より日印協会の説明、日印交流の歴史の説
明、今回の催事の説明などを行いました。シン会長は、来る 9 月のナマステ･インディア祭に参加
のために来日する予定の由でした。
｢写真展｣と｢シンポジューム｣は当協会にとって、｢日印国交樹立 60 周年｣に際しての多くの行事
のなかでも最大のものです。
事務局では半年以上の時間をかけ全員野球で取り組みました。さらに、
現地では、鹿子木理事、そして学生会員の大木香奈さんが、参加して支援をして下さいました。
本行事の実現に当り、ご協力、ご支援賜りました全ての方々に、この場をお借りて御礼申し上げ
ます。特に、本行事のために特別にご寄付を賜りました、法人会員の下記 9 社の皆様に対して心か
ら感謝を申し上げます。
スズキ株式会社、トヨタ自動車株式会社、三井物産株式会社、三菱商事株式会社、住友商事株式会社、
コマツ、株式会社 NTT ドコモ、第一三共株式会社、株式会社シンリョー
(岩田紘行 記)

2. 2012 年度予算理事会･評議員会報告
Report from the Board of Directors & Council of Trustees
Ⅰ. 理事会
去る 3 月 1 日(木)、当協会の 2012 年度事業計画案と予算案などを審議する理事会が、港区六本木
の国際文化会館で開催された。
当日は、19 名の理事のうち、森会長を始め 16 名の理事と、監事 1 名が出席した。
事務局より議案に沿って第 1 号から第 6 号までの議案について説明を行い、決議が必要な議案に
ついては全会一致で承認を得た。議案については下記の通りである。
(決議事項)
第 1 号議案『2012 年度(平成 24 年度)事業計画(案)』の承認に関する件(PP.6～7 参照)
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第 2 号議案『2012 年度(平成 24 年度)予算(案)』の承認に関する件(P.8 参照)
第 3 号議案
(報告事項)
第 4 号議案
－
－
第 5 号議案
第 6 号議案

評議員会の招集
日印国交樹立 60 周年記念事業
｢日印交流の歴史 写真展｣及び｢パネル･ディスカッション｣の開催(ニューデリー)
日本における記念事業(在京インド大使館主管)
ご寄附に対する御礼とお願い
内閣府の世論調査結果 日本とインドとの関係

Ⅱ. 評議員会
3 月 5 日(月)、2012 年度予算評議委員会を、港区六本木の国際文化会館で開催した。評議員現 7
名のうち 5 名が出席した。
出席評議員の互選により谷野作太郎評議員が議長に選出された。事務局より 3 月 1 日に開催され
た理事会で承認された第 1 号及び第 2 号の議案と、第 3 号から第 5 号までの議案について報告を行
った。議長より、全ての議案が適切に審議され承認された旨発言があり、全議事を終了した。
(報告事項)
第 1 号議案『2012 年度(平成 24 年)事業計画(案)』に関する件
第 2 号議案『2012 年度(平成 24 年)予算(案)』に関する件
第 3 号議案 日印国交樹立 60 周年記念事業
- ｢日印交流の歴史 写真展｣及び｢パネル･ディスカッション｣の開催(ニューデリー)
- ｢日本における記念事業｣(在京インド大使館主管)
第 4 号議案 ご寄附に対する御礼とお願い
第 5 号議案 内閣府の世論調査結果 日本とインドとの関係

2012 年度(平成 24 年度)事業計画
1．今年度も、日本とインドにおいて両国の友好親善と相互理解の増進を目的とした定款に定める
五つの公益目的事業(注; 公①～⑤)を下記の通り行う。
(1)インドの政治、経済、社会、文化に関する情報収集、調査、研究を行い(公①)、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』を通じて紹介する(公
③)
(2)両国の企業、とくに日本企業のインド進出に対するアドバイス(公⑤)
(3)インド舞踊や音楽などの文化行事の後援やナマステ･インディアのような各地のインド祭へ
の参加(公④)
(4)各大学や大学院の｢インド紹介講座｣の支援及びアイセックや日印学生会議などの学生団体の
交流事業への支援(公⑤)
(5)在日インド人コミュニティーとの連携とインドの印日協会との交流促進(公②)
(6)協会のホームページを通じ、インド関連情報のタイムリーな発信と内容の充実、さらにツイ
ッターへの発信により交流の裾野拡大を図る(公③)
2. 本年は｢日印国交樹立60周年｣という節目の年であり、両国の大使館が中心となり多くの催しが
計画されている。秋にはマンモハン･シン首相の訪日も予定されており、協会役員と会員企業、
さらに内外の関係団体とも協力してこれら催しに参加する。現時点で、協会が関わった行事、
予定されている行事は下記の通りである。
(1)1月16日、九段のインド大使館主催｢日印国交樹立60周年記念式典｣に参加、当協会所蔵の日
印交流の歴史を記録した写真を展示。翌17日から20日まで、大使館カルチュアル･センターB1
ギャラリーにて『日印交流の歴史写真展』として公開、インド人学校の学生を含め多数が来観。
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(2)3月13日、ニューデリーにて、インド国際センター(IIC)及び国際交流基金ニューデリー日本
文化センターと共催で、『日印交流の歴史写真展』及び｢日印関係、回顧と将来への展望｣と
題し、歴代の両国の大使及び学者によるシンポジュームの開催。
(3)4月以降、インドの各都市、さらに横浜、神戸など日本各地の国際交流行事に参加して｢写真
展｣の開催、｢親日国インド｣との交流をアピール。
(4)7月、2002年の｢日印国交樹立50周年｣時の元駐印、元駐日大使によるシンポジューム
(5)9月22日･23日、代々木公園で開催する世界最大のインド祭｢ナマステ･インディア｣を支援す
ると共に、恒例の｢インド文化講演シリーズ｣を主催。
(6)9月中旬、(公財)日本国際フォーラムに協力してインドのシンク･タンクと“Japan-India
Dialogue”と題したシンポジュームの開催を検討中。
(7)10 月 6 日～12 月 16 日、虎ノ門大倉集古館で、｢インドの神々(仮題)｣の展示会を予定。協会
がインド政府より寄贈を受け、現在上野の東京博物館に寄託、公開している｢石造バイラーヴ
ァ立像｣を、故山内利男氏収集の神像の数々と同時展示を予定。
3. 今年度の総収入は約27百万円の見込みで、会員からの会費収入と寄付金が94%、残りの約6%が
事業活動を通じた収入である。
･事業活動支出は約28百万円、事業費と管理費の比率は87:13である。
･収益事業はなく、事業収支はマイナスだが、その幅は年間100万円前後に留めることを目標とす
る。
4. 活動の基盤である法人会員は現在111社である。関係者の協力を得て、今期は115社を目標とす
る。会費収入の増加と人件費と管理費をコントロールすることで当面の収支は安定したが、協
会が主体の行事や活動を行なうには十分とはいえない。新規会員の獲得に加え、講演会や諸行
事開催の際には、公益法人としての優遇税制を活用した寄付金募集活動を積極的に行なう。
以上
(注)定款に定める公益目的事業
事業番号
公① インドの政治、経済、文化などに関する情報収集、調査、研究
公② 日本人とインド人との交流促進の場の提供
公③ 講演会の開催、更に機関紙の発行を通じたインド及び日印関係に関する知識、情報の普及及び啓発
公④ 文化行事等の開催及び後援などによる文化交流の促進
公⑤ 日印双方の政府、関係団体に対する提言。さらにこの法人の目的を達するために必要な事業
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公益財団法人 日印協会 2012年度 （平成24年） 予算案 （損益計算書ベース）
Ⅰ

科
目
経常増減の部
(1)事業活動収入
① 基本財産運用収入
② 受取会費（含 入会金）
特別法人会員
一般法人会員
個人会員
③ 事業収益
１情報収集・調査研究
２交流促進
３講演会・月刊インド
４文化行事の開催
５提言事業
④ 受取寄付金
60周年記念事業
その他一般寄付金
⑤ 雑収益

5,000
21,800,000
10,200,000
9,000,000
2,600,000
2,800,000
0
2,200,000
300,000
300,000
0
1,500,000
0
1,500,000
5,000

0
300,000
1,100,000
-800,000
0
-1,294,000
0
-1,170,000
176,000
-300,000
0
2,615,000
4,050,000
-1,435,000
0

27,810,000

27,731,000

26,110,000

1,621,000

(2)事業活動支出
① 直接事業費
１情報収集・調査研究
２交流促進
３講演会・機関誌・HP
４文化行事の開催
一般文化行事
60周年記念事業
５提言事業
② 間接事業費
役員報酬
事務人件費
物件費
旅費交通費
賃貸料
減価償却費
通信費他

11,300,000
1,300,000
2,700,000
3,600,000
3,500,000
1,000,000
2,500,000
200,000
13,852,000
3,360,000
5,600,000
4,892,000
880,000
2,500,000
72,000
1,440,000

12,450,000
9,850,000
1,120,000
1,500,000
1,730,000
3,150,000
3,600,000
4,500,000
5,950,000
600,000
50,000
600,000
5,900,000
0
50,000
100,000
13,372,000 14,070,000
3,360,000
3,360,000
5,500,000
5,500,000
4,512,000
5,210,000
880,000
960,000
2,240,000
2,500,000
72,000
80,000
1,320,000
1,670,000

2,600,000
-380,000
-1,420,000
-900,000
5,350,000
-550,000
5,900,000
-50,000
-698,000
0
0
-698,000
-80,000
-260,000
-8,000
-350,000

事業費 計 (①+②）

25,152,000

25,822,000

23,920,000

1,902,000

840,000
1,320,000
1,528,000
300,000
220,000
630,000
360,000
18,000

840,000
1,300,000
1,308,000
180,000
220,000
560,000
330,000
18,000

840,000
1,300,000
1,560,000
300,000
240,000
630,000
370,000
20,000

0
0
-252,000
-120,000
-20,000
-70,000
-40,000
-2,000

3,688,000

3,448,000

3,700,000

-252,000

事業活動支出計 (①+②+③） 28,840,000

29,270,000

27,620,000

1,650,000

-1,030,000

-1,539,000

-1,510,000

経常外増減の部
投資・財務活動収支
指定正味財産増減額

0
0

0
0

0
0

-29,000
0
0
0
0

当期正味財産増減額

-1,030,000

-1,539,000

-1,510,000

-29,000

管理費支出 計

(3)事業活動経常収支差額

正味財産期首残高
〃 期末残高
（指定正味財産）

注 記
新年度予算

5,000
22,100,000
11,300,000
8,200,000
2,600,000
1,506,000
0
1,030,000
476,000
0
0
4,115,000
4,050,000
65,000
5,000

③ 管理費支出
役員報酬
事務人件費
物件費計
会議費
旅費交通費
賃貸料
通信費他
減価償却費

Ⅲ

予実対比

5,000
22,600,000
11,300,000
8,700,000
2,600,000
1,700,000
0
1,200,000
500,000
0
0
3,500,000
3,000,000
500,000
5,000

事業活動収入計（①～⑤）

Ⅱ

2012年度予算 2011年度見込み 2011年度予算

24,608,342
23,578,342
(5,000,000)

26,147,342
24,608,342
(5,000,000)
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24,523,756
23,013,756
(5,000,000)

1,623,586
1,594,586
0

法人会員５社増目標

シン首相歓迎会等会費
講演会会費、機関誌広告

寄付 300万円目標

調査出張、現代ｲﾝﾄﾞ･ﾌｫｰﾗﾑ
シン首相歓迎会等

＊基本財産

3. インドニュース(2012 年 2-3 月)
News from India
◇◇◇◇◇ インド･ニュース(2012 年 2 月) ◇◇◇◇◇
Ⅰ．内政
2月8日
 英字各紙は、2011 年 7 月 13 日にムンバイで発生した連続爆弾テロ事件に関し、マハーラーシュトラ州
警察が既に逮捕取り調べ中のインディアン･ムジャヒディン容疑者 3 名のうち 1 名が、これまでパキス
タンにおいて数回の軍事訓練に参加していたとするとともに、2001 年にアフガニスタン･カンダハール
における闘争にも参加していたと報道。
2 月 13 日
 デリーで、イスラエル大使館の車両に仕掛けられた爆弾が爆発し、イスラエル大使館の外交官夫妻を含
む 4 名が負傷。
2 月 15 日
 イタリア商船(石油タンカー)がケララ州沖のインド洋を航行中、乗船していたイタリア海兵がインド漁
船に発砲しインド人乗員 2 名が死亡。
メモ：
本件に関しては、発砲地点が公海上か否か、漁船が武装していたか否か等につきインド･イタリア間で見
解の相違があり、イタリア側は発砲地点がインドの領海外であるとして本件に対する裁判管轄権を否定す
る一方で、インド側はインドの法執行はいかなる影響も受けないとして船長や乗組員はインドの捜査機関
に完全に協力すべき旨主張。インド･イタリア両国間では、18 日に電話により外相会談が行われたものの、
19 日にはケララ警察が 2 名のイタリア海兵の身柄を船上で確保し同日殺人罪で逮捕した。20 日、テルツィ
伊外相は、本件に関する両国の法解釈には大きな差異がある旨発言。28 日にはテルツィ外相はインドを
訪問し、クリシュナ外相と会談を実施、会談後の共同記者会見でテルツィ外相が｢イタリア軍兵士の裁判権
はイタリアにある、事案は国際水域で生起した｣と述べたのに対し、クリシュナ外相は、「両国のパートナー
シップ強化への意志とコミットメントを印伊両国民が再び確信できるよう暗雲を払う必要があることに合意し
た｣と述べるにとどまった。

2 月 14 日
 英字各紙は、2002 年にグジャラート州で発生したグルバーグ･ソサエティ虐殺事件に関し、モディ州首
相他を起訴しうるほどの証拠は見つかっていないとする報告書が特別調査チームよりアーメダバード地
方裁判所に提出された旨報道。
メモ：
グルバーグ･ソサエティ虐殺事件とは、2002年2月28日にアーメダバードにて、イーサン･ジャフリー元コン
グレス党国会議員を含む 69 名がＢＪＰやＲＳＳ等に属するヒンドゥー活動家により焼き殺されたとされる事
件。本事件は前日 27 日の 59 名のヒンドゥー活動家が殺害された｢ゴドラ列車放火大虐殺事件｣及びその後
州内暴動に発展し約 1,200 名もの死者を出したグジャラート州暴動と一連のものと捉えられている。グルバ
ーグ･ソサエティ虐殺事件についてはジャフリー元議員夫人より、モディ州首相の関与等につき最高裁判所
に訴えがなされ、これに対し最高裁は特別調査チームを任命し同チームによる報告書に基づく判断をアー
メダバード地方裁判所に委ねていた。
報道によれば、今回の報告書では一連の暴動は 27 日に発生したゴドラ列車放火大虐殺事件後に自然発
生的に起こった反動でモディ州首相及びその他62名を起訴しうるほどの証拠は見つからなかったとされて
いる模様。これに対しジャフリー布陣は地方裁判所に対し．モディ州首相の不作為や怠慢について特別調
査チームによる徹底した調査を求め、また、右報告書の提示を要求したが、同地方裁判所は、報告書が最
終的なものとなるまでは非公表とするとした由。

2 月 22 日
 インド首相府は、シン首相がバナジー西ベンガル州首相と会談し、国家テロ対策センターの設置問題に
関し、各州政府の懸念につき検討するための方法を模索するよう内相に要請したとするプレスリリース
を発出。
メモ：
国家テロ対策センター(ＮＣＴＣ)は内務相の指揮の下、3 月 1 日より運用開始予定。他方、これまで、バナジ
ー西ベンガル州首相、クマール･ビハール州首相等 10 以上の州首相が、ＮＣＴＣは逮捕･捜索を含め強大
な権限を有しており、その設置は連邦制度を損なうおそれがあるなどとして設置に反対する旨の書簡をシ
ン首相に提出していた。
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2 月 24 日
 英字各紙は、シン首相が雑誌のインタビューの中で、タミル･ナードゥ州クダンクラムで建設中の原子
力発電所に対する反対運動は、欧米等からの資金援助を受けている NGO が主導しており、このような運
動は電力供給の必要性を理解せずインドの開発を阻害していると非難した旨報道。

Ⅱ. 経済
2月2日
 ヒンドゥー紙他は、アーンドラ･プラデシュ州にある工業団地スリ･シティーで、コベルコ･クレーンの
インド現地法人であるコベルコ･クレーン･インディアが新たなクレーン工場の開所式を行った旨報道。
2月3日
 インド農業省は、2011 年度の穀物全体の生産量は 250.42 百万トンと豊作となり、過去最高の 2010 年年
度を上回る水準となるとする 2011 年度の農作物予想収穫量(第 2 次)を発表。
 英字各紙は、2 日、インド最高裁判所が、第 2 世代(2G)携帯電話サービスの周波数帯割り当てに関する
不正疑惑問題に関連し、免許取り消し等の判決を下したと報道。
メモ：
インド最高裁の判決は以下のとおり。
①ラジャ前情報･通信技術大臣が許可をした周波数帯、すなわち2008 年1 月以降に割り当てられた周波数
帯 122 件を無効にする。ただし、今後 4 ヶ月は事業運営の継続を認める。
②タタ･テレサービシズ社を含む一部の企業については、通信局の独断と違憲的判断で利益を得たこと、
免許取得後の新株発行や株式売却等により利益を得たことにより 5,000 万ルピーの罰金を科す。
③政府は再入札を行う。電気通信規制庁は今後2ヶ月以内に、再入札方法に関し政府に提案を行い、政府
は同提案後 1 ヶ月以内に然るべき行動をとる。

2月6日
 ビジネス･スタンダード紙は、全ての公共部門の IT 機器と通信機器の調達に関し、30%を国内機器メー
カーから調達することを義務づけるキャビネット･ノートの検討が進んでいる旨報道。
メモ：
報道によれば、同キャビネット･ノートには、付加価値基準が盛り込まれる予定であり、国内製造製品の付
加価値基準は、初年度 40%、5 年後には 60%となる、また、著作権がインド国外にある又は海外で開発され
た製品の国内での組立･製造に関する付加価値基準は、初年度 25%、5 年後には 45%になる由。

2月9日
 インド商工省は、2012 年 1 月の貿易額(暫定値)を発表。輸出は前年同期比 10.1%増の 254 億ドル、輸入
は前年同期比 20.3%増の 401 億ドル、貿易赤字は 147 億ドル。
 ビジネス･スタンダード紙は、タタ･コンサルタンシー･サービシズは日本市場を強化するため三菱商事
と合弁会社｢日本 TCS ソリューションセンター｣を設立すると発表。
メモ：
同報道によれば、タタ･コンサルタンシー･サービシズは過去 20 年近く日本で業務を行っており、インフォシ
ス、ウィプロといった他のインドのソフトウェア会社も日本市場参入をはかってきたが 1 社も大きな成功は
収めていないところ、今回の合弁会社設立により日本での存在価値を高め、日本の企業に対して、ＩＴに関
するすべてのサービスの提供、業務のアウトソーシング及びインフラ構築を提案する由。
2 月 12 日
 タミル･ナードゥ(TN)州で東芝 JSW 工場の竣工式が行われ、ジャヤラリータ州首相他同州閣僚 25 名をは
じめ、約 500 名が参加。
メモ：
竣工式に出席したジャヤラリータ州首相は、ＴＮ州政府は、特に東芝と日産が懸念するエンノール港アクセ
ス道路等のインフラ問題を認識しており、港へのアクセス道路に関する諸問題の解決のための措置を迅
速に行うことを確約。

2 月 15 日
 カピル･シバル通信 IT 大臣は、周波数管理と免許枠組みに関する通信局の決定を発表。
2 月 29 日
 インド統計局は、2011 年度第 3 四半期の GDP 成長率(暫定値)は前年同期比 6.1%であった旨発表。
10

メモ：
2011 年度第2 四半期の成長率6.9%より更に減速し約3年ぶりの低水準になった。特に製造業が 0.4%成長、
鉱業･採掘業がマイナス 3.1%と著しく低迷した。

Ⅲ. 外交
2月8日
 在中国インド大使館新館の開館式に出席するため中国を訪問中のクリシュナ外相は、楊潔チ外相(外交
部部長)や戴秉国国務委員らと会談。
 インド外務省は、ナシード･モルディブ大統領の辞任を受け、副大統領から昇格したワヒード新大統領
に対し、シン首相が書簡を送るとともに、同大統領と電話会談を行い、シン首相からは、インドはこれ
までどおり、モルディブ国民の求めるあらゆる支援を行う用意がある旨述べたと発表。
 タイムズ･オブ･インディア紙は、米国および EU による対イラン制裁へのインドの対応に関し、ナビザ
デ駐インド･イラン大使が、イランからの原油輸入代金のうち 45%をインド･ルピーによる決済で行うこ
とにインドと合意した旨報道。
メモ：
米国及びＥＵによる対イラン制裁のため、トルコの銀行を経由する現行の支払い方法が困難となる可能性
があったことから、インド･イラン両国は原油代金支払いに関する協議を行ってきたが、これが大きく進展し
たことをナビザデ駐インド･イラン大使が初めて公式に確認。また、同大使は、ルピーでの支払いを円滑に
行うため、イランがインド統一商業銀行を含むインドの銀行に口座を開設した旨言及。

2 月 10 日
 デリーにてシン首相と EU 側代表(ファン=ロンパイ欧州理事会議長及びバローゾ欧州委員長)との間で第
12 回インド EU 首脳会議が開催される。
インド EU･FTA については合意にいたらず、
バローゾ委員長は｢双
方の立場は全ての分野で近づきつつあり、
本年秋に交渉が終了することを期待している｣旨発言(シン首
相は具体的な時期について発言せず)。
 タイムズ･オブ･インディア紙は、ワヒード･モルディブ新大統領の就任を急いで歓迎したインドは、モ
ルディブにおける平和裡の政権移行を確実なものにするため舞台裏で奮闘中であり、
ナシード前大統領
に対する逮捕状が出る中、インドは新政権に対し、同前大統領の身柄の安全を求めている旨報道。
メモ：
同報道は、インドは、モルディブが政情不安を解決する十分な内部メカニズムがあると考えモルディブの
政権交代をインドは早期に承認したが、これは現実に基づいた考え方ではなく、また、2 月 8 日以降発生し
た暴力に対しインドは準備ができていなかった旨記述。
 デンマークのポリティケン紙は、
ニールス･ホルック事件を巡るデンマーク･インド関係冷却化の影響で、
パティル･インド大統領のデンマーク訪問がキャンセルされた旨報道。
メモ：
ニールス･ホルック事件とは、テロ容疑者のホルック(デンマーク国籍)のインドへの引渡要請をデンマーク高
裁の判決により却下したもので、これに対しインド政府はデンマークとのビジネス等協力を凍結するとした。
デンマーク産業連盟及びデンマーク商工会議所は、デンマーク企業は世界で最も重要な市場で排除される
危険に晒されている旨発言。
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2 月 11 日
 ニューヨークタイムズ紙は、先週ワシントンを訪問したマタイ外務次官が、米印関係は、快適さ、深さ、
率直さが増しているが、完全に調和がとれているとは言えない旨発言。
メモ：
同記事は、インドのイランからの原油購入継続の決定は、原子力協定、保護貿易主義及び軍事援助等の
課題をめぐる両国の意見の相違により前向きのモメンタムが減速するなかで、米国当局者をいらだたせた
と報じている。また、インドではイランからの原油購入に関する理由について、
① 済的必要性の問題、及び ②米国がアフガニスタンから撤退する地域における外交的ヘッジ、
の 2 つの解説が行われている由。
2 月 15 日
 シャルマ商工大臣が 100 名を超えるビジネス関係者を伴ってパキスタンを訪問し、ファヒーム･パキス
タン商務大臣との間で二国間協議を実施。
メモ：
印パ両国は昨年 2 月にすべての事項に関する対話を再開することで合意しているが、経済分野での対話
は大きく前進している。今回のシャルマ商工大臣は 2 月 13 日～16 日の日程でパキスタンを訪問している
が、それに先立つ 11 日～13 日にかけてパキスタン･ラホールにあるエクスポセンターで｢インド･ショー｣を
成功裏に実施。また、シャルマ大臣とファヒーム大臣は印パ国境のアタリ･ワガで2012年4月までの使用開
始が見込まれる統合国境検問所を共同で視察した。また、両大臣は、関税協力協定、相互優遇貿易協定、
貿易補償協定に仮署名したほか、非関税障壁の取扱いのためのメカニズムの設置に合意した。また、両
大臣は、二国間の貿易関係の完全正常化のためのロードマップを着実に実行すること(パキスタンは 2012
年 2 月までに対インド輸出品目をポジティブリストからネガティブリストに移行することやネガティブリストを
段階的に廃止すること等)を強調した。

2 月 21 日
 インド外務省は、印パ両国が、核の信頼醸成措置の一環として｢核兵器に関する偶発事故の危険性を減
ずるための協定｣の有効期間を 5 年間延長することで合意した旨発表。

Ⅳ. 日印関係
2月3日
 国土交通省とインド都市開発省、カルナータカ州との共催で、戦略的都市開発に関する高度道路交通シ
ステム会議がバンガロールで開催される。
2月4日
 インド日本商工会議所はインド商工省チョードリー工業局次官に対し、2012 年の対インド政府建議書を
提出(インド日本商工会議所は毎年インド政府に対し建議書を提出しており今回で 4 回目)。
2月6日
 日インド社会保障協定(仮称)の第 3 回政府間交渉がデリーで開催される(～2 月 10 日)。
2 月 24 日
 別所外務審議官とマタイ外務次官との間で日インド外務次官級政務協議が開催される(於: デリー)。

今月の注目点: イスラエル大使館職員へのテロ攻撃
本事件は、首相公邸から 200 メートルという高度の警備体制が敷かれていると思われる
地域で発生したことから、インドの治安当局にとって衝撃的な事件となった。また、事件
直後にイスラエルはイランを非難したが、インドは、欧米が対イラン制裁を行う中イラン
からの原油の輸入を継続することを表明している。
仮にイランの犯行であったとすれば、
｢な
ぜインドで？｣との疑問を惹起するものであった。事件後、クリシュナ外相は、｢インドは
失敗していない。この種の事件は、世界のあらゆる民主国家で起こりうる。インドは、イ
スラエルとは素晴らしい関係をもつとともに、他の国とも良好な関係を持っている｣旨発言
した。チダンバラム内相は、我々は本事件を非難するが、現時点で特定の集団･組織を糾弾
することはしない旨発言している。タイムス･オブ･インディア紙は、インド情報筋が、イ
ランのシーア派体制による核計画推進を妨害する工作活動に対する報復である可能性を示
唆した旨報道している。3 月 7 日には、デリー警察がフリーランス記者の Kazmi 記者を
イスラエル大使館車両爆破事件に関与した疑いで逮捕した。報道には、Kazmi 記者はテヘ
ラン出身のイラン人であるとするものとインド人とするものまで、ばらつきが見られる。
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◇◇◇◇◇ インド･ニュース(2012 年 3 月) ◇◇◇◇◇
Ⅰ. 内政
3月3日
 中央選挙管理委員会は、4 月に任期を迎える 58 名の上院議員のリストと、3 月 30 日に上院議員の選挙
を実施する旨発表(即日開票)。
メモ：
連邦上院議員は、人口比に応じて議席が各州に割り振られ、各州議会(二院制の州においては下院)議員
による間接選挙により選出。任期は 6 年で、2 年毎に概ね 3 分の 1 ずつ改選される。
3月7日
 中央選挙管理委員会は、ウッタル･プラデシュ(UP)州、パンジャブ州、ウッタラカンド州、マニプール
州、ゴア州の 5 州での州議会選挙の開票の最終結果を発表。
メモ：
今回の 5 州での州議会選挙は有権者州 1 億 2,730 万人に及ぶ大規模なもので、投票率は最も高かったゴ
ア州で 82%、最も低かったＵＰ州でも 59%に達した。ＵＰ州以外の 4 州の結果は以下のとおり。(ＵＰ州の結果
は｢今月の注目点｣で詳述)
①パンジャブ州：反現職感情から有利とされていたコングレス党がまさかの敗北を喫し、与党シロマニ･ア
カリ･ダルが議席数を増やして第 1 党の座を確保。インド人民党(ＢＪＰ)との安定した連立政権となる見
込み。
②ウッタラカンド州：全 70 議席中、コングレス党 32 議席、ＢＪＰ31 議席とほぼ拮抗。ただし、コングレス党は
選挙前より 10 議席増なのに対し、ＢＪＰは 3 議席減。
③マニプール州：全 60 議席中コングレス党が過半数の 42 議席を獲得。他方で、これまで議席のなかった
全印草の根会議派(ＴＭＣ)はマニプール州で初めて、しかも一気に 7 議席を獲得。
④ゴア州：反現職感情でＢＪＰがコングレス党との議席数を大きく逆転させ過半数の議席を獲得。
3月9日
 連邦下院事務局は、予算国会につき、3 月 12 日に開会し、3 月 31 日～4 月 23 日まで休会したあと、4
月 24 日から後半会期が開会する暫定日程を発表。
3 月 14 日
 トリベディ鉄道大臣が、鉄道予算を議会に提出。
メモ：
インドでは一般予算とは別に鉄道予算を策定し議会で審議されることになっている。2012 年度の鉄道予算
では 8 年ぶりとなる鉄道運賃の値上げが盛り込まれている他、安全と近代化を自身の使命としてやり遂げ
る決意が示されていることが特徴となっている。

3 月 15 日
 英字各紙は、14 日、ママタ･バナジー西ベンガル州首相(TMC 党首)は、シン首相宛にファックスを送付
し、
同じTMC所属のトリベディ鉄道相が鉄道予算において旅客運賃に引き上げを提案したことに反発し、
同鉄道相の更迭を求めると共に、鉄道運賃値上げにつき撤回を求めた旨報道。
3 月 16 日
 インド政府は、2012 年度の国防予算を発表。2012 年度の国防予算総額は約 429.9 億ドルで、前年度か
らの伸び率は 17.6%。
メモ：
2012 年度のインドの総国家予算の中の国防予算比率は 12.97%、対ＧＤＰ比は 1.9%となっている。軍種別で
は、陸軍 50%、空軍 25%、海軍 11%の順であり、また、国防予算総額の 41%を占める武器調達関連経費の中
では、空軍 38%、海軍 29%、陸軍 24%の順となっている。

3 月 18 日
 トリベディ鉄道大臣が辞任。
3 月 19 日
 英字各紙は、14 日にオディシャ州カンダマル県とガンジャム県との県境でイタリア人 4 名がマオイスト
により誘拐され、うち 2 名が解放された旨報道。
メモ：
報道によれば、マオイストが外国人を標的としたのは初めて。マオイストは 2 名を解放した際に書簡でマオ
イスト取締り活動の即時中止等を求めており、インド連邦政府はオディシャ州政府と協議の上、18 日に対マ
オイスト作戦を中止するように治安部隊に要請した由。

13

3 月 20 日
 鉄道省は、辞任したトリベティ鉄道大臣の後任として、ロイ前海運省閣外大臣(前大臣同様、TMC)が鉄
道大臣に就任した旨発表。
 英字各紙は、タミル･ナードゥ(TN)州政府は、ジャヤラリータ州首相を議長とする閣議で、クダンクラ
ム原子力発電所の早期稼働に向けた措置をとるとの決定を行った旨報道。
メモ：
同閣議では、クダンクラム原子力発電所周辺に居住する漁民等への福利厚生やインフラ開発用として 50
億ルピーを計上することを決定。他方、同原子力発電所周辺に約3,000名の警官を動員し、抗議活動を行っ
ていた活動家 9 名を逮捕。また、ナラヤナサミ連邦国務大臣は、ＴＮ州との合意では、本原子力発電所の 1
基から発電される 1,000 メガワットの電力のうち 450 メガワットをＴＮ州に供給することになっていたが、現在
のＴＮ州の電力不足に鑑み、シン首相に対し 1,000 メガワットすべてをＴＮ州に配分するよう進言したいと述
べた由。更に、インド原子力発電公社は、2 基中 1 基については本年 8 月中旬を目処に稼働させ、1,000 メ
ガワットの電力供給を行うことになった旨発表した由。

 ザ･テレグラフ紙は、19 日同紙付録に掲載した写真につき、イスラム教徒から抗議を受けたことから、｢特
定のコミュニティの感情を損なう意図はなかった｣とする謝罪文を発表。
メモ：
同写真はブログから転写したもので、パキスタンのクリケット･チームのキャプテンが、ヒンドゥー教の神が
書かれた額に向かってひざまずいて礼拝し、その傍らに全裸の女性が立っているもの。20 日には、コルカ
タにおいて、多数のイスラム教徒が街頭に出て市中心部のパークサーカス等の交差点で道路を封鎖、同
日夜には警察車両 1 台が放火された他、取材中の一部記者が乱暴を受ける事態にまで発展した。これに
対しバナジー州首相は、市民に対して平静を呼びかけるとともに、法や秩序を乱す者には必要な措置をと
る旨発言し、21 日には抗議活動は概ね沈静化した。全インド･マイノリティ･フォーラムのアリ会長は、バナ
ジー州首相の平静復旧のためのイニシアティブに謝意を表明。

3 月 21 日
 英字各紙は、タミル･ナードゥ州クダンクラムに建設中の大規模原子力発電所の早期稼働を同州政府承
認したことに反対して建設予定地を取り囲んでいたデモ隊に対し、
同州警察が 4,000 人の治安部隊を投
入してデモ隊を排除し、その際建設反対派メンバー数人を逮捕した旨報道。

Ⅱ. 経済
3月1日
 インド首相府は、省庁間で統一されていなかったインフラの定義を統一するため、｢インフラの小分類
に関する調整リスト｣を発表。
メモ：
インドでは、4 月から第 12 次 5 カ年計画が開始され、同計画ではインフラ整備に 5 年間で 1 兆ドルの投資
が必要とされているが、何が｢インフラ｣かということは曖昧なままであった。このたび政府は 5 種類の大項
目と 29 の小項目で構成される分類表を発表することにより、インフラへの支援を提供している省庁間で調
整のとれたアプローチがとられ、より最適の方法によるインフラ開発に弾みがつくとしている。
3月3日
 ヒンドゥー紙は、インド･イラン間取引をルピーで決済することで両国が合意した旨報道。
3月6日
 電気通信規制庁(TRAI)は、昨年 10 月に通信 IT 省通信局(DoT)が発表した全国テレコム政策 2011 案に関
し、掲載項目の追加、修正及び整理分類などを行った全国テレコム政策 2012 案を DoT に提案。
メモ：
ＴＲＡＩがＤｏＴに対して行った全国テレコム政策 2012 では、通信ネットワーク上の情報に対する安全性の確
保として、
①機微なデータや国内の情報の全てを国内のサーバに保有することを目指していること、
②義務的な市場シェアの設定によるインド国内に知的財産権を有する製品の促進、
③国内製造通信機器に対する市場アクセスへの優先的付与、
④通信機器製造業機関の設置、
⑤国内製造製品の使用に関するインセンティブの付与、
等を提案していることが注目される。
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3月9日
 インド準備銀行は、預金準備率を 0.75%引き下げ、現行の 5.5%から 4.75%とすることを決定(10 日から
実施)。本年 1 月 24 日に約 2 年 9 ヶ月ぶりに預金準備率を 0.5%引き下げ金融緩和に踏み切ったのに続
く措置。
 タミル･ナードゥ(TN)州政府は、深刻な電力危機を解消するため、1,000 メガワット分の送電網を TN 州
に設置するようジャヤラリータ州首相がシン首相に対し書簡で要請した旨発表。
メモ：
ＴＮ州のプレス･リリースによれば、国営企業による大型発電所建設計画が大幅に遅れているためＴＮ州は
他州からの電力購入を余儀なくされているが、ＴＮ州では送電網が欠如しており、他州と契約したとおりの
電力量がＴＮ州に送電できない由。

3 月 10 日
 フィナンシャル･エクスプレス紙は、2012 年 2 月のインドの輸出は前年同期比 4.3%増と過去 3 ヶ月で最
低の伸びとなり、インド輸出業者協会は、インドの輸出の 35%を占める米国及び欧州市場の減速により
輸出が影響を受けたと述べた旨報道。
3 月 15 日
 ヒンドゥー紙は、補欠選挙キャンペーンに出席したジャヤラリータ州首相が、現在建設中の火力発電所
の完成により、2012 年 6 月までに 1,950 メガワット、2012 年 10 月までには更に 600 メガワットの追加
電力供給が得られると見込んでいる旨発言。
 インド準備銀行は、政策決定会合を開催し、預金準備率と政策金利を共に現状維持とすることを決定。
 ムカジー財務大臣は、一般予算発表に先立ち、国会に｢エコノミック･サーベイ 2011-12 年度｣を提示。
その中で、2011 年度の成長率は 6.9%成長が見込まれているが、2012 年度及び 2013 年度の経済成長見
込みはそれぞれ 7.6%、8.6%である旨発表。
メモ：
エコノミック･サーベイではインフレに関し、年末に向け物価の落ち着きは鮮明になり、ＲＢＩによる金融引き
締め政策がインフレ及びインフレ期待を抑制したが、一方で投資の伸びは当該年度に著しく低下している
旨分析。

3 月 16 日
 ムカジー財務大臣は、2012 年度予算案を国会に提出。
メモ：
ムカジー財務大臣は、財政演説で、
①成長回復による国内需要、
②民間投資の高成長の早期復活、
③供給面でのボトルネックへの対処、
④栄養不足の解決、
⑤ガバナンスや透明性の向上、
の 5つを重点目標に掲げた。2012年度の財政赤字はＧＤＰ比5.1%を予測。2011年度見込みの5.9%よりは回
復するが、2011 年度予算の 4.6%よりは悪化。補助金は 2011 年度比 12%減、ＧＤＰ比で 2%以下に抑える削減
目標を設定(2011 年度はＧＤＰ比 2.5%)。ただし、食料補助金の満額支給を表明する一方で、その他補助金
の合理化に向けた具体策は示されていない。なお、株式市場では、補助金削減や景気てこ入れ措置の具
体策が欠けていたことが嫌気され、株価が 2.5%下落した。

3 月 19 日
 インド商工省は、昨年 4 月から本年 1 月までの対インド海外直接投資(FDI)統計を発表。FDI 総額は 262
億ドルで昨年度同期の 171 億ドルから 53%増加。
メモ：
昨年 4 月から本年 1 月までの国別対インドＦＤＩは 1 位モーリシャス(90 億ドル)、2 位シンガポール(43 億ド
ル)、3 位日本(27.2 億ドル)、第 4 位英国(27 億ドル)で、1 位から 3 位までの順位は 2010 年度と同一。また、
昨年 4 月から本年 1 月までの都市別投資先は、第 1 位ムンバイ(86 億ドル)、第 2 位デリー(71 億ドル)、第 3
位バンガロール(12 億ドル)、第 4 位チェンナイ(12 億ドル)となっている。

Ⅲ. 外交
3月1日
 インディアン･エクスプレス紙は、中央アジアへの継ぎ目のない連結性を確保するため、イランからト
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ルクメニスタン及びカザフスタン経由でロシアへと至る｢国際南北回廊｣計画の始動においてリーダーシ
ップを発揮している旨報道。
 インド外務省は、年次外相会談メカニズムの一環として、クリシュナ外相と楊潔チ外相との間でデリー
にて印中外相会談が行われた旨発表。
メモ：
印中外相会談では、印中間の都市レベルでの更なる関係強化のため、インド外務省と中国国際友好都市
協会との間で協定を交渉･締結することに合意された他、中国側の提案により、海洋に関する対話の設置
及び定期化にも合意した。

3月6日
 インド外務省は、3 月 5 日～6 日にかけて、北京で｢印中国境問題の協議と調整のための作業メカニズム｣
第 1 回会合が開催された旨発表。
3 月 15 日
 ニュー･インディアン･エクスプレス紙は、現在中国が総領事館新設許可願いをインド政府に新設してい
るところ、
現在インド側は両国の総領事館の数を同一にするとの相互主義などの要素を考慮して検討中
である旨報道。
メモ：
報道によれば現在チェンナイには 11 カ国の公館があり、インドで 3 番目に総領事館が多い都市であり、ま
た、現在中国以外には、カナダがバンガロールに、英国がハイデラバードとチャンディガールにそれぞれ
公館の設置を申請している由。

3 月 25 日
 ソウルを訪問中のシン首相が李韓国大統領と首脳会談を実施。
メモ：
同首脳会談後に発表された共同声明には、韓国側の、韓国製人工衛星の打ち上げの国際競争入札への
インドの参加を歓迎していることや、李大統領が韓国製原発用地の割り当てをインド政府に要請したことな
どが記載されており、科学技術分野でも両国の協力が進んでいることが伺われる。

3 月 29 日
 第 4 回 BRICS 首脳会合がデリーで開催される。
メモ：
ＢＲＩＣＳ首脳会合をインドが主催するのは今回が初めて。ブラジル、ロシア、中国、南アフリカの各首脳が
参加。首脳会合後発出された共同声明では、ＢＲＩＣＳ各国の各財務大臣に対し、新たな開発銀行設立の実
現可能性を研究するための合同作業グループを設置し、次回のＢＲＩＣＳ首脳会合で報告することが盛り込
まれた。

Ⅳ. 日印関係
3 月 27 日
 核セキュリティ･サミット出席のため韓国を訪問中の野田総理大臣とシン首相が短時間の懇談を実施。
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今月の注目点: ウッタル･プラデシュ(ＵＰ)州議会選挙
今回の州議会選挙で最も注目されたのは、
インドの州の中で2億人と最大の人口を有するＵＰ州。
結果は、アキレシュ･ヤダブ下院議員(38 歳、ムラヤム･シン社会主義党(ＳＰ)党首の息子)が選挙の
顔として活躍し、また、多くのムスリム票を獲得したＳＰが過半数を超える 224 議席を獲得し、
大衆社会党(ＢＳＰ)より政権を奪取した。
与党大衆社会党(ＢＳＰ)は選挙前の 2０6 議席から 8０議
席と議席数を大きく減らしたが、得票率ではＳＰの 3０%に対しＢＳＰは 26%を維持しており、
支持基盤であるダリッドからは手堅い支持を得ていた。地域政党であるＳＰ及びＢＳＰが高い得票
率を背景に第 1 党及び第 2 党の座を堅持したのに対し、全国政党のコングレス党及びＢＪＰはと
もに振るわず、ＢＪＰは 4 議席減の 47 議席、コングレス党は 6 議席増の 28 議席にとどまり、
第 3 党及び第 4 党の座に甘んじた。特にコングレス党は次期下院総選挙をにらんで今次ＵＰ州選
挙は重要な選挙と位置づけ、ラフル･ガンディー幹事長が昨年来精力的に選挙活動を行っていたに
もかかわらず議席数は微増にとどまったことから、同幹事長の指導力を疑問視する論調も出てきて
いる。選挙後、ラフル･ガンディー幹事長は事実上の敗北宣言を行っている。
このように、ＵＰ州選挙は、全国政党の不振と地方政党の好調という、最近のインド国内政治の
流れを踏襲したものとなったが、5 つの州議会選挙全体でみれば、コングレス党はゴア州以外では
いずれも議席数を伸ばしており、それなりに善戦したとの見方も可能。他方で、ＢＪＰはゴア州以
外ではいずれも議席を減らしており、コングレス党以上の痛手を被ったともいえる。

4. イベント紹介
Japan-India Events
＝◇ 最近のイベント ◇＝
◆第 28 回 様々なインド『癒しのインド』～アーユルヴェーダから～
2 月 17 日(金)、
“インドを語る集い<様々なインド>第 28 回”と
して、日印協会会員でアーユルヴェーダセラピスト･カウンセラー･講師であ
る古山みどりさんに『癒しのインド』と題して講演して頂きまし
た。古山さんは、日本アーユルヴェーダスクール専門家･本科コー
ス卒業され、現在ではサロン｢セイレイ｣、ダルシャナム主催｢AYU
サロン｣を運営されています。下記ブログからもプロフィールをご
覧いただけます。http://furuyamamidori.wordpress.com/about/
1996年からアーユルヴェーダの勉強を始められたとのことです
が、以来、学べば学ぶほど、体験すればするほど、それは｢感動の
<講演風景 中央が講師の古山さん>
連続｣であったとのことです。アーユルヴェーダとは何かを説明す
るのは難しいが、｢細胞から不要なものを一つ一つ取り除いていく事｣、｢施術の最中に、周囲の騒音を感じ
ながら頭が真っ白(クリア)になる感覚｣と、語って下さいました。
アーユルヴェーダの奥底に潜むインドの智恵とパワー(例えば、黒髪がフサフサと生えてくる)が詰まっ
たインド料理の秘訣、心を癒すインド伝統音楽、家族のきずなを大事にする心など、参加者に『癒しのイ
ンド』の魅力をタップリ伝えて頂いた一時でした。

＝◇ 今後のイベント ◇＝
◆インド舞踊へのいざない Part33
RASA･MANJARI ～古から未来へ受け継がれる舞踊の真髄～ 『インド舞踊家への道』
一人の少女が舞踏家の出発点とも言うべき｢公式デビュー｣を目指す、長い道のりを表現します。
日 時: 2012 年 5 月 19 日(土)
17:00 開演 (16:00 開場)
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会 場: 大阪ドーンセンター 1 階パフォーマンススペース
大阪府大阪市中央区大手前 1-3-49
京阪｢天満橋｣駅、地下鉄谷町線｢天満橋｣駅、JR 東西線｢大阪城北詰｣駅 の各駅利用可
参加費: 一般 2,000 円 / 小中学生 1,000 円 / ギータンジャリ友の会･日印協会会員 1,500 円
定 員: 100 名 要予約(空きがあれば当日も可)
主 催: ギータンジャリ友の会
URL http://www.geocities.jp/gitanjali1995/
E-mail geetakem@hyper.ocn.ne.jp
問合･予約先: 天野 090-4288-7726, 072-861-6273 / アジア協会アジア友の会(青木) 06-6444-0587

◆インドを語る集い<様々なインド>第 29 回
『幻のマンゴー? インド産アルフォンソマンゴー』
日印協会理事であり有限会社シタァール代表取締役でもある増田泰三さんを講師にお迎えし、苦労を重
ねたインド産マンゴーの輸入について、お話して頂きます。
同封致しまた参加申込用紙をご確認のうえ、お申し込みください。皆様ご参加をお待ちしてります。
日 時: 2012 年 5 月 25 日(金)
18:00～19:30
会 場: 公益財団法人日印協会 事務所 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-14 スズコービル 2 階
講 師: 増田泰三(当協会理事 有限会社シタァール代表取締役)
定 員: 30 名(先着順 お断りする場合のみ連絡致します)
参加費: 協会会員無料 (非会員 500 円)
主 催: 公益財団法人日印協会 ☎03-5640-7604 / E-mail partner@japan-india.com

5. 新刊書紹介
Books Review
§『Ancient Indian Influence on Japanese Culture － A Comparative Study of Civilizations
(古代インドの日本文化への影響 － 一比較文明論）
』
著者: Yoshihiro Kaburagi (鏑木 義博)
発行: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt.Ltd. (New Delhi）2012 年１月
定価: 1195 Rs
ISBN 978-81-215-1230-5
本書は、
定年後日印交換留学生として6 年間研鑽した著者の Ph.D.論文の出版化です。
古代インドの日本文化への影響を、民族気質･自然環境･精神文化･物質文化を軸に、伝播
ルートと中間地域･歴史推移･都市化･仏教と土着宗教･建築美術等に亘り集大成。
更に両文明の特質を比較、
普遍と地域性の相克するグローバリゼーションの今日的命題に一石。本書の日本語版と著者のインド体験
記も待たれます。

§『二つの｢インドから｣―時代のうねりの中で』
著者: 高邑 青 (たかむら あお)
発行: 幻冬舎ルネッサンス青蛾書房
定価: 1,500 円+税 ISBN 978-4-7790-0784-2 C0095
1970 年代にインドに滞在した著者が、時を経て再びインドを訪れた時、何を見て何
を感じたのか。｢懐き(ふるき)インド｣と｢現在(いま)のインド｣とが、静謐な眼差しに
よって、語られています。｢インドの新たな混沌｣を体感し、戸惑いながらも、どこか
自分自身を俯瞰しているような冷静さを失わない著者のインド観に、更に深いインド
を感じる事ができるでしょう。インド初心者にとっては入門書として、上級者にとっては共感する部分も
多くインド再考の為の書として、幅広い読者層に受け入れられそうです。
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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 2012 年 5 月 11 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。
<お知らせ>
メールアドレスをご登録頂いている会員の方にはお知らせしましたが、
『現代インド･フォーラム
春季号 №13』を4月2日付で発刊致しました。今号は、｢インドの地方政治2｣として、ウッタル･プ
ラデシュ、ハリヤナ、ラジャスタン、グジャラート、マハーラーシュトラ、を取り上げています。
URL
http://www.japan-india.com/pdf/forum/49-1.pdf
国会図書館内の端末からも、ご覧になれます。是非お読み下さい。
<編集後記>
2012 年も、既に四分の一が過ぎ、まさに｢光陰矢の如し｣です。1 月に在京インド大使館で写真展
を行ってから、デリーでの写真展の準備に取り掛かり、その合間に予算理事会･評議員会をこなし、
事務局内の全員が八面六臂の働きといっても過言ではありません。特に、理事会･評議員会に関し
ては、毎回の事ですが、予算案の単位が“円”であることに注目してください。他所での単位は“ 千
円”とか“百万円”などとなっています。｢○○暇なし｣と言いますが、まさに地で行く忙しさです。
それでも、イベントに人が集まり、
『月刊インド』や『現代インド･フォーラム』の感想などを頂
いたり、｢HP 見たのですが～｣とお問い合わせを頂いたりすると、疲れも飛んで、次回も頑張ろう
と気合が入ります。
今年は、日印国交樹立 60 周年でイベントも多く、会員の皆様とお目にかかる機会も多いと思い
ますので、ご意見･ご感想等、お気軽にお声をかけて下さい。

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.3 (2012年4月13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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