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1. 八木前駐インド日本大使が日印協会を訪問
Welcome back to Japan, Amb. H. E. Mr. Yagi
12 月 3 日、八木毅前駐インド日本大使が帰任挨拶のために日印協会を訪問されました(表紙参照)。
八木大使がインドに駐在された 3 年余の間に、日印関係は大きな発展と深化を遂げました。日印国交
樹立 60 周年を挟んで様々な催し事が行われ、特に 2013 年 11 月の天皇･皇后両陛下のご訪印は過去数十
年の日印関係史の中でも最大の出来事でありました。
また、その前に同年 5 月にはマンモハン･シン首相の訪日、2014 年 1 月にはインド共和国記念日行事
に主賓として安部総理が訪印されるなど日印関係は緊密化を増しました。2014 年 8～9 月にはモディ新
首相が訪日され、日印特別戦略的グローバル･パートナーシップの宣言がなされました。政府首脳の交流
のみならず、この間に両国の経済交流は急速に拡大し、文化交流･人的交流も従来にも増して活発になり
ました。
インドで大任を果たし帰国された八木大使は、次のドイツ赴任の準備でご多忙な中を当協会にご挨拶
にお越しいただきました。
なお、Mr. Sujan R. Chinoy 新駐日インド大使が 12 月 3 日に着任されました。12 月 18 日(金)午後 6
時から国際文化会館(六本木)で、当協会の主催により八木前駐インド日本大使と平松賢司新駐インド日
本大使ならびに Mr. Sujan R. Chinoy 新駐日インド大使の歓送迎レセプションを開催いたします。両国
大使のますますの活躍を祈念するために当協会会員を中心に多数の方々が出席される予定です。
八木毅･平松賢司 新旧駐印大使 並びに Mr. Sujan R. Chinoy 新駐日インド大使歓送迎レセプション
日 時: 2015 年 12 月 18 日(金)
場 所: 国際文化会館 地下 1 階 東京都港区六本木 5-11-16

☎ 03-3470-4616

会 費: 法人会員 10,000 円 / 個人会員 8,000 円 / 非会員 12,000 円
主 催: 公益財団法人 日印協会
問合･連絡先: 公益財団法人 日印協会
☎ 03-5640-7604

FAX 03-5640-1576

E-mail partner@japan-india.com

2. 交流会
Members Gathering
｢ラス・ビハリ・ボース氏と中村屋について｣
―2015 年 秋の会員交流会―
日印協会 秋の会員交流会は 11 月 20 日に、昨年 10 月に新装
された｢新宿中村屋ビル｣の 8 階グランナ(Granna)にて開催しま
した。参加者は約 40 名でした。
皆様ご存じの通り新宿中村屋と言えば、特に当協会メンバー
にとっては｢インド独立運動の志士ラス･ビハリ･ボース氏との深
い縁のある｣ことでよく知られています。この日は、平林理事長
による開会挨拶･乾杯の後、
株式会社中村屋(日印協会法人会員)
<挨拶されるクマール首席公使(左)と
平林理事長(右)>
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広報担当の広沢課長様から、中村屋に残されている貴重な写真によ
り、創業者･相馬家とボースとの関係、引いては日印両国の歴史物語
を解説していただきました(写真① 中央 広沢課長)。
ボース氏と相馬俊子さんとの結婚記念写真、結婚式の模様(大正 7
年）
、相馬黒光･俊子母子のサリー姿の写真(大正 10 年)、中村屋喫茶
①

部開設記念写真(昭和 2 年)、あるいはインドの詩人タゴール翁と相
馬夫妻･ボース氏一家(長女･長男)の写真、ボース氏の後援者との写
真等々、いずれも興味深いものでした。
更に、この交流会に出席されていたラーマン様姉妹(当協会会員)
の、末の妹さんのファリーダ様から父上のラーマン氏とボース氏の
関係などを紹介いただきました。ボース氏は姉妹の父母の結婚の仲
人でもあり、
上野精養軒での披露宴や昭和 10 年頃の日本在住の数少

②

ないインド人と共に写した古い写真数葉とともに、父上からお聞き
していたという当時の人々の暮らしぶりなどを聞かせてもらいまし
た(写真②)。ラーマン氏はラス･ビハリ･ボース氏をインド独立の闘
士ネタージ･チャンドラ･ボースに紹介したとのことで、まさに日本
におけるインド独立運動の二人のボースの橋渡しをした人物だそう
です。
広沢様とファリーダ様のお二人のお話で、大正から昭和にかけて

③

のインド独立運動や日印両国の人々の交流の歴史が、現在も人々の
心に底流として受け継がれていることを身近に感じ、身震いする思

いがしました。

④

その後、ラス･ビハリ･ボース氏直伝のカレー各種を美味しくいた
だきながら、時間の経つのも忘れ、会員間の親睦を深めることがで

⑤

きました(写真③、④、⑤ 提供; 櫻井秀武氏)。ご参加下さいました
皆様、ありがとうございました。また、ご協力下さいました株式会
社中村屋様にも、この場を借りて御礼申し上げます。
当日の様子につきましては、参加された学生会員の方からの寄稿
文を、以下にご紹介致します。

大阪大学法学部国際公共政策学科 1 年
小林 祐美
【ご挨拶】
皆様、初めまして。先月、日印協会に仲間入りさせていただきました、小林祐美と申します。大阪大
学法学部国際公共政策学科におります。この度、大阪大学のサークルである国際問題研究会の関係で、
インド関連のイベント 2 件に参加した感想を投稿致します。
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【交流会】
去る 11 月 20 日、新宿中村屋レストラングランナで行われました日印協会会員交流会に初めて参加し
ました。
優しいですね、
皆さん! 日印協会の皆様に会うのは初めてなのに、
緊張を忘れる温かさに包まれました。
士気溢れるラス･ビハリ･ボースさんを匿った当時の日本人の面々に歴史を感じ、また日印のつながり
が大戦前からあったこと、インド独立に少なからず貢献していたことに、面白さを見いだしました。そ
して日本と世界とのつながりに対する、私の狭い知識範囲に気づかされます。
温かな歓迎と、励ましのお言葉をいただき、また多大な努力のもと現役時代に尽力なさった先輩方の
貴重なお話を拝聴し、尊敬の念を抱く時間でした。

【ワドワ大使歓送会】
22 日は神戸にて、ワドワ大使の歓送会に参加致しました。豪華な「舞台」と皆様に圧倒されつつ、し
かしたくさんの笑顔に包まれました。この日のミッションは、ワドワ大使の薫陶を受けること、チャン
サン総領事との交流、など多岐にわたりました。
元阪大教授の溝上先生の隣で、美味しいインド料理と演奏を楽しみました。ワドワ大使がいらっしゃ
ると、場の空気が一変し、一目で、私も彼女をまさに‘Mother’であると直感致しました。
阪大国際問題研究会はインドとのつながりが深く、一人はインドで働き、一人は周辺国に外交官とし
て赴き、一人はインドへの輸出品を製造する会社に勤める予定です。昨年はインドツアーをし、現地の
学生と勉強会を開いたと聞きます。
2013 年にはワドワ大使を大阪大学に招聘し、講堂いっぱいの学生へ講義いただき、大盛況でした。知
識はもちろんのこと、彼女の優れた人格に感銘を受けたものも多かったでしょう。その際、阪大学生が
ワドワ大使を‘Mother’と呼んだそうです。
（
『月刊インド』2013 年 11 月号 Vol.110 №9 参考）

【最後に】
国際問題研究会に入りインドに関わるようになったのも何かの縁。日印関係がより強くなることを願
います。日本には対等なパートナーが必要です。インドには親切な方が多いと、留学生やインターン生
と関わるなかで実感する毎日です。せっかくの縁を活かし、経済政治面はもちろん、市民レベルの交流
も盛んにしていきたいです。私の好きなインド料理店も街に増えてきています。大学 1 年、言うは易し
でありますが、世界平和をめざし、日印協力した新たな価値の創造を希望致します。ありがとうござい
ました。

<左 交流会にて(写真提供; 櫻井秀武様) 右 ワドワ大使歓送会にて(写真提供; 筆者) 共に左が筆者>
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東京学芸大学附属国際中等教育学校 高校１年
板倉 広昂
高校生の内には中々できない、大人たちに混じっての交流会でした。私は今回、｢新宿中村屋レストラ
ン｣で行われた、日印協会の交流会に参加しました。
私は高校 1 年生で今年の夏休み、インドのニューデリーに一ヶ月ホームステイをし、学校に通いまし
た。インドではたくさんの友達ができ、それだけでとても価値のあるものだったと思います。留学に行
き、日本の友達に｢インドはどんな国なの? ｣と聞かれます。しかし自信をもって答えることができませ
ん。インドに行ったけれど、ニューデリーにしか行ってないからです。私がインドに行って思ったこと
は、もっとインドのことを知りたい、ということでした。
私は日印協会から毎月送られてくる『月刊インド』をいつも楽しく読ませていただいています。毎月
私の知らないインドの情報、しかも新鮮な情報を毎月報せてくれるからです。そんな中インドと深く交
流のある方が出席する交流会はとても面白かったです。
私の感じた交流会の 3 つの魅力を紹介したいです。
1 つ目は、日印の歴史を知ることができることです。交流会は、中村屋とゆかりの深いビハリ･ボース
の話から始まりました。ボースさんは 1915 年に日本に上陸したので、その 100 年後の 2015 年に私がイ
ンドに行ったのかと感心気味に聞いていました。インドと日本の関係は最近始まったばかりと聞いてい
たけれど、長い付き合いだと思いました。また、これからも続けていかなければならないと感じました。
日印交流の歴史を知ることができたのは高校生の無知な自分にとって、とても面白かったです。
2 つ目は、団欒です。会食をし、自由に団欒を楽しみました。大人たちの会食であった為、学生であ
る自分は最初、話しかけづらかったです。でも話してみるととても楽しかったです。一人一人が違った
形でインドと関わっていました。インドの IT、商社、企業進出のコンサルタント、大学生など一口に日
印関係といっても千差万別であると実感しました。インドという国の広さを知ることができました。団
欒をしながらもインドのことを知ることができ、本当に楽しかったです。
3 つ目は、個人的な考えですが食事がとてもおいしいということです。会食にでてきた食事はどれも
絶品で、食べていて本当に幸せでした。
今回の交流会では日本とインドがどのように繋がっているのか少しだけ知ることができました。今回
の交流会、様々な人からインスパイアを受け、今後もインドに深く関わっていきたいと思いました。
欲を言うと、私は学生たちに、もっとインドに興味を持ってもらいたいです。交流会に学生が 3 人し
かいなかったのは少し寂しかったです。もちろん学生がカジュアルな会話をするところではないとわか
っています。しかしこれからの日印関係は私たちが切り開
いていくのです。自分が貢献できることは日印の学生同士
のコミュニティを作ることではないか、とこれからの自分
について考えながら帰路についた、交流会でした。

<学生同士で歓談する筆者(左) 写真提供; 櫻井秀武氏>
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3. インドニュース（2015 年 11 月）
News from India
Ⅰ. 内政
11 月 3 日
 各種報道によれば、3 日、コングレス党議員及び党員は、ソニア･ガンディー･コングレス党総裁やマ
ンモハン･シン前首相を先頭に、インド国内に広がっている不寛容の動きを、モディ首相が黙認してい
るとして批判し、大統領官邸に向かって、抗議の意思を示す約 1 キロの行進を実施するとともに、ソ
ニア･ガンディー総裁が、ムカジー大統領に陳情した。
11 月 8 日
 8 日、ビハール州議会選挙(全 243 議席)の開票が行われ、選挙管理委員会は、以下の結果を発表した(カ
ッコ内は獲得議席数及び前回議席数からの増減)。
(1)大同盟(Grand Alliance: GA)(178)
 ジャナタ･ダル統一派(JDU)(71, (－44))
 民族ジャナタ･ダル(RJD)(80, (＋58))
 コングレス党(27, (＋23))
(2)国民民主連合(National Democratic Alliance: NDA)(58)
 BJP(53, (－38))
 LJP(2, (－1))
 RLSP(2, (＋2))
 HAM(1, (＋1))
(3)その他
 インド共産党(3, (＋2))
 無所属(4, (－2)
11 月 9 日
 9 日、議会省はプレス･リリースを発表し、冬期国会は 11 月 26 日に開幕し、12 月 23 日に閉幕するこ
とを公表した。また、ナイドゥ議会相は、11 月 26 日が、インド憲法の起草者である、アンベドカル
博士の 125 回目の生誕記念日であることから、同日を｢憲法の日｣と定めるべく、冬期国会の最初の 2
日間に特別会議を開催する予定であることを併せて発表した。
11 月 10 日
 10 日、インド商工省は、投資環境を更に活発化し、海外からの投資を呼び込むため、海外直接投資を
15 の主要セクターで自由化する改革を発表した。主要 15 セクターは以下のとおり。
① 有限責任事業組合(LLP)、川下への投資(downstream investment)
② 在外インド人に所有･支配される企業による投資
③ インド企業の設立及び所有と支配の移転
④ 農業と畜産
⑤ プランテーション
⑥ 採鉱、鉱物や鉱石を含むチタニウムの鉱石分離等
⑦ 防衛
⑧ 放送セクター
⑨ 民間航空
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⑩ セクター別上限の緩和
⑪ 建設開発セクター
⑫ キャッシュ･アンド･キャリーの卸業、または卸売業(中小企業を調節元とするもの)
⑬ 単一ブランドの小売りと免税店
⑭ 民間銀行
⑮ 製造業
メモ:
多くのＦＤＩが、政府認可ルートではなく自動ルートで行われることになり、商工省は、｢最小の政府による最大の
統治(minimum government and maximum governance)｣の証明であるとアピールした。ジャイトリー財務大臣は、ビ
ハール州議会選挙での敗北の政治的衝撃を和らげるためのものであるとの報道に対して、今回のＦＤＩ緩和措置
は、ビハール州議会選挙に連邦議会与党のＢＪＰが敗北したこととは一切関連は無い、本措置の決定は関係省
庁の間で1週間以上前から検討されていたものであるとコメントした。

11 月 17 日
 17 日、ラージナート･シン内務大臣は、パリで発生したテロ事件を受けて、｢イスラム国(IS)は特定の
国ではなく、世界をターゲットにしている。インドも IS を警戒すべき｣と発言した。また内務省は、
関係機関に対し、外国人が多く訪れる場所や外国公館等の警備を強化すべきとの勧告を発出した。

Ⅱ. 経済
11 月 5 日
 6 日付インド各紙は、5 日にモディ首相が発表した金の貨幣化等のスキームについて報じた。モディ首
相は、金への実物需要を減らすとともに、インドの家計等に休眠する 2 万トンとも見られる金を使用
することを目的としたスキームを立ち上げた。また、モディ首相は、初めてインドで鋳造される金貨
も発表した。
メモ:
今回発表されたスキームの中で、｢金の貨幣化スキーム 2015｣(Gold Monetization Scheme2015)は、インド国民に
対して、保有する金を銀行に預託するという選択肢を与え、預託者は年間最大 25％の利回りを期待できるとされ
る。また、｢ソブリン･ゴールド債券スキーム｣(Sovereign Gold Bond Scheme)では、実物の金という投資対象の代
替として、投資家は年間 2.75％の利回りを期待できるとされる。
インドは現在、年間 1,000 トンの金を輸入し、経常収支赤字への圧力とともに外貨の流出に繋がっているとされ、
2014 年から 2015 年の金の輸入額は 340 億ドルに上る。

11 月 10 日
 10 日、インド準備銀行はラグラム･ラジャン総裁が国際決済銀行(BIS)の副議長に就任した旨を発表し
た。
メモ:
ラジャン総裁は、2013 年 12 月にＢＩＳの理事に就任した。ＢＩＳ副議長をインド準備銀行総裁が務めるのは、ラジャ
ン総裁が初めてとなる。

Ⅲ. 外交
【インド･ネパール関係】
11 月 2 日
 2 日、印首相府は、ネパールのビルガンジにおけるネパール警察の発砲によるインド人青年 1 名の死
亡に関連して行われたモディ首相とオリ･ネパール首相の電話会談に関するプレスリリースを発表した。
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会談において、モディ首相は、インド人青年の死亡事案を非難し、懸念を表明するとともに、詳細情
報の提供を求めた。
11 月 5 日
 5 日、インド各紙は、4 日行われた国連人権理事会の普遍的･定期的レビューにて、インドがネパール
の人権状況を非難した旨を報じた。インドは、ネパールにおける｢政治的進展の欠如｣と｢暴力、超法規
的殺人、民族的差別｣の事案を懸念する旨述べた。
メモ:
インドが国際場裡でネパールに反対の立場を取るのは今回が初めてのこと。

【インド･中国関係】
11 月 3 日～7 日
 インド各紙は、11 月 3 日～7 日、中国の李源潮国家副主席がインドを訪問したことについて報じてい
る。李国家副主席は、アウランガバード市を訪問し、トゥープ同市長やマハジャン同市行政長官等と
会談、コルカタではトリパティ西ベンガル州知事と会談、デリーにてモディ首相を表敬し、アンサリ
副大統領と会談した。
メモ:
アウランガバード市は中国の敦煌市との提携関係を強化している。李国家副主席は、バナジー･西ベンガル州首
相との会談において、同州首相を中国に招待したとともに、経済交流、観光促進、文化交流に関し意見交換し
た。なお、李国家副主席は 2005 年に訪印しているが、コルカタへの訪問は今回が初めてであった。

11 月 21 日
 インド外務省の発表によれば、21 日、モディ首相は、ASEAN 首脳会談のために訪問していたクアラル
ンプールにて、中国の李克強中国首相と首脳会談を行った。会談では、主に、世界経済の停滞、気候
変動、国際テロリズムといったグローバルな問題と貿易や投資等の二国間関係に関する問題について
議論した。また、モディ首相は、李首相に対し、COP21 のフリンジで発足する国際太陽光同盟
(International Solar Alliance)への中国の参加について提案した。
メモ:
インド外務省報道官によれば、今回の印中首脳会談において、南シナ海問題についての議論は行われなかった
とのこと。
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【インド･イスラエル関係】
11 月 5 日
 5 日付タイムズ･オブ･インディア紙は、モディ首相のイスラエル訪問について、モディ首相は同国訪
問を急いでおらず、リヴリン同国大統領の訪印を待ってから来年のイスラエル訪問時期を検討すると
報じている。併せて、同紙は、インド政府関係者がモディ首相のイスラエル訪問が来年後半になると
しているとも報じている。
メモ:
モディ首相のイスラエル訪問は、1992 年に両国が公式に国交を樹立してから初めてのインド首相による訪問と
なる。また、これまでに訪印したイスラエル首相は、2003 年のシャロン首相のみである。

【インド･米国関係】
11 月 11 日
 インド首相府の発表によれば、11 日、インドの祭日であるディワリに際して、オバマ大統領がモディ
首相に対し、新設されたホットラインを使用して電話をし、ディワリの挨拶の交換をした。
メモ:
電話の後、モディ首相は、｢少し前、オバマ大統領から電話があり、我々はディワリの挨拶を交換した。これは新
たに設置されたホットラインを通じた最初の会話であった。オバマ大統領と自分は、幅広い分野についても意見
交換を行った。ホワイト･ハウスが如何にディワリを祝っているかを知ることができて良かった。オバマ大統領と
自分はＧ20 サミットが行われるトルコで会うことを楽しみにしている。｣とツイートした。

【インド･フランス関係】
11 月 14 日
 14 日、インド政府は、同日にパリで発生した同時多発テロを受け、同テロを非難し、フランス国民へ
の連帯を示す旨のムカジー大統領、モディ首相及びアンサリ副大統領のメッセージを発表した。
11 月 22 日
 22 日付インド各紙は、来年 1 月 26 日の共和国記念日の主賓としてオランド仏大統領が招待された旨
報じた。オランド仏大統領が招待を受ければ 3 年振りの訪印となる。
メモ:
各紙は、インドにとって防衛及び原子力の分野で戦略的パートナーであるフランスの大統領が共和国記念日の
主賓として訪印は、フランスの対テロ協力を強化する上で鍵となる、ＩＳＩＳのテロに対して民主主義国が結束して
いるとのメッセージを送ることになるだろう、としている。

11 月 30 日
 インド首相府は、パリにおいて、オランド仏大統領の主催の COP21(国連気候変動枠組条約第 21 回締
約国会議)首脳会議が開催され、モディ首相が出席した旨発表した。
【インド･英国関係】
11 月 12 日～14 日
 11 月 12 日～14 日、モディ首相はイギリスを訪問した。12 日に、モディ首相はキャメロン英首相と首
脳会談し、その後の記者会見にて、印英間の隔年の定期首脳会談を開催していくことに合意したとと
もに、民生用原子力協定にも合意したことを発表した。また、13 日には、サイバー及びテロ対策を含
む安全保障問題に関する首脳会談が行われ、両首脳は、印英関係を印英が新たな世界的脅威に対応す
るために必要な軍事能力の開発に焦点を当てた、深く、長続きする未来志向の平等なパートナーシッ
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プへの引き上げることに合意した。
【インド･ASEAN 関係】
11 月 21 日
 21 日、インド外務省は、同日にクアラルンプールで開催された第 13 回 ASEAN 首脳会談の際のモディ
首相によるオープニングステートメントを発表した。同ステートメントの中で、モディ首相は、イン
ドはASEANの価値と指導力が、
アジア太平洋の統合に向け中心的な役割を担うと考えていると述べた。
また、同首相は、インドは、ASEAN の国際法に基づいた航行及び上空飛行の自由、妨げられない商業
に対するコミットメントを共有していること、及びインドは、南シナ海問題の全当事国が、南シナ海
に関する行動宣言を遵守し、早期に行動規範を採択すべく更なる努力を行うことを望む旨述べた。
【インド･オーストラリア関係】
11 月 15 日
 インド各紙の報道によれば、15日、モディ首相はG20のアンタルヤ･サミットのために訪問先のトルコ
において、ターンブル豪州首相と会談した。両首相は、インド･豪州民生用原子力協定の手続き完了を
発表した。
【インド･スペイン関係】
11月16日
 インド各紙の報道によれば、16日、モディ首相は、訪問先のトルコにおいて、ラホイ･スペイン首相と
会談し、対テロ、鉄道近代化、防衛製造業、再生可能エネルギー、海洋安全保障分野での協力につい
て協議した。

Ⅳ. 日印関係
11 月 21 日
 外務省発表によれば、21日、安倍総理は、ASEAN首脳会
談出席のため訪問中のマレーシア･クアラルンプールに
て、モディ首相との間で、昼食を取りつつ会談を行っ
た。両首相は、安保協力などの二国間関係、南シナ海
等における懸念や国際社会の連携の必要性、地域の平
和と安定等について議論を行った。
<Source; Home Page of PMINDIA
URL http://pmindia.gov.in/en/>

11月30日
 外務省発表によれば、30日、安倍総理は、COP21出席の
ため訪問中のパリにて、モディ首相との間で会談を行
った。両首相は、気候変動分野を中心に議論を行うと
ともに、諸般の事情が許せば、安倍総理が12月11日か
ら13日までインドを訪問することで一致した。

<出典：首相官邸ホームページ
URL http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201511/30cop21.html#inner_content10>
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今月の注目点: 州議会選挙とその影響
10月12日から11月5日まで行われたビハール州議会選挙は、8日に開票が行われ、ニティシュ･
クマール･ビハール州首相率いる大同盟(ＧＡ)が、178議席を獲得し、州政権を維持することとなっ
た。
今回のビハール州議会選挙は、2015年2月に行われたデリー準州議会選挙で、ＢＪＰが大敗した
後の、初めての州議会選挙として、ＢＪＰの選挙戦略に注目が集まった。また、ビハール州は、貧困
州ながらも、北部インドの大票田として、政治的に非常に重要である。州与党のジャナタ･ダル統一
派(ＪＤＵ)は強力な地域政党であり、かつては首相候補と言われたニティシュ･クマール州首相(ＪＤ
Ｕ所属)は、ライバルであるモディ首相率いる国民民主連合(ＮＤＡ)陣営と対決すべく、長年のライバ
ルであった民族ジャナタ･ダル(ＲＪＤ)と同盟関係を結び、コングレス党とともに大同盟(Ｇｒａｎｄ
Ａｌｌｉａｎｃｅ: ＧＡ)を立ち上げた。
ＮＤＡ対ＧＡの直接対決は、事前の世論調査や出口調査を大きく上回るＧＡの大勝利となり、ＢＪ
Ｐはデリーに続いて州議会選挙で敗北を喫することとなった。ＧＡの勝因としては、大同盟という反
ＮＤＡ勢力の選挙協力が成功したこと、州首相としての実績が高く、支持率も安定しているクマール
州首相を次期州首相候補としたこと、クマール州首相が開発を訴え、ラル･プラサド･ヤダヴＲＪＤ党
首(元ビハール州首相、元鉄道大臣)がカーストの団結を訴えるなど、役割分担によって確実に支持を
獲得したこと等が挙げられる。他方、ＮＤＡの敗因は、クマール州首相の経済政策批判、ＧＡへの批
判などのネガティヴ･キャンペーンが裏目に出てＧＡをさらに団結させる結果となったこと、州首相
候補を立てなかったことなどが挙げられる。モディ首相は何度も選挙区を訪れ支持を訴えたが、モデ
ィ政権が政権樹立後1年半経ったにも関わらず、目立った経済的成果が無いとの有権者の判断が、投
票行動に現れたと言える。
今回の選挙では、特に、ヤダヴ･カーストを支持基盤とするＲＪＤが大きく議席を回復し、議員資
格停止処分を受けているラル･プラサド･ヤダヴＲＪＤ党首は、自身の20代の息子2名を州副首相(道
路、建設、ＯＢＣ･ＥＢＣ福祉大臣を兼任)、及び保健大臣(環境･森林、規模灌漑大臣を兼任)に据えた。
ヤダヴＲＪＤ党首の家族が主要ポストに就任したことで、汚職･親族重用で悪名高い過去のラル･プラ
サド･ヤダヴ州政権の行政が再現されるのではないかとの懸念が上がっている。落ち目と言われてい
たラル･プラサド･ヤダヴＲＪＤ党首の政治的影響力が大きくなることは必須で、ニティシュ･クマー
ル州首相が、期待されている州の経済改革を継続させていくことができるか、ＢＪＰには圧勝したも
のの、新たな障害ができたことで、難しい政権運営を求められている。また、敗北したモディ首相に
とっても、連邦上院での過半数獲得が更に遠のいたことで、主要法案の議会での審議のため、野党と
の協力･調整がますます必要となっている。
なお、今回の結果は、地域政党が州政権を担っている他州にも大きなインパクトを持って受け止め
られている。15日、アキレシュ･ヤダヴ･ウッタル･プラデシュ(ＵＰ)州首相は、演説で、自らが所属
する社会主義党(ＳＰ)も、ビハール州議会選挙で組まれたような大同盟(ＧＡ)のような同盟を、他の
地域政党と結ぶ用意があると述べた。同州は2017年夏に州議会選挙が予定されており、インドで最
も人口の多い州として、今後の政治攻防に大きな注目が集まっている。
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4. イベント紹介
Japan-India Events
=◇ 最近のイベント ◇=
◆駐日ワドワ・インド大使歓送会
駐日インド大使館ワドワ･インド大使が重責を果たされ、
今
般ご帰任されることになりました。在日インド商工協会の主
催で、ホテルオークラ東京にて、多くの政財界人とインドビ
ジネスに深く関わっている方々を招いて、11 月 10 日に開催
されました。
ワドワ大使は、日本に 3 年余り大使としてご活躍されまし
たが、ご挨拶で、日本での思い出を語られ、忘れられない国!
と仰っていました(写真左)。同大使は、政治のみならず、経
済面でも多くの実績を残されましたが、とりわけインド文化
の日本への紹介と日本文化のインドへの紹介に一際ご尽力されたことが高く評価されております。
各界からの歓送の辞にも、褒めたたえる言葉が多く、同大使の人徳の表れかと改めて感激しました。
最後に、日印友好議員連盟の会長に就任予定の細田博之衆議院議員より、お言葉がありましたが、ご自
身も是非ともインドを訪れて、日印の友好に寄与したいとのことで話を締め括られました。

<ワドワ大使(左)、逢沢一郎衆議院議員(中央)、
比良理事(右)>

<挨拶をされる細田博之衆議院議員>

なお、日印協会森会長主催の歓送会は、限定した参加者での極めて小規模でしたが、11 月 6 日に開催
し、同大使のご尽力に、感謝の意を表しました。

<記 笹田勝義>

｢日印友好バッチ｣頒布中
日印の友好を表す両国の国旗が交差するデザインのバッチを、
会員の皆様に実費でお分けしおります。
手渡し(事務局まで取りに来られる方)の場合は、1,000 円とさせて頂きます。
(郵送の場合は、別途送料がかかります)
裏面の文字は、
“1903 年創立 日印協会”です。
詳細は、事務局までお問い合わせ下さい。
E-mail partner@japan-india.com
FAX 03-5640-1576
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5. 新刊書紹介
Books Review
§『Half a Century ― My Connection with Japan, A Memoir』
著者: Aftab Seth
発行: Northern Book Center (New Delhi)
価格: 900 ルピー

ISBN 81-7211-362-5

著者のアフターブ･セット氏は日本語堪能なインドの外交官ですが、序文にも
紹介されているように、歴史家であり、教育者であり、また詩人･文人でもあり
ます。著者の日本との関わりは、交換留学生として 1960 年代 東京オリンピッ
クの頃に慶應義塾大学に留学したことに始まり、68 年インド外務省に入省後は
70 年代大阪万博の頃には若手外交官として在日インド大使館に勤務、その後多
くの国で勤務された後、2000 年から 3 年間駐日インド大使を務められました。
駐日大使を退任された後は、母校慶応義塾大学で研究と教育に携わり、更にその後もインドと日本の間
を年に何回も往復され、日印のビジネス支援や若手人材の育成に尽力され、現在に至るも日印両国関係
の現場でその発展に大いに貢献されています。本書は、半世紀の日印の外交史でもあります。特に激動
期の駐日インド大使の時代の政治外交はヴィヴィッドに描かれていますが、一方、これは著者の 1960
年代から 50 年間の自分史でもあり、特に第 1 章で描かれている 19 歳の若者の日本留学時代の交友など
個人的なエピソードは特に興味深いです。
著者の2000年代はじめに出版された
「象は痩せても象である」
(原題: If an elephant loses weight, it is still an elephant)に、バブル経済が弾けて低成長時代
に移行し少し自信を喪失しかけている中で、我々日本人は大いに励まされました。このような著者です
から、2015 年の秋の叙勲で｢旭日大綬章｣を受勲されたのも万人が頷けるところであります。本書の発刊
とともに叙勲を心から祝福します。
※本書はインドで発行されたものですが、日印協会内にて閲覧可能です。会員の方には貸出も行っています。
“新刊書紹介”コーナーで取り上げた書籍は、協会図書として会員の方には貸出をしております。他の協会
所蔵の図書も貸出可能です。貸し出し期間は 2 週間、1 回につき 5 冊まで可能です。どうぞ、ご利用下さい。
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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、2016 年 1 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。
<年末年始の休業について>
日印協会では、2015 年 12 月 26 日(土)より 2016 年 1 月 3 日(日)までを、年末年始休業とさせて頂きま
す。なお、12 月 25 日(金)の業務は通常通りです。お問合せ･ご連絡等は、休業期間を避けて下さいますよ
う、お願い申し上げます。
<事務局からのお願い>
日印協会では、
『月刊インド』を通じて会合催事等のご案内をしておりますが、急な催事の場合は、E-mail
を用いて行っております。E-mail アドレスをお持ちでない方やご登録頂いていない方にも、ご案内が行き
届くように心掛けてはおりますが、開催日程の都合で、間に合わない場合もございます。E-mail アドレス
のご登録がまだの方は、事務局にご連絡を下さいますようお願い申し上げます。また、
『月刊インド』はヤ
マト運輸のクロネコ DM 便を使用しています。郵便局に転居届を出されても、クロネコ DM 便は転送されま
せんので、
ご住所･連絡先等の変更につきましても、
事務局にご連絡下さい。
連絡先は下記をご参照下さい。
今年は、最後の最後になって協会にとって大きなイベントがやって来ました。新旧両大使の日程確認、
会場確保、案内状発送、取りまとめ等々、怒涛の勢いです。無事に 18 日を乗り越え、新年を迎えたいもの
です。本年も皆様のご支援により、活動を続けて参りました。感謝申し上げます。皆様が良き年を迎えら
れますよう、祈念申し上げます。 (記 渡邊恭子)

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

8,000 円/口

学生

4,000 円/口

一般法人会員

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。
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