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コンテスト名 タミル語　I タミル語　II 英語 日本語

Last Name RAJA HARIKRISHNAN CHANDRAMOULI NATARAJAN

Given name PURATCHI TAMIL LOKESH SAI PRASHANTH MONIKA

Photo

学校名
Chennai Girls Higher

Secondary School

ST. MARY’S A.I.H.S.

SCHOOL

MNM JAIN ENGINEERING

COLLEGE
ABK-AOTS DOSOKAI

現在 高校生 高校生 大学４年生 会社員

Speech contest

topic

What answer mankind has

for plants starving without

water?

What answer mankind has

for plants starving without

water?

What answer mankind has

for plants starving without

water?

Nihon to Indo no jinkou

 10月 22日、昨年に引き続き、チェンナイで行われたスピーチコンテストの優勝者の 4名が、東京

での世話役のチェラッパ スリラムさん(個人会員)に引率されて、協会事務所を訪れました。 

 

 4名は、10月 6日(日)にチェンナイを出発し、7日(月)に関空到着後、近江八幡の株式会社日吉の

ゲストハウスに入りました。日吉では研修を受けたり、環境関連

の施設を見学するなどし、また、京都･滋賀を観光しました。16

日(水)に大阪に、18日(金)には東京に移動、両都市を観光しまし

た。東京では、スリラムさん(写真右端)のご自宅に滞在し、日本

の日常生活を体験されたようです。22日(火)に、成田から帰印さ

れました。 

 帰国後、初めての日本滞在についての感想をご寄稿下さいまし

た。スリラムさんの紹介文と共に、以下にご紹介します。 

＊＊＊ スピーチコンテストについて ＊＊＊ 

 協会個人会員  チェッラッパ スリラム(NIHON Technology Pvt Ltd. CEO) 

株式会社日吉(公益財団法人日印協会の法人会員)とインドの関係は 1990年代から始まり 20年以上

になります。 

チェンナイ市のABK-AOTS DOSOKAIとは1995年からの「スピーチコンテスト」(TALK YOUR WAY TO JAPAN）、

専門家派遣やセミナーの開催、研修生の受入れなどさまざまな企画を行っております。 

そのなか、スピーチコンテストに関しては、1995年にインドの ABK-AOTS(アジア学生文化協会-海外

技術者研修協会)同窓会設立 20周年記念事業特別企画として、日印の相互文化交流発展とインド･チェ

ンナイにおける環境破壊への問題提起を目的に、ABK-AOTS同窓会と共同で企画したのが発端で、以来

日吉がスポンサーとなり、ABK-AOTSと協力して毎年開催しております。 

インドの学生を対象とした本コンテストは、在チェンナイ日本領事が毎年出席するほど、現地でも

高く評価されています。現在では日本語･英語･タミル語の 3カ国語でそれぞれコンテストが行われ、

毎年 200名以上の学生の応募があります。優勝者の 4名は日本で 2週間の環境保全実習や文化交流を

体験します。 

これまで招待された総勢 69名の優勝者は、インド各地で活躍し、新たな日本との架け橋となってい

ます。 

1. スピーチコンテスト優勝者の日本滞在記 
Visit of speech contest winners from Chennai 

<協会事務所にて> 



 

4 

 ☆☆☆ Visit of speech contest winners from Chennai ☆☆☆ 

By 2013 Speech contest winners  

On coming to Japan we felt that we had entered an entirely new and different place 

from where we resided. We found the discipline and the cleanliness of the Japanese 

people as surprising as their inherent helping nature and their hospitality, we felt 

like we were at home. The people here were so friendly and all the experiences we 

had, starting from our stay at the Hiyoshi dormitory to the bustling streets of Tokyo, 

we enjoyed every moment of it. We were treated to a splendid display of music dance 

and other cultural performances by the DIC, and we also went out with Japanese 

students belonging to the Japan India Students Conference (JISC). We had a great 

time in Disney Land and Universal Studios which we never dreamt. We also thank 

Japan India Association for the wonderful time with us and for the tasty treat at an 

Indian Restaurant. There are a lot of things in Japan which we admired - the queue 

standing to board the train, cleanliness, Traffic signals, and the steps they take to 

save the environment. Yes, we were surprised by seeing the steps they take to save 

the environment. Garbage collection system, recycling of water, recycling of glasses 

/other products and Sewage system. However, when we visited the Garbage 

collection plant in Shiga – ken, we noticed a lot of bicycles and electronic items were 

thrown out just because they are old.  We couldn’t consider those things as Garbage 

because those were in the usable condition. Our suggestion – Instead of throwing 

those things as waste, we shall sell or give to someone who can use the same. Other 

than this we found Japan as a wonderful place like heaven. Our stay at Sriram san’s 

house in Tokyo was also exciting. Especially, the food we had and his children were 

amazing. Had a great time in this trip and we thank each and everyone who made 

our trip awesome. We also thank Hiyoshi Corporation, ABK AOTS DOSOKAI, Nihon 

Technlogy Pvt Ltd, the Japanese govt and the Japanese people for having made our 

stay a wonderful one. 
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ワドワ大使講演会実行委員 / 大阪大学法学部国際公共政策学科 3年 

井上ゆり絵 

■はじめに 

10 月 28 日、ディーパ･ゴパラン･ワドワ駐日インド大使による講演会が大阪大学にて開催された。

今年の 5 月にはマンモハン･シン首相が訪日、11 月には天皇皇后両陛下のご訪印、さらに来年 1月に

は安倍首相の訪印が予定され、日印の親交がより一層深まることが期待されるこの機会に、わが大阪

大学で、インド共和国駐日特命全権大使の講演会が開催されたことは非常に栄誉あることだと思う。 

本講演会の報告と感想を述べさせていただく。 

 

■講演会の様子 

“India's Diplomacy - Strengths & Challenges”というテーマで催された今回の講演会では、主にイ

ンド外交の強みと今後の試み、日印関係の展望についてワドワ大使にお話頂いた。日印関係の進展が

一層期待され、学生のインド旅行ブームが巻き起こる中、今回の講演会には約 300名もの学生･社会人

が足を運び、会場は聴衆で埋め尽くされた。文系の学

生のみならず、理系の学生や世界各国からの留学生の

参加も多く見られた。 

講演会の冒頭で、20年以上日印友好議員連盟会長を

務められた中山太郎元外務大臣が、日印関係の発展と

日印が共同して取り組むべき課題についてスピーチさ

れ、続いて、大使の講演が始まった。 

 

■インドの強み 

 ワドワ大使は講演において、インドの魅力として、宗教、言語、民族、文化など様々な分野におけ

るインドの多様性、地理的条件、インドの持つ歴史を挙げておられた。知れば知るほど魅力を感じさ

せられるインドであるが、多様性がありながら国としての一体感があり、歴史上の事実をうまく受け

入れつつ発展してきたことがわかり、より一層興味を持った。さらに、インド外交が重要視している

こととして、｢リーダーシップ」、｢オーナーシップ」、｢ピースキーピング」が挙げられていた。民主主

義、法の支配、言論の自由など、日本とインドが普遍的な価値を共有していることも強調されており、

日本がインド外交に学べることもたくさんあるのではないかと感じた。 

 

■日印関係の展望 

 日本が敗戦後国際社会に復帰する際にインドは大きな助けとなったこと、日本が ODAにおいてイン

ドに多大な支援を施してきたというお話から、日本とインドの絆の深さを感じた。2000年の森首相の

訪印、2007年、安倍首相が訪印された際のインド国会での｢2つの海の交わり｣演説を通して、両国の

関係は｢戦略的グローバルパートナーシップ｣へと強化され、近年着実に進展しつつある。さらに次の

ステップとして、日印関係が二国間関係の発展のみならず、世界において影響力を及ぼすことができ

るよう、首相や政府高官の相互訪問を緊密にしていくべきであるというお話が印象的であった。また

大使は、外交において｢対話を繰り返すこと｣の重要性を強調しておられた。日印関係の強化の方法と

いうのは、外交だけでなく、企業の進出や貿易、学生間の交流などさまざまであるが、単なる｢国｣同

士の関係ではなく、｢人｣レベルで互いの国を尊重し合えるようになればと思った。 

 

■白熱した質問時間 

講演の後には、日印外交、核問題、エネルギー問題、女性問題など、学生がそれぞれの専門分野や

2. ｢大阪大学ワドワ大使講演会｣―インド外交の強みと日印関係の展望― 
The 62nd OSIPP Policy Forum―India's Diplomacy - Strengths & Challenges― 

I 

 

 

 

Lecture report 

<多くの聴衆が訪れた講演> 
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興味関心にかかわる質問を大使に投げかけ、その質問の一つひとつに大使が鋭い視点で回答され、会

場は大いに盛り上がった。現役の駐日特命全権大使から生の声を伺うことができ、学生にとってもま

たとない貴重な機会となった。 

 

■若い世代へのメッセージ 

 私は、ワドワ大使閣下が、天皇皇后両陛下のご訪印前の多忙な日程にもかかわらず、今回の講演会

のためだけに大阪大学に足を運ばれ、講演をして下さった理由として、「未来を担うのはあなた方だか

ら」という言葉を強調しておられたことに非常に感銘を受けた。大学の授業があるにもかかわらず多

くの学生が講演を聞くために集まったこと、そしてそこで鋭い質問を投げかけたことで、大使にも私

たち学生の熱い気持ちが伝わったのではないかと思う。私自身も、特命全権大使として凛とした威厳

を感じさせながらも、母のような温かさや包容力を持っておられる大使の人柄に惹きつけられ、この

ような講演を聞ける環境に身を置かせてもらったことに幸せを感じるとともに、改めて、一学生とし

て、未来を担う者として、日印関係のさらなる発展のみならず、アジア全体の平和、さらには世界の

平和のための一助に参加できるよう、これからの勉学･研究に励んでいこうと強く感じた。 

 

■おわりに 

 今回の大阪大学ワドワ大

使講演会は、学生の手だけ

では到底なしえないもので

あった。いつも私たち学生

を気にかけてくださり、講

演会の成功のためにご支援

いただいたインド大使館の

皆様、元外務大臣中山太郎

先生、マハージャン総領事

をはじめとする大阪･神戸

インド総領事館の皆様、平

林博理事長をはじめとする

日印協会の皆様、ボランテ

ィアで駆けつけて下さった写真家の佐伯健三様、大阪大学関係者の方々、そして何よりも、多忙なス

ケジュールにもかかわらず今回の講演を引き受けて下さったワドワ大使に心から感謝したい。 

※本文中の写真は、佐伯健三氏からの提供によります。 

※当日の様子は、インド大使館が YouTubeにアップしています。下記 URLからご覧になれます。 
URL  http://www.youtube.com/watch?v=XcrxEd_N_uw 

ワ
ド
ワ
大
使 

中
山
先
生 

筆
者 

マ
ハ
ー
ジ
ャ
ン 

総
領
事 

竹
内
教
授 
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 Ⅰ. 内政  

10月 3日 

 3日、アンドラ･プラデシュ(AP)州を分割し、テランガナ州を新設することが閣議承認された。閣議発

表によれば、AP州の州都ハイデラバードは、テランガナ州新設から10年間、両州の共同州都として

機能する。内閣は、必要な法･行政諸手続きや両州が抱える多様な懸念事項を検討するための関係閣

僚会合の設置を承認した。 

メモ: 

報道によれば、関連法案の国会採択、財政措置の手当等、州新設には最短でも6ヶ月かかる見込み。3日、今

回の閣議決定を受け、ＡＰ州のコースタル･アンドラ地域やラヤラシーマ地域で抗議活動が再燃した。 

10月4日 

 4日及び23日、インド選挙管理委員会は、今後の州議会議員選挙の日程を発表した。チャッティース

ガル州は11月11日及び19日、マディヤ･プラデシュ州は11月25日、ミゾラム州は11月25日、ラジャス

タン州は12月1日、デリー準州は12月4日。開票は、各州とも、12月8日又は9日に行われ、結果は12

月11日までに確定する予定とされている。 

10月7日 

 7日付、タイムズ･オブ･インディア紙は、モディ･インド人民党(BJP)次期首相候補の外交政策に関す

る論評を掲載し、同首相候補がトップに就いた暁には、対外政策は経済外交中心となるだろう論じ

た。 

メモ: 同論評記事の論調は概要以下のとおり。  

＊9月29日、モディＢＪＰ次期首相候補は、デリーでの大規模集会で、パキスタンに言及したが、同候補の外交

政策が関心を呼んでいる。モディは、州首相としては例外的に頻繁に諸外国を訪問し、グジャラート州を多く

の国にとっての重要なビジネス･パートナーにした。このことが、モディに外交に関する豊かな経験と知見を

与えた。 

＊モディは、貿易と外交政策との相乗効果や外交政策の州への委任を主張した。グジャラート州やパンジャブ

州等隣国と国境を接する州が念頭にあるのだろう。モディと親しいバデル･パンジャブ州首相は、同州とパキ

スタンの間の商取引拡大を推進しているが、これは中央政府が手を出したくない或いは手を出せないことを

州政府が担う好例である。 

10月17、18日  

 17日及び18日付タイムズ･オブ･インディア紙は、調査会社が8月16日～10月15日に実施した次期総選

挙に関する世論調査結果を次のとおり掲載した。同調査は、9月13日のモディBJP次期首相候補の正

式指名の前後に実施されたため、同指名の影響を反映している。 

 BJP                                        162議席(前回総選挙の議席数：116議席)   

コングレス党                            102議席(206議席) 

左派諸派                                  32議席( 24議席) 

大衆社会党(BSP)                         31議席( 21議席) 

アンナ･ドラビダ進歩連盟(AIADMK)     28議席( 9議席) 

社会主義党(SP)                           25議席( 23議席) 

全印草の根会議派(AITC)                 23議席( 19議席) 

 統一進歩連合(UPA)                      117議席(259議席) 

国民民主連合(NDA)                      186議席(159議席) 

3. インドニュース(2013年 10月) 
News from India 
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メモ: 本世論調査結果に基づく同紙論調は概要次のとおり。 

＊ＢＪＰは、162議席獲得で第一党となるが、過半数(272議席)には遠く及ばず、諸地域政党が次期政権形成の

鍵を握る見通し。 

＊ＮＤＡは186議席獲得、ＵＰＡは117議席獲得、その他の地域政党等は計240議席獲得の予想。これら地域政

党等は政策的に相容れないものもあるため、次期政権形成は非常に複雑化する見込み。 

＊ＢＪＰの獲得予想議席数は、7月に同調査会社が実施した世論調査では131議席だったが、9月のモディＢＪＰ

次期首相候補の正式指名を経て、今回、162議席へと増加。同指名後に、ＢＪＰの獲得予想議席数が伸びた

州は、伝統的にＢＪＰとコングレス党とが政権を争うマディヤ･プラデシュ州、ラジャスタン州、カルナタカ州、

ウッタラカンド州、チャッティースガル州及びマハーラーシュトラ州である。一方、地域政党が強いとされる西

ベンガル州、アンドラ･プラデシュ州、ビハール州、タミル･ナド州等においては、同指名後もＢＪＰの獲得予想

議席数は伸びていない。 

10月22日 

 22日付タイムズ･オブ･インディア紙は、モディ･グジャラート州首相の後任の見通しに関し、同州首

相不在時の主要閣僚の動向を見つつ、パテル同州歳入･都市開発大臣が有力である旨報じた。 

 

 Ⅱ. 経済  

10月 14日 

 インド商工省経済諮問局は、14 日、卸売物価指数(WPI)に基づく 9月のインフレ率を 6.46%(前年同

月比。速報値)と発表した。昨年 9月の 8.07%に比し大幅に低下したものの、本年 8月の 6.10%より

上昇した。一次品目では、食料品が前年同月比 18.40%となり、特に、タマネギは前年同月比 322.94%

と高騰し、タマネギとジャガイモを除くその他の野菜も同 89.37%となった。 

10月22日 

 22日、インド宇宙研究機関(ISRO)は、インド初の火星ミッションの打上を、11月5日にサテイシュダ

ワン宇宙センター(アンドラ･プラデシュ州スリハリコタ)にて行う旨発表した。ISROによれば、ミッ

ションの主目的は、惑星ミッションの設計･管理等の技術開発であり、火星軌道船の設計や火星の表

面探査を目的としている。打ち上げられた火星軌道船は、本年11月30日に地球軌道を出発し、来年9

月14日に火星を周回する軌道に投入される予定。 

10月 29日 

 29日、インド準備銀行(RBI)は、第 2四半期金融政策会合を開催し、政策金利であるレポ･レートを

現行の 7.5%から 0.25%ポイント引き上げ、7.75%とする利上げを行ったことを発表した。一方、ルピ

ー安を抑制するため 7月中旬に例外的に引き上げていた MSF(Marginal Standing Facility  注; 市

中銀行がインド準備銀行から資金を借り入れる際の金利)を、9月からの引き下げに引き続き、現行

の 9.0%から 0.25%ポイント下げ、8.75%とするとした。 

 

 Ⅲ. 外交  

10月 10日 

 10日付インド外務省発表によれば、ブルネイで行われた第 11回 ASEANインド･サミットにおいてシ

ン首相が冒頭演説を行った。シン首相は、インドと ASEANが、これまで 20年にわたり、包括的な協

力課題とそれを追求する幅広い枠組みを設立し、今日、30年目の出発点にあることに言及した。イ

ンドは、これまでの ASEANとの関係の実質的な成果や今後の協力の大きな潜在性を踏まえ、ジャカ

ルタに ASEAN代表部を設置し、大使を常駐させることとした。また、インドが、本年中にサービス

と投資に関するインド ASEAN･FTAに署名し、早期に発効させる用意ができていることとした。その

他、連結性や人的交流、及び、安全保障協力の深化に言及した。 
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10月 21日 

 23 日付インディアン･エクスプレス紙は、フィリピンを訪問中のクルシード外相とデル･ロサリオ･

フィリピン外相との間で行われた第2回｢インド･フィリピン二国間協力に関する合同委員会｣後に発

出された共同声明の中の南シナ海の呼称につき、報じている。同期間にシン首相が訪中し指導部と

会談を行っていた一方で、インドとフィリピンとの間では、南シナ海を｢西フィリピン海｣とする共

同声明に署名し、｢航行の自由｣と｢法の支配｣に従って、フィリピンと中国との係争が平和的に解決

されること支持した。 

10月 22日–24日 

 23 日、インド外務省は、22 日から 24 日にかけてシン首相が中国を訪問し、首脳間の共同声明と国

境防衛協定や文化交流プログラム等 9つの成果文書が作成されたと発表された。 

10月 24日 

 24 日付タイムズ･オブ･インディア紙は、大物俳優シャールク･カーンが韓国の親善大使に任命され

たことにつき報じている。カーン氏は、今後、テコンドーや Kポップといった韓国の文化を紹介す

ることが期待される。 

メモ: 

カーン氏は大物俳優であることから、実際のところは、そういった外交官としての役割を果たす機会は少ないと

考えられる。韓国政府は、カーン氏が正式に親善大使の提案に同意するのに2ヶ月以上を費やした。最近、マ

レーシアのラザク首相が、初めて訪印した際のシン首相との公式晩餐会へのカーン氏の出席を望んだが、イ

ンド首相府でさえそれを実現することはできなかった。今後、韓国政府がカーン氏との間で多大な忍耐を強い

られることは明らかだろう。 

 

 Ⅳ. 日印関係  

10月 10日 

 10 月 10 日、ASEAN 関連首脳会議等に出席するためブルネイ･ダルサラーム国のバンダルスリブガワ

ンを訪問中の安倍総理は、インドのマンモハン･シン首相と懇談を行いました。概要は以下の通りで

す。 

1. 安倍総理から、天皇皇后両陛下のインド御訪問を歴史に残る御訪問とすべく、引き続き協力をお

願いしたい旨述べたのに対し、シン首相から、天皇皇后両陛下の御訪問は非常に光栄であり、最

高の対応をさせて頂きたい旨述べました。 

2. シン首相から、日本の ODAへの謝意が表明されました。また、シン首相から、日本企業のインド

への進出を歓迎するとともに、デリー･ムンバイ間産業大動脈構想(DMIC)などを通じて二国間関係

を更に強化したい旨述べました。 

3. これに対し安倍総理から、今年 5月のシン首相訪日の際に合意した様々な協力案件を更に前進さ

せ、戦略的グローバル･パートナーシップの深化･発展をはかりたい旨述べました。 

 

 

※懇談概要は、外務省ホームページより引用 

URL  http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/page3_000479.html 

※写真出所; 首相官邸ホームページ 

URL  http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201310/10asean.html 
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今月の注目点: インドの対中国外交 

 10 月 22 日-24 日にかけて、シン首相が中国を訪問した。この訪問で、インドと中国の首

脳間での共同声明の他、国境防衛協力協定及び国境を越える河川の協力強化に関する覚書を含

む9つの成果文書が、発表された。シン首相の今次訪中については、中国の華春瑩･副報道局長

が、5月の李･中国首相の訪印に続くシン首相の訪中は、インドと中国の戦略的パートナーシッ

プの深化にとって非常に重要なものであると述べたように、中国はシン首相に対し相応な歓迎

を示したとされる。各報道でも良い印象で受けとめられている今回の訪中から、どのようなイ

ンドの対中国姿勢を垣間見ることができるか、考察してみたい。 

まず、今回の成果文書である国境防衛協力協定及び国境を越える河川の協力強化に関する覚

書は、主に信頼醸成の狙いが強いだろう。インドと中国の関係において、経済は重要な要素で

あるが、両国の間には、国境問題が長く存在し、本年4月から5月にかけても、インドが実効

支配する地域に中国人民解放軍が｢進入｣して約1ヶ月にわたり居すわるという事案が発生し、

両国関係が緊張した。重要な経済関係の発展には両国の信頼関係が必要であり、信頼関係醸成

に中国を巻き込みたいという思惑があったのではないか。 

上記に述べた信頼醸成は、経済関係を補強するためのいわばポジティブな｢信頼醸成｣と言え

よう。しかし、一方で、｢対中国不信｣を背景にしたネガティブな｢信頼醸成｣も読み取ることが

できるのではないか。今回の訪中の前に、訪問したロシアで、シン首相は、プーチン大統領と

会談し、ロシア空母のインド引き渡しを確認した上で北京入りしたことや、遡って本年のイン

ドの国防費の伸び(前年比5.3％)は、中国の近年の軍事的台頭に対する懸念を要因の一つとして

いるだろう。対中国を視点にインド外交を見てみると、近年、インドは、日本、ロシア、韓国

等中国の周辺国との関係を構築しており、これは中国を牽制した関係構築とも見ることができ

るだろう。 

 今後、インドは、ともにアジアの中で台頭中国とどのように信頼関係を醸成していくのか。

お互いの不信感を乗り越えるためにどのような政策を講じるのか、難しい課題であり、インド

の外交手腕が試されている。 

 

 

=◇ 最近のイベント ◇= 

◆インディア･メーラー2013 

10月12日(土)から14日(月)までの3日間、神戸メリ

ケンパークで開催されたインディア･メーラー2013 は連

日天候にも恵まれ、来場者数も昨年を上回り、22万人を

超えました。 

会場では、多くの方々がインドの衣･食文化を楽しみ、

ヒンディー語講座やサリーの着方講座では、子供から大

人までが、インドの文化を体験できました。 

メーラーという言葉には｢祭｣の意味だけでなく、｢出会

い」、｢集い｣という意味もあるそうです。このインディア･

メーラーは、関西とインドの友好の発展の場として、また、日本人のみならず、来日中のさまざまな国籍の人々

も集い、一緒に楽しむことのできる温かい場となりました。               写真提供; 大阪大学 井上ゆり絵 

4. イベント紹介 
Japan-India Events 

<インディア･メーラー2013 開会式> 
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◆ディワリ･イン･ヨコハマ2013 

ディワリ･イン･ヨコハマ2013は、10月19(土)･20日(日)に、横浜山下公園にて第11回目を開催致しました。

今年は、インドを愛した横浜生まれの岡倉天心生誕 150年記念でもあり、テーマは“Tomorrow 地球再生への光

りの繋がり～Global Right community of earth ～”です。年内には天皇皇后両陛下のインドへのご訪問を控

え、公益財団法人 日印協会 創立110周年を迎えた、記念すべき年でもあります。 

本年度のディワリ祭では、日印両国の友好と親善がますます深まることを祈り、日印協会の歴史をパネル展

示することにより、来場者の皆様に日本とインドの歴史紹介することができました。ありがとうございます。 

なお、本イベントのテーマである岡倉天心は、福井藩生糸商として横浜開港に関わり、横浜に生まれていま

す。シルクとインド商人たちの繋がりも深く、今年のブースには、日本のシルク｢天蚕｣を紹介するブースも参

加して下さいました。インドとシルクの繋がりを、これからも、もっと皆様にお伝えしていきたいと思います。 

毎年、来場者を楽しませてくれるインドレストラン、インド雑貨のお店やインド文化ステージなど、今年も

多く参加して下さり、盛りだくさんのディワリ･イン･ヨコハマ2013となりました。参加して頂きました皆様に

も心より感謝を申し上げます。来年もどうぞよろしくお願いいたします。 

ハッピーディワリ 2013！ 

皆様の1年間のご多幸を心よりお祈り致します。来年も、再びお会いできますことを心より願っております。 

文; ディワリ･イン･ヨコハマ2013実行委員会事務局長  大場多美子 

 

◆再生DIC設立記念式の開催 

 10月18日(金)午後6時から、ディスカバーインディアクラブ

(DIC)の再生設立記念式が、インド大使館IIC講堂で開催されまし

た。主催者側よりラビンダー･マリック会長、鹿子木謙吉副会長ら

が出席し、会場は満席でした。マリック会長の挨拶に続いて、デ

ィーパ･ゴパラン･ワドワ大使及び平林博日印協会理事長のメッセ

ージが紹介されました。DICは、インド関係諸団体とも連携を図

りながら、日印交流の拡大･発展のため活動するとの事です。 

 参会者は記念式に続いて、日本およびインドの歌舞音曲に暫し耳を傾けた後、レセプション会場に移り親睦

を深めました。 

 

＝◇ 今後のイベント ◇＝ 

◆インドを語る集い <様々なインド>第34回 ｢現代インド人作家｣ 

 タミール語で伝わる『インドのことわざ』(共栄書房)を著された、当協会個人会員でもあるニルマラ純子さ

んを講師にお迎えし、何人かの現代インド人作家とその著作を取り上げ、インド社会に与える影響についてお

話をして頂きます。 

 参加ご希望の方は、同封の申込用紙にてお申込み下さい。皆様のご参加をお待ち申し上げております。 

  日 時: 2013年11月29日(金)18:00～19:30 

  開 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2F 

講演終了後、場所を変えて懇親会を予定しております。 

  参加費: 協会会員 無料 (非会員 500円) 

  〆 切: 2013年11月25日(月)   メールかFAXで事務局のお申込み下さい。 

  主 催: 公益財団法人日印協会   E-mail  partner@japan-india.com   FAX: 03-5640-1576 

 

◆交流会開催のお知らせ 

 来年2月14日(金)に、交流会を予定しております。詳細は12月号にてお知らせ致します。 
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§夕凪の街、桜の国 (ヒンディー語版) 

   著者: こうの 史代 / 翻訳: 菊池 智子 

   発行: Vani Prakashan 

   価格: 110ルピー    ISBN  978-93-5072-573-3 

本作は、2003年から2004年にかけて連載された漫画で、原爆投下後の広島を舞台

に描かれ、国内外において高い評価を得ています。 

ニューデリーの国際交流基金の支援により、ヒンディー語版の出版が実現されまし

た。今年、8月には、出版を記念して、日本文化センターのギャラリーで、出版会と

原画展が開催されました。インド国内の書店で販売されています。 

本書に関するお問い合わせは、国際交流基金ニューデリー日本文化センターにお願い致します。☎ +90-11-2644-2967 

なお、協会事務局内にて閲覧することは可能です。会員の方には貸し出しも行っております。 

 

元デリーメトロ公社総裁のエラトゥヴァラピル･スリダラン氏(81歳)、旭日重光章を受章 

叙勲の理由は｢インドにおける地下鉄事業を通じた日本のプレゼンスの向上及び日本･インド間の友好協力関係

の促進に寄与｣とされ、スリダラン氏が心血を注いで完成されたデリー地下鉄事業への多大な貢献を評価したも

のです。 

デリー地下鉄事業については『月刊インド』の10月号に紹介致しましたが、現在も拡張をする、まさに首都デ

リーの大動脈として更に発展をしています。 

 

『月刊インド』Vol.110 №3で、1909年(明治42年)8月に発行された協会の機関誌『日印協會々報 第壹号』

に掲載された大隈重信会頭の論説の全文を掲載しましたが、今号では、同号に掲載された、澁澤榮一男爵(当時

協会会員)の論説をご紹介致します。 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆ 

論説 

印度棉花輸入及びボンベー航路起源 

男爵 澁澤 榮一 

今から三十六年以前、私は是非日本に紡績事業や織布事業を発達するようにしなければならぬと考えましたが、

其頃は英吉利から糸又は織物が沢山日本へ這入って参りますけれども、日本内地の紡績事業と云うものは誠に

幼稚なもので、お婆さんや女の子供が家内で絲車によってつむぐと云う時代でありました。これを欧米の有様

に較べてみると全く比較にならぬ程であります。此綿で製造した品物は、日本ばかりでなく、東洋各国に需用

せらるる量は大したものであります。然るに其等が凡て諸外国の物ばかりを仰いで居るのは甚だ不利な事であ

る、せめては日本で用いる分だけでも内地の工業で生産するように仕度と云う事をば考え、私は色々と考案を

回らしました。勿論此考は私ばかりではありませぬ。其時の農商務省なども大いに其事に注意をして、紡績機

械を外国から購うて民間の有志者に貸して試験をさせると云う様な事もしておりました。其結果漸次紡績事業

が内地の各地に起こるようになって明治二十一年頃には余程沢山な会社が成立しました。 

所が此処に一つの困難が生じて参りました。と云うのは紡績工場に対する綿の原料をこれまで重に支那から仰

5. 書籍紹介 
Books Review 

6. 日印協會々報  第壹號 
The first Journal of the Japan-India Association 
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いで居りました。けれども、段々原料が不足を生じて随って原料が高くなると同時に各工場が収支引き合わぬ

と云う恐れが生じて参りましたことであります。これを何とかして救済せねばならぬ、それで私の関係して居

りました大阪紡績会社は人を支那に派出して支那内地の綿の様子を調べましたが、どうも支那の原料では供給

に限りがあって不十分であると云うことが分り、是非ともこれは印度から輸入せねばならぬと云う事に成って

参りました。それで先きに支那に行って棉花の現況を調査した大阪紡績の河村利兵衛氏と云う人―今此人は大

阪の内外綿会社の重役―に三重紡績会社と岡山の紡績会社と一人づつ人を出して三人で印度に行く事になりま

した。それに就きまして時の外務省では色々便宜を与えて下さいました。丁度今の日印協会の会頭大隈伯が外

務大臣で此事を大に賛成して種々便利を与えて下さいました。それで佐野常樹と云う、外国語も能く出来て此

紡績の事業に就ても智識を持って居る人を大隈伯から外務官使の名を以て印度の紡績事情を視察に行くと云う

事にして、其れに河村氏一行が一緒に出発せらるると云う事になったのであります。これが抑々印度と日本と

の綿の関係の始めで又日印貿易としてもこれが最初の関係であります。 

この佐野氏の一行は印度に於て余程精しく紡績事業の有様及綿の産出地の有様等を調査され其報告に基いて段々

大阪紡績を初め外の紡績会社も印度から綿を買うと云う事になりました。其時今のダビット、サスーン氏、ゼ

ー、エン、ターター氏又はアール、デー、ターター氏其他の人々が親切に世話をして下さいまして棉花の取引

をするに就て余程の便宜を与えてくれました。かくして日本の紡績事業は全く印度の原綿を以て発達すると云

う状況になったのであります。 

その後数年間我国の紡績業は大に発達しましたが、経済界の変動で、金融の逼迫、金利の高上、と云う時代に

逢い、随って製造品が不捌けと其結果として起る利益の減少のために一旦発達した各工場が一時は維持も六ケ

敷と云うような困難なる有様になりました。其困難を救うのには先づ第一に内地だけでは製造品を需要する力

が乏しいから、先づ製造した品物を海外に売出すと云う工夫をしなければならぬ、これに就いては充分低廉な

る原料を買い入れて製産を多くせねばならぬ、就ては先づ原料の価を安くする手段を第一に講ぜねばならない

が、これをするには如何なる方法に依るかと云えば唯印度から日本へ輸入する運賃を引き下げるより外にはな

い、これを何とかしないと到底引合ない、丁度其時代にアール、デー、ターター氏が日本の実況を視察に見え

ました。其処で私は一会を開いて紡績業者其他銀行業者の重なる物二十人ばかりを案内して右のターター氏を

紹介し今後日印の親密を謀って商業上の密接なる関係をつけ度と思う、幸にターター氏は充分な同情を以って

日本のために便利を計ってくれられるから是を機会として倍々此印度との取引を盛に仕度云う意味を以て話合

をした事がありました。併し其の時は未だ運賃に就てどうこうと云う成案はまだ成り立ちませんが之れから一

年ばかり後に故ヂエー、エン、ターター氏が来られました。此ヂエー、エン、ターター氏は余程思虜の周密な

又日印の関係に於ても考えを沢山にに持って居る人でありましたが氏の言に元来印度は紡績事業に就いては日

本と競争の地位に立たねばならぬような訳であるけれども印度綿の産出は印度ばかりで使用し尽す事は出来な

い、若し日本で大いに紡績事業を進めるならば自分は棉花を充分に供給する、紡績業の方から競争はあろうけ

れどもそれがために日本に綿の原料を送らないで兵糧攻めにするというような狭い心は決して有って居ない両

方互に助け合って進歩して行ったならば、此日印紡績の前途は棉花ばかりでなく、種々の点に於て大に有望で

あろうと云われて、此時に始めて此運賃の問題が実際に持ち上がる事となりました。つまり此運賃の高いのは

日印両国以外の運送事業者が勝手に利益を専断して居るからである、今記憶には良く覚えて居りませぬが其時

分は棉花一梱の運賃がボンベーと日本の間十七ルーピーであったと思って居ります。ヂエー、エン、ターター

氏の考えにも此連賃が十七ルーピーではまだまだ下げられる余地があると云う事で、これを何とかしたいと考

ました。けれども其頃は此航路はピーオー会社の大切な航路でありますからしてなかなか安くはしてくれない、

どうしてもこれはボンベーと日本との間に一つの競争航路を作ってそれで運賃を安くするより外に策はない、

其時ヂエー、エン、ターター氏は若し日本から新航路を開くならば其半分だけは私が責任を持つと云う非常な

厚意を表せられて彌其事に着手する事に決心を致しました。所が此ピーオー会社との競争には余程の困難があ

ります。元来此航路は有力なるピーオーの長い間やって居る外に奥地利と伊太利との三の会社が共同して航路
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を開いて居るので、其処へ新たに新航路を開くとすれば余程強い競争を受けると云う覚悟をしなければならぬ、

此事はヂエー、エン、ターター氏も余程心配をされました。当時個人で此航路をやって見たいと云う人もあり

ましたが私は此事を郵船會社に勧めたのであります。其当時郵船会社は近藤、加藤、内田、浅田の四人が重に

社務を経営して、社長は森岡氏副社長は吉川大次郎氏でありました。私は度々郵船会社の人々と商談を凝らし

てどうしても此問題は郵船会社が引き受けてくれねば困る、一方にヂエー、エン、ターター氏がかくまで奮闘

してくれる、又我国紡績業者一同の熱望でもあるからどうかこれを国の為に開いて貰いたいと頼んで、彌々一

方郵船會社も決心してボンベイの航路を開くと云う事になりました。此航路始めはつまりターター氏と共同経

営と云う事で開く事になりました。此時浅田正文氏が日本郵船会社から視察として印度に行かれました。其が

明治二十五年の冬であったと記憶して居ります。果たしてピーオー会社の強い競争を受けました。明治二十六

年の春であったと思いますが彌々競争をする事になって、だんだん一梱十七ルーピーの運賃が一ルーピー半ま

でピーオー会社は引き下げると声言するような事になったのであります。此一ルーピー半と云うような競争で

は勿論郵船会社の新航路が経営をして行ける筈がない、若し此の儘で打やつて置けば、紡績業者はどうしても

安い方に頼むのは分かって居る、これは一つ紡績業者が団結して新航路に荷物の約束をする外はない、それで

日本の紡績業者の総合を計って利害を共にすると云う必要が起こって参りました。で私は大阪に紡績会社の連

合会を開く事にしまして各会社の人に今が一番紡績業者の肝心な時であるから、どうか自分だけの会社の事を

考えないで永久の利害得失と云う事を考えて、此新たに出来た新航路に力を入れて貰わねばならぬと云う事を

説きました。其所で此連合が成立って郵船会社の積荷の規約をすると云う事になりました。其時最初の積荷契

約は五萬俵でありました。その時の航路の維持の上から言えば七萬五千俵でなれればならと云って争った事が

ありましたが今日では鐘ヶ淵紡績会社一口でも一萬俵以上を使用して居りますが、其当時は連合の上で七萬五

千俵すら出来なかったと云うような有様ありでした。 

当時ピーオー会社の方では一ルーピー半という声言はして居りましたが、まさか実際其れまでは下げませんで、

八ルーピーまで位下げて居ったと云う事であります。此時郵船会の方は即ち連合の方は十ルーピー半で契約を

したので、確かにピーオー会社のより高いのでありますが連合のお蔭で郵船に特約をしました。其翌年には政

府から航海奨励法案も制定せられ、特定航路としてボンベー線を政府が補助すると云う事になりまして、到頭

ピーオーの方でも競争してもつまらんと云う事になり向の方から競争は已めようという妥協になりって爾来今

日まで親密に競争もせずにやって居るのであります。此競争のある頃に何とかして金銭上で折合をつける事が

出来ないかと云う事でピーオー会社から私へむけて頻に談判を持ち込みまして大の議論した事があります。丁

度其時ヂヨセフと云う人がピーオー会社から其衝に当たって烈しい議論をした事がありました。印度の綿を日

本へ輸入した由来及びボンベイ航路の由来は大略右の通であります。其後航路の事業も郵船会社一手の事業と

なりましてターター氏は単に積荷に就いての代理店を依託して今日まで親密に貿易を続けて居るのであります。 

(※ 旧漢字･旧仮名遣いは現代漢字･現代仮名遣いに変更し、原本に ある傍点は省略しました。その他は、原文を尊重し変更を加えず掲載しました) 

｢日印協会110周年記念バッチ｣ 頒布致します。 

会員の方に優先的に、実費(600円)にて頒布致します。 

価格、受け取り方法(郵送の場合は送料がかかります)等は、日印協会事務局までお問い合わせ下さい。 

E-mail  partner@japan-india.com      FAX  03-5640-1576 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40×50mmのプラスチックケース入り           大きさ  30×16×1.2mm 

30mm 

16mm 
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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、日印協会設立 110 周年という

記念すべき年であり、昨年に引き続き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             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) 

 

 

 

 

<次回の『月刊インド』の発送日> 

次回発送は、12月 13日(金)の発送となります。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> 

 日印協会では、各種講演会やセミナーを開催しておりますが、市民大学や地域の団体が主催する

催し等にも参加して｢日印の相互理解｣の推進･応援をしております。インドに関する講演や投稿のご

希望がございましたら、事務局までご連絡下さい。 

<編集後記> 

今年も、10月 27日に、F1 インド GPの決勝レースが、ブッダ･インターナショナル･サーキットで

開催されました。優勝は、レッドブルチームのセバスチャン･ベッテルです。何とインド GP が 4 年

前に開催されて以来、ベッテルの 4連覇達成です。しかし、来年からは、もうインドで F1 サウンド

を聞く事が出来なくなりそうです。ベッテルも優勝コメントで残念がっていました。折角、サーキ

ット場の緑も定着してきて、その為だと思うのですが、コース上の土埃も随分減って、運営も手馴

れてきた頃だと思うのですが、残念でなりません。 

今回のレースでは、フォース･インディアはダブルで入賞を決めましたが、インド人ドライバーも

日本人ドライバーも参戦していません。最後のインドGPなのに寂しいなぁ～と思っていたのですが、

注目を集めた日本人が一人、道端ジェシカさんです。ピンクのサリーを素敵に着こなした道端さん

はインドでも人気があったようで、“ジェイソン･バトンの彼女で日本のモデル”として紹介されて

いました。こうなったら、もう書いて頂くしかありません。道端さん、体験されたインドについて、

投稿してみませんか? 勿論原稿料は出ませんが! 入会歓迎します♪ (記 渡邊恭子) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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