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<早朝のガンガ上流･聖地リシケシュで祈る人々> 
写真：日印協会宮原事務局長 
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公益財団法人日印協会事務局長 宮原 豊 

5 月中旬、熱波に見舞われ 60 年振りに最高気温を更新し、摂氏 51 度を記録したラジャスタン州を含

む北インドに出張した。主な目的は日本企業の進出しているハリヤナ州(グルガオン)、ラジャスタン州(ニ

ムラナ)の視察であるが、それとともにたまたま読んだラジャスタン州首相の｢水問題｣に関する新聞投稿

記事に触発され、｢暑期｣の北インドを回りたいと思った。 

 

《爆発的な発展を続けるグルガオンとグレーターノイダ》 

ニューデリーは 2000年代のインド経済の拡大・発展とと

もに、市域を南にどんどん広げ、ついにデリー州を越えて

ハリヤナ州グルガオン市一帯が経済産業の中心地になって

いる。元々の中心地であるかつての“東洋一の憧れの都”

コンノート･プレイスも老朽化した建物が多くなったとの感

は否めない。ニューデリーの中心街としてまだ賑わってい

るし、あちらこちらで再開発の工事が進められている。北

部のビジネス・センターとして再興されることが期待され

る。 

筆者のように10年前にデリーを離任した者に

は、話には聞いていたものの最近のグルガオン

の爆発的な変化には目を見開かされる。2000年

代前半は、南ニューデリーの遺跡クトゥブミナ

ールからグルガオンに入ると、ぽつんと建つ

Bristolホテルが先ず目に入り、その後 MGロー

ド沿いに近代的なショッピングモールが徐々に

建ち始め、ゴルフ･コース･ロードを行くと高層

コンドミニアムが眼前に迫って来た(しかし、居

住者はまだ多くはなかった)。メトロもなかった。

NH8 を少し南に進むと左側に見える Signature 

Buildingは、Signatureの名前の通りに当時の

姿が鮮明に脳裏に浮かび上がる。 

北インド･デリー首都圏 (NCR; National 

Capital Region)における日本人コミュニティの

生活の中心地は南ニューデリーからグルガオン

に移っている。NCR に在住する日本人は 4,000

人超であると推定されているが、グルガオンに

半数近くが居住している。NCR の日本人会会員

は約 2,300人、ニューデリー日本人学校の生徒

1. 酷暑の北インドを往く 

Visit to Northern India in Summer 

 

 

 

 

 

<グルガオン MGロード付近> 

<南に延伸するグルガオンから北方を望む> 

<コンノート･プレイスの古いビル> 
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は 280人を超え、幼稚園児を含めると 360名以上

の規模で運営されており、スクールバスは 14台の

うち 8台がグルガオンの各地区を回っているとの

こと。2000年代前半までは、日本人学校の生徒は

なかなか 100 名に達せず、幼稚園児を含めて 120

名程度であった。 

ヤムナ川の東側、UP州のグレーターノイダを視

察した。ヤマハやホンダ(4 輪)の工場のある辺り

であるが、立派な道路が整備され、メトロも延伸

工事中、Jaypeeゴルフ場の周辺は高級住宅街とな

っていた。90年代に NRI(在外インド人)向けに発

行した外貨債権の償還期限を前にして、2000年頃

に区画整理し売り出された投資物件である NRIシ

ティの広大な土地も、すっかり高級住宅街になっていた。 

ちなみに、全インドにおける日系進出企業数(2015年 10月 1日調査)は 1,229社、そのうち北インド･NCR

は 542社で、その内訳は、グルガオンのあるハリヤナ州が 305社、デリー145社、グレーターノイダのある

UP州 46社、ニムラナのラジャスタン州 43社となっている。インドでは他の集積地として、ムンバイのマハ

ラシュトラ州 203社、バンガロールのカルナタカ州 190社、チェンナイのタミルナド州 192社、アンドラ･

プラデシュ州10社、アンドラ･プラデシュ州から分離したシュリシティのあるテランガナ州 23社である。 

 

《進出企業の経営戦略と税務・労務》 

今回、日系進出企業の工場5社を訪問した。Yakultはハリヤナ州の北部ソニパット、他の 4社(Dainichi 

Color、Unicharm、NSSI、Taiyo)はラジャスタン州のニムラナ日本企業向け工業団地に立地している。イ

ンドは税務、労務が重要で、マネージャーはその上に庶務的業務(つまり雑用)に振り回されることが多

いと、これは今も昔と変わらないようだった。各社を訪問して、特にインドでビジネス展開するために

は先ずは製品の市場性や製造技術に優位性を有することの重要性をあらためて教えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば、Yakultはインドの消費者に健康食品としての価値が広く認知されてきており、Dainichi Color

は他社とは違う塗料のコンパウンダ―技術(混ぜるノウハウ)で強みを発揮し、NSSIは鉄鋼材専門業者と

<日本人学校の新校舎とスクールバス> 

<グレーターノイダの景観> 

<ニムラナ日本企業向け工業団地> <ヤクルト工場で岩間工場長(右)と筆者> 
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しての材料調達とプレス技術、Unicharmは今までインドになかった高品質の商品を提供して消費者に受

け入れられており、Taiyo はトラクター用耕うん爪のデザインと強度(材料と熱処理)に優位性のある技

術を有しているという。各社とも技術、ノウハウの保全をインドにおける経営戦略の根幹としている。 

 既視感に襲われたのが税務問題。インド政府はサービス税制を変更し、その中に土地のリース契約に

サービス税を課すことが含まれた。サービス提供者に課せられる税であるが、州政府開発公社も課税対

象となるのか等、いくつかの州政府が中央政府と係争中とのことである。ニムラナ進出企業は、ラジャ

スタン州政府開発公社(RIICO)から、州政府が裁判で敗訴した時には、過去に遡及し延滞金とペナルティ

(利子)を含めて支払うように要求されているという。課税対象なのかというそもそも論から、入居企業

に過去に遡って延滞金やペナルティを課すのは理不尽であろう、との議論がなされていた。 

 ニムラナ日本企業向け工業団地には46社入居してい

る。日本人社員は 210人(2013年は 350人いた)、イン

ド人労働者は全社合わせて10,000人ほどいるとのこと。

そこで神経を使うのは労務管理と人材育成であろう。

NH8の反対側には一般向けの工業団地があるが、2輪車

の HERO Group やビールの Fosterが入居している。ニ

ムラナは車で北はマネサールを経てグルガオンに 2時

間強、南のジャイプールに 2時間半の位置にある。近

隣地区だけでは労働者が集まらないので、優秀な人材

をインド全国各州に求めて採用しているとのことであ

る。問題は定着率であり、また労働問題が起こらないように日々神経を使っている様子がうかがえた。 

インド政府が“Make in India”で製造業強化策を推進する中で、労働者の育成は最も重要な柱の一つ

と考えられる。PHD商工会議所や Assocham等の経済団体は若年労働者や熟練労働者の育成のために職業

訓練所の拡充や技術研修センターを創設するに当たって、日本の｢ものづくり技術｣から学びたいと関係

機関に協力を求めている。 

 

《環境問題に関連して》 

 既視感と言えば、この冬の間も空気汚染(PM2.5)に悩まされ、デリーに入って来る車両ナンバーの奇数・

偶数による入場制限を設けられていたが、デリーでは 2,000cc以上のディーゼル車の Registrationは来

年3月まで出来ないとの最高裁の強い行政命令である。これは2003年頃全てのディーゼル車の営業車(オ

ートリキシャ、タクシー、バス等)の燃料を CNGに変換するようにと、スクールバスさえも走行ストップ

させた最高裁の行政命令を思い起こさせる。空気浄化を求める市民からは拍手喝采だが、エンジン転換

だけさせられて数少ない CNGスタンドを幾重にも取り囲んで待たされたオートリキシャの運転手が最大

の被害者であった。CNGスタンドが十分に整備されるまでには半年くらいかかった。今回は運転年数 10

年を超えるディーゼルトラックのデリー乗り入れ禁止、デリーを経由するトラックに対し｢環境税｣を倍

額にするとの通達もあった。 

 

《水問題は今後最大の問題であろう》 

Times of India(3 月 21 日)紙面にラジャスタン州 Vasundhara Raje 首相の投稿記事がある。｢水は生

活に最重要なもの。ラジャスタンは全インドの国土面積の 11%、人口の 6%を占めるが、水資源は 1%しか

ない。インドは地下水に依存しているが、1882年に制定された地役権法で私権が守られ、全体として十

分に水源の情報が把握されていない。現在全インドで 16,000ヶ所の井戸が観測対象となっているが、モ

バイル技術の活用で 3,000万ヶ所の観測が可能。女性の水汲み労働と言うような人道的な観点から、ラ

ジャスタン州は 3,529村の水の自給を目指している。雨水の多くは地面に浸透し、貯水して活用される

<トラックの往来激しい NH8> 
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が、25%は流失している。国民大衆による運動として水資源保全に取り組まなければならない｣という趣

旨である。 

Raje州首相はさすが乾燥地帯(砂漠)のマハラジ

ャの末裔だと認識も新たに、ニムラナ訪問の後ジ

ャイプールまで足を延ばした。NH8 から見る限り

は、摂氏 50度の気候の中でも緑の畑と青々した低

木が続いている。インドは、雨期(7月～9月)、乾

期(10月～3月)、そして暑期(4月～6月)に分けら

れるが、この酷暑期に乾燥地帯のラジャスタンに

緑があるというのは、ムガール帝国の時代から山

塊一体の雨水を最大限活用してきたアンベール城

の水源管理のノウハウが今に活かされているのか

もしれない。今も雨水管理は厳しく行われている。

水資源に恵まれた日本は雨水の活用についての認識は低く、ほとんど川から海に流しているのだろう。 

ラジャスタンとは対照的に、ヒマラヤを水源とするガ

ンジス河の水流に恵まれる聖地ハリドワールとその上流

のリシケシュを訪ねた。UP州北部からハリドワールのあ

るウッタラカンド州にかけての全域に、植樹された高木

が立ち並び、農業の盛んなことがわかる。聖地リシケシ

ュは必ずしも“静地”ではなく、日本の門前町と同様に

喧騒に包まれる。ただ夜明けの静寂の中で、ガン

ガに沐浴し、また瞑想する人々の姿にやはり厳か

な雰囲気が漂う。リシケシュは 2年前のモンスー

ンの時期に大雨に見舞われ、ガンジス河の水位が

上がり大洪水となったそうだ。降る年は降りすぎ

るし、降らない年は大干ばつ、降雨は年により、

また地域により不安定である。農業用水、工業用

水、生活用水のどれをとっても、水資源の確保と

管理は今後の重要課題であることは間違いない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<アンベール城の貯水池> 

<ガンガの上流 早朝のリシケシュのガート> 

<インド人観光客で賑わうハリドワール> 
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日印ビジネス支援協会株式会社 代表取締役 平野 隆之 

(日印協会個人会員) 

 はじめに 

 現在、インドでシイタケ栽培を行い農民の収入を向上させることを目指

す調査を JICAの委託を受けて実施中であり、本調査の業務主任者は宮城県

くりこま高原のシイタケ栽培農家、筆者はチーフアドバイザーとして右調

査に携わっている。 

その調査で強く感じたインドの女性パワーについて、読者の皆様と情報

を共有することが本稿の主旨である。今回訪問したのはウッタラカンド州

とタミルナードゥ州であり、この 2つの州は直距離にして約 2千キロメー

トル離れている。 

 

 ウッタラカンド州カディマ地区の農民女性 

今回は、ウッタラカンド州立ゴヴィンドバラパント農業大学のキノ

コ科教授のミシュラ博士が指導して実際にキノコ栽培を行っているデ

ワリ村とパンカディア村を訪問した。 

ここでキノコ栽培に従事している農民は指導者の男性を除き全て女

性。現在 90名の農民女性が 13グループ(1グループは 5名～10名で構

成)に分かれてキノコ栽培に従事している。この女性たちを指導してい

るのがミシュラ博士。ミシュラ博士はデワリ村の男性農民にキノコ栽培を教え、自分の片腕として現地

指導に当たらせている。 

訪問した時は丁度オイスターマッシュルームの栽培を行っており、我々訪問団のために出来たてを摘

んでくれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性たちはキノコ栽培を始めてからグループごと約 7,000ルピーの年収を得られるようになったとミ

シュラ博士は述べていた。1人当り平均 1,000ルピー程度(約 2,000円)の増収だが、それでも女性たち

にとっては有り難い収入となっている。 

 女性たちは、自分の家屋を改良したり、空きスペースをうまく利用したりと様々な工夫をしていた。

日本のようにグリーンハウスを建てたり、冷暖房施設を装備したりすることなく、季節に応じて栽培で

きるキノコを作っているのだ。オイスターマッシュルームの次はミルキーマッシュルーム、冬場はボタ

2. 農業で頑張るインド女性 

Emerging Power of Indian Women in Agriculture 

 

<ミシュラ博士と一番弟子> 

<収穫直後のオイスターマッシュルーム 

を持つ女性と筆者(左)>  

<キノコ栽培に従事するデワリ村の女性> 



 

8 

 

ンマッシュルームというように。キノコ栽培用の納屋は綺麗に手入れされ、室内の温度は外気温より 2

度程度低いように感じた。 

 

 

カディマ地区の農村にはモンゴル系の顔立ちが目立つ。ミシュラ博士に｢ここの農民は東北州から来た

のか｣と尋ねたところ｢いや。昔からここに住み着いている人たちだ｣と述べていた。そのルーツはチベッ

トかもしれない。なんとなく親しみを感じる。 

90 名の女性を束ねるパンデさん(女性)

はパンカディア村に住み、ミシュラ博士か

らの伝言を各グループに伝えたり、女性栽

培者の相談に乗ってあげたりと大忙しだが、

キノコ栽培のお陰でトイレが出来たと見せ

てくれた。トイレは丁寧に清掃されており、

都会の公衆便所よりもはるかに衛生的とい

う印象を得た。インドの農村部の家庭にお

けるトイレの普及率はインド全土平均で約 3割、下水道システムがあるのは僅かに 2.2%、ウッタラカン

ド州はマシな方だが、それでも 5割ちょっと(2011年度インド国勢調査より)。家庭にトイレがあること

は誇れることなのだ。 

 

 ウッタラカンド州からタミルナードゥ州へ 

今回は、パントナガールからデリー、バンガロールで航空機を乗り継ぎ、タミルナードゥ州立農業大

学のあるコインバトールに到着。筆者にとってコインバトールは十数年振りの訪問だ。 

風が強く、埃が多くて暑い町という印象を持っていたが、その点は余り変わってないように感じた。大

きく変わっていたのは、車の数が以前とは比較にならないほど多くなっていること、通信用鉄塔があち

こちに建っていること、そして女性の 2輪車ドライバーがやたらと多いことだろうか。 

<トイレ入り口> <トイレ内部> 

<藁屋根の納屋を改良、室内は外より涼しい> 

<カディマ地区の農民女性> 
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 コインバトールの女性二輪車ドライバー 

コインバトールの町中を車で走っていると、女性二輪車ドラ

イバーの多さに驚かされる。日本にも女性二輪車ドライバーは

いるが、それとは比較にならないほど多い。若い女性から高齢

の女性までスクーターにまたがり軽快に町中を走り回る。男性

ドライバーも珍しがる様子はなく、当たり前のこととして気に

も留めない。女性同士の二人乗りや子供を乗せている女性ドラ

イバーもいる。南インド女性のたくましさを垣間見た気がする。 

 

 タミルナードゥ州立農業大学で活躍する女性陣 

タミルナードゥ農業大学には園芸部にキノコ科がある。その

キノコ科の学生さん、なんと全員女性。彼女たちはキノコ栽培

にとても興味を持ち、シイタケ栽培にも是非挑戦してみたいと

述べていた。同科の先任教授であるクリシュナムルティ博士に

よれば、彼女たちはとても真面目で非常に良く勉強するそうだ。

もちろんアルバイトなどやっている者は一人もいない。 

 訪問したのは土曜日であったが、学生たちはキノコの栽培に使用する菌床用の藁を束ねる作業をして

いた。ちょっとこっち向いてと言ってカメラを構えると、手を休めて写真に納まってくれた。頑張れ皆

さんと声をかけると笑顔が帰ってきた。この明るい笑顔がインドの将来を支えるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 タミルナードゥ農業大学ウーティ園芸研究所の女性陣 

ウーティ園芸研究所はニルギリティーで有名なニルギリ高原のウーティに位置し標高は 2,240m。コイ

ンバトールから車で約3時間かけて山道を登って行く。当日のコインバトールの気温は33度であったが、

ウーティに到着した時の気温は 18度であり、肌寒いくらいであった。 

 

<軽快にスクーターを駆る女性ドライバー> 

<ミーティングに参加した女性教授>      <作業中のキノコ科の学生さんたちと指導教授> 

<ニルギリ高原ウーティ> 
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ウーティ園芸研究所は、その優れた気候条件を活用して様々な植物の試験栽培を行っている。 

 

 
この研究所長はアニータ博士、女性である。アニータ博士を支えるスタッフも女性が多い。ここに研

修に来る学生さんの大半は女性という。南インドのウーマンパワー恐るべし。インドには、女性は主人

の許可なく家から出ることも許されないような農村もいまだに存在しているが、女性の社会進出は確実

に進んでいる。これからは女性の職域が益々広がり、その活躍がインド経済を支える重要な要因となっ

て行くことは間違いないということを強く感じさせられた。 

 

 日本の女性だって負けてないぞ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<野菜栽培用ビニールハウス> 

<中央の女性がアニータ所長、右から 2人目が千葉大学から来た学生Ｓさん> 

<高標高地ウーティのお家は色とりどり> <ニルギリティーとして有名な茶畑> 
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我々が訪問した時、たまたま千葉大学の学生さんが研修で来ていた。この学生さんは女性である。日

本人がほとんど訪れないような地に、ちゃんと日本人学生がいる。それも女性。なんと頼もしいこと。

日本の女性だってインド女性に決して負けてないぞといった感想を持てたこと、これ最大の収穫なり。 

 

<備考:本調査の根拠情報> 

① 提案企業名：株式会社ヤッツコーポレーション 

② コンサルタント企業名：日印ビジネス支援協会株式会社 

③ ｢2014年度補/2015年度予算 JICA中小企業海外展開支援事業－案件化調査－ 

(案件名：インド国農家の収入向上に向けた高付加価値農産物(シイタケ)の商品化にかかる案件化調査)｣ 

④ 契約期間：2015年 10月 13日－2016年 11月 31日 

 

Ⅰ. 内政 

【インド予算国会】 

5月 11日－13日 

 11日､インド下院議会が閉会した。 

 13日､インド上院議会が閉会した。 

 13日､議会省は､プレス･リリースを発出し､予算国会の閉会及び同国会における成果について発表した。

同発表によれば､下院では 10法案､上院では 12法案が可決された。上下両院で可決された重要法案は､

予算関連法案の他､鉱山･鉱物(開発･規制)法案､産業(開発･規制)法案､反ハイジャック法案等が含まれ､

下院では､造林保障法案等が可決された。なお､上院では 44法案､下院では 11法案が継続審議のために

据え置かれている。 

 

【連邦上院議員選挙】 

5月 12日 

 12日､選挙管理委員会は､任期満了に伴う連邦上院議員選挙(57議席)の日程を以下のとおり公表した。 

<投票日･開票日> 

6月 11日 

<各州の対象議席数> (()内は議席数) 

アンドラ･プラデシュ州(4)､テランガナ州(2)､チャッティースガル州(2)､マディヤ･プラデシュ州(3)､タ

ミル･ナド州(6)､カルナタカ州(4)､オディシャ州(3)､マハーラーシュトラ州(6)､パンジャブ州(2)､ラジ

ャスターン州(4)､ウッタル･プラデシュ州(11)､ウッタラカンド州(1)､ビハール州(5)､ジャールカンド州

(2)､ハリヤナ州(2) 

 

【大気汚染】 

5月 13日 

 13日付各種報道は､12日に WHOが発表した 103カ国 3,000都市における最新の PM濃度の年平均データ

によれば､デリーの PM2.5濃度は､前回 2014年に公表された 153μgm/㎥から 122μg/㎥に減少し､世界

3. インドニュース(2016年 5月) 

News from India 
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第 1位から第 11位まで順位を下げたと報道した。世界で最も PM2.5濃度が高い都市はイランのザーボ

ルとなり､トップ 10に入るインドの都市の数は前回の 6都市から 4都市に減少した。 

メモ： デリー準州政府は､今回使用されたデータは 2013年のものであるが､明確で肯定的な傾向であるという声

明を発表した。ケジリワル準州首相は､｢WHO の最新報告によると､デリーはもはや世界最悪の大気汚染の都市

ではない｣と述べた。また､WHO のマリア･ネイラ公衆衛生･環境局長は､当該問題への対策のために他の国々が

できなかった行動計画を進めたインド政府を賞賛した。 

 

【スワラージ外相退院】 

5月 15日 

 16 日付ヒンドゥスタン･タイムズ紙の報道によれば､肺うっ血と発熱の症状により全インド医科大学

(AIIMS)に入院していたスワラージ外相は､3週間近くの入院を経て 15日に退院した。AIIMSディレク

ターのミシュラ氏は､医師のグループがスワラージ外相を診察した上で､体調が良いと判断し､退院に至

ったとした。 

メモ： ミシュラ氏によると､スワラージ外相は肺炎の治療を受けており､体調が回復する前は､感染症により軽度

の腎臓障害が生じていた。 

 

【インド州議会選挙】 

5月 16日－19日 

 16 日､タミル･ナド州､ケララ州､プドゥチェリー(旧ポンディチェリー)準州で､準州議会選挙の投票が

実施された。全準州で 70%以上の投票率を記録した。 

<アッサム州> 

 19日､アッサム州議会選挙の開票が行われ､BJPが 126議席中 60議席を獲得し､第 1党となった。 

 22 日､インド大統領府は､アッサム州首相に就任予定のソノワール青年･スポーツ担当閣外大臣が辞任

したあとの後任として､ジテンドラ･シン閣外大臣に対し､既存の担当事項(北東部州開発(専管)､首相府･

人事･公的苦情･年金､原子力エネルギー､宇宙担当)に加え､青年･スポーツ省も担当するように指示した。 

<ケララ州> 

 19 日､ケララ州議会選挙の開票が実施され､インド共産党マルクス派(CPI(M))率いる左翼連合が､現職

のコングレス党率いる UDFを破り､勝利した。25日､州都ティルヴァナンタプラムで宣誓式が開催され､

CPI(M)幹部のピナラ･ヴィジャヤン氏がケララ州首相に就任した。 

<西ベンガル州> 

 19 日､西ベンガル州議会選挙の開票が実施され､ママタ･バナジー党首率いる全印草の根会議派(AITC)

が､294議席中 211議席を獲得し大勝した。 

<プドゥチェリー準州> 

 19日､プドゥチェリー準州議会選挙の開票が実施され､コングレス党が30議席中15議席を獲得し､第1

党となった。 

 

【スペースシャトル打ち上げ成功】 

5月 23日 

 23日､インド政府の発表によれば､インド宇宙研究機関(ISRO)がインド初の国産再使用型宇宙往還機(ス

ペースシャトル)試作機(RLV-TD)の打ち上げ試験に成功した。モディ首相は､ツイッター上で、｢インド

初の国産スペースシャトルの打ち上げ成功は､我が国の科学者の勤勉な努力の結果である。彼らにおめ
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でとうと言いたい。科学者やISROが長年にわたりその仕事で見せてきた活力と熱心さは並外れており､

元気づけられるものである｣とツイートした。また､ムカジー大統領は､ISRO総裁宛に祝辞を発出した。 

 

【モディ政権発足 2周年】 

5月 24日 

 各種報道によれば､24日､BJP幹部は､26日にモディ政権が発足 2周年を迎えることから､それを記念す

るため､｢開発祭り｣(Vikas Parv)という名前で 200以上のイベントを企画していると述べた。 

メモ： このイベントは､閣僚達が地方に出向いて開催するものや､デリーにあるインディア･ゲートでボリウッド俳

優らを招いて開催するものなどが含まれる。 

 

Ⅱ. 経済 

【破産法成立】 

5月 11日 

 各種報道によれば､インド国内のビジネス環境整備促進の観点から重要な法案とされてきた破産法案

(Insolvency and Bankruptcy Code)が､上院で可決され成立した。 

メモ： 破産法は､破産に関する制度的枠組みを整えるとともに､破産処理手続を定めるもの。 

制度的枠組は以下のとおり。 

①破産処理手続きを行うための専門家としてIP(Insolvency Professionals)を創設するとともに､IPを選抜･管理す

るための協会IPA(IP Agencies)を設立する。 

②債務者に関する財務情報を収集し､提供するための企業としてIU(Information Utilities)を設立する。 

③IP､IUを含め､同法により構築される新たな制度的枠組みの機能を監視する規制機関として､インド破産委員会

(Insolvency and Bankruptcy Board of India)を設立する。 

④企業や有限責任組合を対象とする審判所としてNCLT(National Company Law Tribunal)､個人等を対象とする審

判所としてDRT(Debt Recovery Tribunal)を設立する。 

 

【スマート･シティ】 

5月 24日 

 24日､インド政府は､すでに選定されているスマート･シティ 20都市に加えて､新たに 13都市を選定し

た旨公表した。新たに選定された 13都市は､ラクナウ(ウッタル･プラデシュ州)､ワランガル(テランガ

ナ州)､シムラ(ヒマチャル･プラデシュ州)､チャンディガル､ライプル(チャッティースガル州)､ニュー･

タウン･コルカタ､バガルプール(ビハール州)､パナジ(ゴア州)､ポートブレア(アンダマン･ニコバル連

邦直轄地(諸島))､インパール(マニプール州)､ランチ(ジャールカンド州)､アガルタラ(トリプラ州)､

ファリダバード(ハリヤナ州)。 

 

Ⅲ. 外交 

【インド･ニュージーランド(NZ)関係】 

5月 1－2日 

 インド外務省発表および各種報道によれば、ムカジー大統領は、国賓として NZを訪問した。なお、大

統領の NZ訪問は初めてである。同大統領は、マテパラエ総督、キー首相と会談した他、野党党首の表

敬を受けた。NZ には、約 17 万 5,000 人のインド人が居住しており、これらビジネスマンとの意見交

換会や、インド人コミュニティとの会合を催した。また、オークランド工科大学で演説し、ルック･

イースト政策がアクト･イースト政策に発展する中、インドの戦略構想及び経済的関与のため、太平洋

地域の重要性が増加している旨訴えた。今回の訪問中、両国間で空の連結性に関する協定及び教育分



 

14 

 

野の覚え書きが署名された。 

 

【インド･イタリア関係】 

5月 3日 

 ハーグの常設仲裁裁判所(PCA)はプレス･リリースを発表し、インドおよびイタリアの間のエンリカ･

レクシー号事件に関して、暫定的措置を決定した。同決定では、インドとイタリアは、人道的配慮の

ため、ジローネ軍曹が、インド最高裁判所の監督下にありながらも仲裁裁判中にイタリアに戻ること

ができるよう、保釈条件の緩和のために協力しなければならないこと、また、裁判所がエンリカ･レク

シー号事件についてジローネ軍曹に対してインドが管轄権を有すると決定した場合、イタリアはジロ

ーネ軍曹をインドへ返還する義務を負うことを確認すること、を定めている。 

メモ： イタリア海兵隊員2名は、2012年、最高裁から保釈決定を受け、ラトレ軍曹は(病気療養を理由に)イタリア

で、ジローネ軍曹はニューデリーで、それぞれ保釈中である。本事件については、2015年にイタリアが、国連海

洋法条約に基づく国際仲裁において、2018年までの仲裁期間中における暫定的措置を定めるようハーグの仲裁

裁判所に求めていた。 

 

【インド･ネパール関係】 

5月 6日 

 各種報道によれば、ネパール政府は 6 日の閣議において、9 日から予定されていたバンダリ大統領の

インド訪問を中止することを決定するとともに、ウパディヤ駐印ネパール大使の召還も決定した。 

メモ： 7日及び8日付現地各紙は、大統領訪印中止の決定はオリ首相の発案である、オリ首相は最近のインドに

よる不必要な内政干渉に不快感を示している旨報じた。さらに、関係筋や政府高官の話として、ウパディヤ大使

が、6日朝にオリ首相に対して架電にて、バンダリ大統領訪問中止決定の非を伝えるとともに、右決定に際し自

分(大使)に事前の相談がなかったことを非難したこと、今次オリ政権打倒の計画に関与していたことが、今回の

召還の理由であると報じた。 

 

【インド･スリランカ関係】 

5月 13－14日 

 インド外務省発表によれば、シリセーナ大統領がインドを訪問し、モディ首相と会談した。モディ首

相は、スリランカの国民和解に向けた取組への支援を確約したほか、スリランカへの製薬投資ゾーン

の設置、経済特区の設置、文化交流強化等についても議論が行われた。シリセーナ大統領は、モディ

首相と共にマディヤ･プラデシュ州ウジャインを訪問し、ヒンドゥー教の式典に参加した他、ジャヤス

ーリヤ国会議長とともに同州のサーンチ(そのスツーパ遺跡群は世界遺産)において、インドにおける

仏教復興に尽くしたスリランカ仏教徒ダルマパーラ師の胸像除幕式に出席した
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【インド･イラン関係】 

5月 22－23日 

 インド外務省およびイラン大統領府発表によれば、モディ首相は、ローハニ大統領の招待を受け、イ

ランを初めて訪問した。モディ首相は、22 日、ハメネイ最高指導者およびローハニ大統領と会談し、

両国が共通の関心を有する問題につき幅広く議論した。また、23日には、アフガニスタンのガーニ大

統領もイランを訪問し、ローハニ大統領、モディ首相、ガーニ大統領の列席の下、チャーバハール･

トランジット 3か国合意文書が、各国の運輸大臣により署名された。 

メモ： インドにとってイランは、文明的なつながりを有するとともに、インドの広域近隣地域に位置し、両国は、経

済、安全保障分野で多くの共通部分がある。モディ首相のイラン訪問では、地域の連結性及びインフラ、エネル

ギー･パートナーシップの進展、二国間貿易の拡大、様々な分野での人的交流の促進、地域における平和と安

定の促進に焦点を当て、両国の共通点を拡大させることを目的としている。特に、チャーバハール港第一フェー

ズ開発契約や、同港開発のためのクレジット･ライン設定を含む12の合意文書に署名したことは、対イラン制裁

の解除を受けて、新たな機会創出と、両国企業の取り組みを後押し、二国間協力および地域連結性を強化する

上で時宜を得たものと言える。インド首相のイラン訪問は、実に15年ぶりであった。 

 

【インド･中国関係】 

5月 24－27日 

 インド大統領府発表および各種報道によれば、ムカジー大統領は、ガンワール繊維閣外大臣(専管)、

国会議員、大統領府職員、学術関係者等で構成された代表団を伴って、中国を公式訪問した(大統領就

任後初めての中国訪問)。まず広東省広州を訪れ、朱小丹広東省長及び胡春華広東省党委書記と会談し

た。その後北京へ移動し、習近平国家主席、李克強総理、および張徳江全人代委員長と会談した。そ

の他、広州ではインド･中国ビジネス･フォーラムで中国人投資家にインドへの投資を促したほか、北

京では文化･学術有識者との懇談や､北京大学学生らとのラウンドテーブルに参加した。 

メモ： 習近平国家主席との会談では、政治的相互信頼の基礎を築く必要性と、両国関係が二国間関係を超え

て、地域と世界の繁栄に大きく貢献していくものである点で合意した。ムカジー大統領は中国がインドとパキスタ

ンの上海協力機構(ＳＣＯ)加入を支持したことへの謝意を表明するとともに、本年9月に杭州で行われるＧ20サミ

ットと、10月にゴアで行われるBRICSサミットにおける二国間対話に繋げていきたい旨述べ、習近平主席をインド

に招待した。李克強総理との会見では、ハイレベルの相互訪問の継続と、実務者協力･人物交流の緊密化で合

意したほか、ムカジー大統領が、これまで自分(大統領)は何度も訪中しているが、その度に中国経済の急激な

発展には目を見張るものがある、両国の潜在力を一層追求したい旨述べた。 

 

Ⅳ. 日印関係 

5月 16日 

 外務省発表によれば､東京において､インド高速鉄道に関する第 2 回合同委員会が開催された。日本側

共同議長は和泉洋人内閣総理大臣補佐官､インド側共同議長は､アルビンド･パナガリヤ行政委員会副委

員長が務め､双方の関係省庁の次官級･局長級が出席した。同会議では､事業スケジュールや調達条件等

の事業の具体的な進め方について議論を行い､早期の事業実施に向けた手続を加速化させることで一致

し､また､次回の第 3回合同委員会を、本年秋を目途に開催することで合意した。 

 

今月の注目点：州議会選挙と2周年を迎えたモディ政権 

 5月19日､インド選挙管理委員会は､アッサム州､西ベンガル州､タミル･ナド州､ケララ州､プド
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ゥチェリー準州で実施された州議会選挙の結果を発表した。アッサム州はＢＪＰが他党を大きく

引き離し第1党となり､ソムワール青年･スポーツ大臣が辞任し､アッサム州首相に就任した。ア

ッサム州でＢＪＰが第1党となり､初のＢＪＰ政権が誕生したことは､ＢＪＰが北東部で支持基盤

を構築し､全国的な政党となりつつあることを表している。この勝利は､来年にＵＰ州等の主要な

州での州議会選挙､2019年には次回総選挙を控えたモディ政権にとって､最近の支持低下の風潮

を払拭する絶好の機会であり､選挙勝利への自信となったはずである。 

 そして､5月26日､モディ政権は発足2周年を迎えた。この機会にインドの各紙､ＴＶ局はモデ

ィ政権に関する世論調査結果を公表した。ミント紙は､インド全国の10,897人を対象とした調

査と昨年の同じ調査に参加した1,400人を対象とした2種類の調査を実施。10,897人を対象と

した調査では､74％がモディ首相を支持し､政権の支持率は68％となった。1,400人を対象と

した継続的な調査では､全体的な支持率が84％から79％に低下した。タイムズ･オブ･インディ

ア紙は､デリー､ムンバイ､コルカタ､チェンナイ､ベンガルール､ハイデラバード､プネ､アーメダバ

ードの8大都市で富裕層や中間層に属する1,348人の男女を対象に調査を実施。モディ政権につ

いて､62％の都市部インド人が｢良い｣もしくは｢大変良い｣と回答した。21％が｢どちらでもない｣､

17％が｢やや悪い｣もしくは｢大変悪い｣と回答した。ビジネス･スタンダード紙は､50人のＣＥＯ

を対象に調査を実施。過半数以上がモディ政権を期待通りと回答し､多くのＣＥＯ達が､モディ政

権によって実施されてきた税制改革や破産法等はインドでビジネスをやりやすくしたと評価する

結果となった。ＣＮＢＣ社は､オンライン上で事前に登録された男女375,568人(46％が大都

市､26％が都市､27％が地方)を対象に調査を実施。モディ政権のパフォーマンスを｢期待以上｣

と評価したのは18％､｢期待通り｣と答えたのは46％で､過半数がそのパフォーマンスを評価する

とした。 

 上記のとおり､各種世論調査では､総じてモディ政権が高い支持を維持している結果となった。

2014年の首相就任以来､モディ政権は､特にモディ首相自身の高いパフォーマンスにより､これ

までＢＪＰの支持基盤が弱かった地域での支持獲得を進め､着実にその支持基盤を強化し､来年の

州議会選挙そして2019年の総選挙に挑もうとしているのである。 

 

 

=◇ 最近のイベント ◇= 

◆ムンバイ印日協会会長 パレックご夫妻来日歓迎会 

ムンバイ印日協会会長を務め、また、全インド盆栽協会(2支部)の会長でもある、ニクンジ･パレック

氏がご夫人を伴って、ゴールデンウィーク中に来日された。昨年ムンバイは横浜市と姉妹都市を締結し

て 50周年となり、林横浜市長が公式訪問されたのでその返礼と、盆栽世界大会が来年大宮で、再来年バ

ンガロールで開催される準備打合せの為である。 

4. イベント紹介 

Japan-India Events 
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<前列右より、鹿子木理事、パレック氏、 

鹿子木夫人、パレック夫人、マリック会長と筆者> 

ディスカバー･インディア･クラブ(DIC)が主催して、ご夫妻の来日歓迎会が 5月 5日に、インドレスト

ラン スパイス･キッチンにて催された。DIC会長マリック氏より、お声を掛けて頂き、また、筆者は 1

ヶ月ほど前にムンバイにてご夫妻にお目に掛かってい

たこともあって、日印協会を代表して参加した。連休

中ではあったが、大勢のインドファンが集まり、日本

とインドの歌が披露され、とても楽しい食事会となっ

た。 

パレック氏が、盆栽と云う文化を通じて人脈を広げ

たいが、なかなか広がらず、時間が掛かることが頭痛

の種、と仰っていたのが印象的だった。日印協会でも、

日々、文化面を通しての人脈構築を試みているが、な

かなか充実せず、全く同じ悩みだと深く同感した次第

である。 

同伴されたご夫人は、『Indian Vegetarian Cuisine』の著者として、ヴェジタリアン･フードの著名な

料理家でもあり、歓迎会に参加された女性陣から、ヴェジタリアン料理の神髄を引き出す質問が飛び交

っていた。 

筆者が 1ヶ月前にムンバイを訪問した時には、パレ

ック氏の下で活動している若手の副会長(メフール･ブバ氏)とも面談したが、最近の日印関係が若干停滞

しているので少しカツを入れたいと言われたので、この様な盆栽文化などの機会を通じて、より広く日

本文化をインドへ、インドの世界を日本へ広げたいと思っている。                          

日印協会常務理事 笹田勝義 

 

=◇ 今後のイベント ◇= 

 
 

IA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA 

《事務局からのお願い》 

個人会員の皆様には、4 月 1 日付で、｢個人会員年会費納入のお願い｣をお送りしております。皆様に

◆交流会開催のお知らせ 

前号でもご案内致しました様に、来る 7月 1日(金)に会員交流会を開催致します。今年度最初の交

流会です。非会員の方でも参加できますので、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、お誘いあわせのうえお申し込み下さい。皆様のご参加をお待ち申し上げております。 

同封の申込用紙にてお申込み下さい。皆様の参加をお待ちしております。 

日 時: 2016年 7月 1日(金) 18:00～20:00 

会 場: インド料理レストラン “マハラジャ 丸の内店” 

     東京都千代田区丸の内 2-1-1 明治安田生命ビル 地下 2階  ☎ 03-5221-8271 

参加費: 一般 4,000円  /  学生 2,000円 

    ※事前にお振込み下さい。(詳細は、申込用紙をご参照下さい) 

〆 切: 2016年 6月 24日(金) 

定 員: 60名 

    ※〆切前でも定員に達した場合は受付を終了致します。 



 

18 

 

は、引き続きのご支援を賜りたく、まだ手続きがお済でない方は、お早目の納入をお願い申し上げます。 

退会をご希望の場合は、｢退会希望｣と明記の上、住所、氏名、退会理由を記して、E-mailまたは FAX

で、協会事務局宛に、お知らせ下さい。連絡先は、本誌 19頁、掲示板の最下段をご参照下さい。 
JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA*** JIA 

◆第 27回インド家庭用品展 第 37回インド衣料品展  

インド貿易振興局は、第 27回インド家庭用品展･第 37回インド衣料品展を併催します。 

日 時: 2016年 7月 20日(水)～22日(金)  9:30～17:30 (初日のみ 10:30～17:30) 

会 場: マイドームおおさか 3F  大阪府大阪市中央区本町橋 2-5 

大阪市営地下鉄堺筋線･中央線  堺筋本町駅  12番出口から徒歩 6  

入 場: 無料(業界関係者または招待状持参の方) 

招待状ご希望の方は、下記 URLより入場券応募フォームをご利用下さい。 

URL  http://npo-jiipa.org/mydomeoosaka.html 

主 催: インド貿易振興局 (インド デリー本局) 

 

 

 

 

問合先: 特定非営利活動法人 日印国際産業振興協会(日本窓口) 

     東京都港区東新橋 2-9-4ビアパルコビル B1,1F ＆ 2F   

☎ 03-5733-5068  FAX: 03-5733-5047  E-mail: info@npo-jiipa.org 

§『運が 99% 戦略は 1% インド人の超発想法』 

著者: 山田真美  

発行: 講談社 

定価: 本体 860円＋税 

ISBN 978-4-06-272937-6  C0295 

最初から最後まで目から鱗の話ばかり。本のタイトルは『運が99% 戦略は1%』

と刺激的であるが、実は 99%は運を引き寄せるための戦略であって、インド人

は占星術も超本気。運とは何か、少なくとも日本人のように｢棚ぼた｣や｢果報は

寝て待て｣の他力ではない。 

広大な大国インド、多種多様でバラエティに富んでいるインドとインド人を

どう表現するのか、ステレオタイプに陥らずに的確かつ公平に語られている。これは著者が今まで東西

南北各州を上層から下層までいかに多くのインド人と幅広く交流してきたか物語るものであるが、それ

とともに著者の優れた分析力、表現力の賜物だろう。著者の長年の貴重なインド体験をこの本で簡単に

共有させていただくのは申し訳ないとさえ思う。 

当のインド人たちも、インドとインド人とは何かをこれほど的確に説明されて、｢インド人もびっくり｣

だろう。もし英訳されたら、もっと多くのインド人が｢よく言ってくれた｣と評価するのではないか。著

者は講演しても執筆しても語り口は軽妙、それでいて内容は極めて濃く示唆に富んでいる。今後の日印

間の理解促進、それも人と人との関係をいかに深めていくか、そして日本人は今後どう生きるのか、イ

ンド人に学び考える上でも秀逸、必読の書である。

5．新刊書紹介 

Books Review 
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日印協会では、多くの学生の方々にも日印関係に関心を持って頂けるよう、 

学生会員の枠を設けております。 

入会金･年会費、また、イベントによっては、学生価格の用意をしております。 

学生の方々の入会をお待ちしております。 

∮ 学 生 会 員 募 集 中 ∮ 
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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 ☆入会金 個人 2,000円 

学生           一口(4,000円)から 学生 1,000円 

一般法人会員   一口(100,000円)から 法人 5,000円 

特別法人会員   一口(150,000円)から   (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、2016年 7月 15日(金)を予定しております。催事チラシの封入をお考えの方は、日程を

ご確認のうえ事務局までご連絡下さい。チラシを封入する際には、当該催事の協会会員に対する割引等

特典の配慮をお願いしております。チラシ印刷の前にご一考下さい。 

<編集後記> 

協会で使っているパソコンには、御多分に漏れずあの窓のマークで有名な OSが入っています。これが

曲者で、頼みもしないのに勝手にアップグレードしようとします。先日、とうとう罠に嵌り、作業中に

アップグレードが始まってしまいました。最初は事態が呑み込めず、目が点になり、次に真っ青になり、

眩暈がしてクラクラしてきました。出会い頭の事故か事件か、とにかく阻止できないかと真っ青の画面

を睨み、青くなっているのは編集子の方だ! 、くるくる点が回っているのを見ては、これ以上編集子を

クラクラさせてどうする!? と、PC をボケ役に見立てて突っ込みまくりです。結局、途中での阻止は叶

わず、午前が台無しになる程つき合わされた頃に、PCから｢さぁ、始めましょう｣と言うようなメッセー

ジが出てきました。｢始めるんじゃなくて、元に戻すんだ!! ｣と、怒り心頭です。途中では、仮想アシス

タント“Cortana”が出てきます。何と読むのかと思っていたら、｢わたしはコルタナ｣と自己紹介をして

くれます。“R”を発音する→インド読み→まさか開発者はインド人!?→押しの強いアップグレード!!  

三角顧問と同じ 2015年にパドマ･ブーシャン勲賞を受賞されたビル･ゲイツ夫妻が、インドにリスペク

トしてのネーミングだったら、この強引なアップグレードも少しだけ許していいかな? (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。 

6. 掲示板 

Notice 

月刊インド Vol.113  No.5 (2016年6月10日発行)      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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