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 日本最大級のインド･フェスティバルとして今や高い評価を得ている恒例の“ナマステ･インディア”が、

今年も 9月 20日(土)、21日(日)の両日、代々木公園イベント広場で開催されました。 

 

今年 8月末に、本イベント広場とは別エリアの代々木公園内の蚊を感染源とするデング熱による患者が発

症、拡大が続きました。蚊の発生自体はイベント広場からは道を隔てた公園からでしたが、広場での他の一

部催しも中止されるケースもあり、一時はナマステ･インディアの開催も危ぶまれた次第です。 

しかし、実行委員会始め諸機関･関係団体他多くの方々の必死のご努力で、デング熱防御･安全対策が万全

を期され、無事開催に漕ぎ着けられたことは長年後援させて頂いている当協会としても、非常に感謝をして

おります。 

 ナマステ･インディアは今回で 22 回目を迎えた訳ですが、代々木会場では 2005 年から開催され今年は満

10歳と、節目の年でもあります。 

 初日は定刻通り広場の野外ステージで、多くの皆様が緊張と笑みを浮かべ見守るなか、ディーパ･ゴパラン･

ワドワ駐日インド大使、長谷川時夫実行委員会会長、平林博日印協会代表理事･理事長によるインド古来の伝

統に則った厳粛な点火式が挙行され(表紙写真をご参照下さい)、引き続き開会式が無事に行われました。同

日は短時間だけ少し小雨もぱらつきましたが、総じて穏やかな一日で、心配された客足も時間を追うにつれ

て、次第に増え賑やかでした(写真 2･3)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ナマステ･インディア 2014 
Namaste India 2014 

Reception for New & Former Japanese Ambassadors to India 

  

 

↑ 協会テント前にて                                    ↑ インド料理店の屋台に並ぶ人達 
左から クマール首席公使、平林理事長、ワドワ大使、 
ラム参事官   

↓ お馴染みのキャラクターも参加              ↓ 2日目の開催前の会場の様子 
    ナン子ちゃんと、エアインディのマハラジャくん            素晴らしい青空  

① 

 

写真1 写真2 

写真4 

写真(2･3･4)提供; 岩田紘行氏) 

写真3 
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2日目の 21日は終日好天に恵まれ(写真 4)、日印のみならず諸外国の老若･男女の方達、小さいお子さんと

一緒の家族連れの皆様方を含め一日中盛況でした。 

講演や出店の各テント他にも、大勢の皆様が訪れて活況を呈し、デング熱での人出を心配したのが嘘の様

でした。尤も当協会や本部他のテントを含め各所に防虫スプレーを用意し、蚊取り線香も焚くなど万一に備

えての用意は怠りませんでしたので、ご来訪の皆様も安心はされたものと思います。 

 入り口また本部やセミナー会場に近い日印協会のテントでは、協会創立 111年を迎える協会所蔵の日印交

流の歴史を示す貴重な写真のうち僅か 10数点ですが展示し、多くの方にご覧頂き好評だったと自負しており

ます。会報『月刊インド』他諸種資料も用意し配布させて頂きましたが、多くの皆様に立ち寄って頂き有難

うございました。特に開会式終了早々には、ワドワ大使以下大使館幹部の方に御訪問頂きましたこと(写真

1)はまことに光栄でした。  

尚、会期中に個人会員になられた方も 10名を超え感謝して居ります。新旧の会員他の皆様には、引き続き

御支援の程をこの場をかりまして、お願い申し上げます。 

 過去好評を頂きました当協会による講演会はテント張りとして今回新設の｢エアインディア･セミナー･ハウ

ス｣にて 2年振りに再開させて頂きましたが、お蔭さまで多くの方達にお越し頂き感謝して居ります。 

本講演を通じ新たな インドの発見 に繋がり日印間の諸種交流が更に拡大･深化することを祈ると共に確信

して居ります。 

 ｢エアインディア･セミナー･ハウス｣での講演者と題目は下記の通りです。なお、講演内容については、各

講師の方にご執筆頂きました。ご講演頂きましたことと合わせて、御礼申し上げます。 

 

★9月20日(土) 

①『女性から見た、感じたインド―輝ける場所を探して―』 

講師  山下 由紀子 (エッセイスト & フォトグラファー) 

講演会の前半は、｢キャリアアップ｣をキーワードに、｢女性が見た、

感じたインド～輝ける場所を探して～｣の話。 

昨年、｢成功する日系企業｣の取材で、3 カ月間、インド滞在して

いたとき、多くの働く日本人女性に会った。彼女たちのいきいきと

輝く姿が印象的だった。取材を始めた 2003年から、この 10年間で

大きく変わった事は、｢インドで働く日本人女性が増えた｣というこ

と。しかも、現地採用スタッフではなく、給与や福利厚生が手厚い駐

在員として、である。 

｢できる女性｣がインドに増えた理由は、1,000 社を超えた日系企業を顧客に、女性の得意分野であるサー

ビス業がビジネスになっていること、そして、キャリア志向の女性たちが、巨大で活気ある市場に魅力を感

じ、自ら乗り込んでいるということだ。 

また、近年見直されている日本の企業文化や組織力が、インド側に必要とされていることから、彼女たち

の経歴が強みとなっていることにも注目した。 

今年は、安倍首相が｢女性の社会進出｣を推進。私は｢女性のインド進出｣を応援したいと思う。 

(講演会｢女性が見た、感じたインド～輝ける場所を探して～｣に取材協力して下さった企業は、電通、ソニー・

インディア、東京コンサルティングファーム、ダイヤモンド・ビッグ社です) 

後半は、インドの街や人々の写真を見ながら、｢撮り方｣の説明。 

構図の縦横 3分割法を基本に、写真の隅々まで目がいく｢視線の誘導｣や、奥行が出る｢縁取り｣、癒し効果

写真提供; 岩田紘行氏 
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がある｢C 字｣撮影方法などを解説。また、昨年取材したボリウッドスター(インド映画俳優)の写真で、スト

ロボの使い方も。 

俳優のエージェントからは、｢写真を使用するときは報告して下さいね｣と言われていたが、デング熱でい

ろいろあったナマステ・インディア…連絡するのを忘れてしまった。 

 

②『ときめきのインド世界遺産』 

講師  平林 博 (公益財団法人日印協会代表理事･理事長) 

インドの世界遺産は、今年に入って 2件追加され 32件(注; 講演

では30件と言及)となった。世界4大文明発祥の地のひとつであり、

悠久の歴史と文化を誇るインドでは今後も世界遺産登録の数は増え

るであろう。 

1983年最初に登録されたのは、アジャンタとエローラの石窟群、

アグラにあるタージ･マハル廟とアグラ城であった。特にアジャンタ

は 30ほどの仏教の岩窟寺院と壁画や彫刻が有名で、第1窟の 2柱の観音菩薩像壁画はシルク･ロード経由で

法隆寺金堂の壁画にまで影響したことで知られる。タージ･マハルはムガール帝国第 5代シャー･ジャハン皇

帝が愛してやまなかったムムターズ妃のために建てた墓廟だが、美しさと愛のロマンスあふれる白大理石に

輝く世界の七不思議の一つだ。 

私は、日本大使として 1998年から 2002年までインドに勤務し、各地を公式ないし私的に訪問したが、辺

境の地を除けば、有名な世界遺産はほとんど訪れた。インドの世界文化遺産は、歴史の長さ、文化や宗教の

多様性を反映し、奥の深い興味の尽きないものがある。 

文化遺産の多くは、宗教に関係する。そこで、講演においては、筆者が撮影した写真などをスライドにし

て見せながら解説した。インドの文化遺産を理解するためには、その多様な宗教事情、特にヒンズー教の神々

の属性や役割、ヒンズー教の神々の日本仏教への融合などの理解が大切なので、まずはその解説から入った。 

そのうえで、東インド･コナラクの太陽寺院、中部インド･カジュラホの寺院群、南インドチェンナイの海

岸寺院やミナクシ寺院などのヒンズー教寺院、さらに、釈迦が悟りを開いたブッダガヤの大菩提寺やほぼ完

全に残っている中部インドサンチーのストゥーパなどの仏教遺跡を紹介した。仏教遺跡については全てが世

界遺産ではないが、最も重要な 4大聖地、すなわち釈迦誕生の地ルンビニ、悟りの地ブッダガヤ、最初の説

教(初転法輪)の地サルナート、涅槃の地(クシナガル)の解説を行った。タージ･マハルや近くのファテプール･

シクリといったイスラム建築や聖サンフランシスコ･ザビエルのミイラがあるゴアのボン･ジーザス教会など

も世界遺産だ。カルナタカ州のハンピは、中世のヴィジャヤナガル王国の首都が廃墟として残っている壮大

なもので、筆者がどうしても行きたかったところだ。ムンバイのヴィクトリア終着駅のような英国植民地時

代の面影いっぱいの世界遺産もある。 

自然遺産としては、紅茶で有名な東北インド･ダージリンや南インド･ニルギリ、さらに英領植民地時代の

夏の首都であった北インド･シムラにある 3つの山岳鉄道、東北インドの犀で有名なカジランガ国立公園、イ

ンド･ヒマラヤの最高峰ナンダ･デヴィ等を紹介した。 

講演では観光の観点から、世界遺産かどうかにかかわらず、｢おすすめ｣のスポットも紹介した。第 1にデ

リー、アグラ、ジャイプールの｢黄金の三角形｣、次いで最もインドらしい風習と景色が残っているラジャス

タン州のジャイプール、ウダイプール、ジョドプール、ジャイサルメールだ。これらを結ぶ｢マハラジャ列車｣

は、インド版オリエント･エキスプレスのような豪華列車で寝泊まりしながらラジャスタン州を訪れる｢おす

すめ｣の旅だ。とくに、ウダイプールのレイク･パレスは湖上に浮かぶ真っ白なマハラジャ宮殿で、まさにマ

ハラジャかマハラニ(妃)気分を味わえる夢のようなところだ。 
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インドは、宗教･文化･歴史が綾なす多様性豊かな国だが、それを反映した魅惑いっぱいの世界遺産が各地

に散らばる。デリー、ムンバイ、チェンナイ等ビジネスで訪れる大都市にも見所はあるが、各地に散らばっ

ている豊かな世界遺産を是非訪れてほしいと思う。 

 

★9月21日(日) 

①『インド映画の楽しみ方―歌物語としてのインド映画―』 

講師  高倉 嘉男 (インド映画研究家) 

 日本でも近年インド映画が相次いで公開されており、日本人の間

で、その認知度と評価は上がって来ていると言えよう。だが、まだ

インド映画に対して否定的な見解も多い。 

インド映画が他国の映画に比べて下に見られる原因のひとつに、

劇中に歌と踊りが挿入されることが挙げられる。だが、歌と踊りは

インド映画の最大の特徴であり、強みでもある。歌と踊りを理解し

なければ、インド映画の正当な評価はできない。踊りは視覚的な芸術であるため、その理解に言語の壁はな

い。音楽についても同様である。だが、歌詞の理解に関しては高度な語学力と詩の読解力を要する。残念な

がら字幕では歌詞の意味は完全に再現できない。インド映画を楽しむ上で、歌詞の理解は重要な要素である

が、インドの言語を解しない人間にとってはどうしてもこの要素が抜け落ちてしまい、ともすると｢劇中で突

然踊り出す｣という点だけを見て低い評価を下してしまいがちである。 

しかし、優れたインド映画は物語に歌詞が巧みに織り込まれており、物語から踊りへの移行も非常にスム

ーズである。台詞や演技で表現できない感情や状況を歌で表現している。これはインド映画独自の特徴であ

るが、日本人にとっても全く異質なものではない。日本の古典文学には歌物語というジャンルがある。｢伊勢

物語｣や｢源氏物語｣がその代表である。歌物語では和歌を中心に物語が展開し、和歌がそれまでの話をまとめ、

その後の展開の布告をする役割を担っている。インド映画も全く同じである。歌物語から和歌を排除するこ

とができないのと同様に、インド映画からも歌と踊りを排除できない。 

インド映画は時々｢ミュージカル｣と呼ばれるのだが、挿入歌の使い方は西洋のミュージカルよりもむしろ

日本の歌物語に近い。日本には元々、インド映画を理解する土壌がある。まず自国の古典を見つめ、その後

インド映画に目を転じることで、その面白さが分かって来るはずである。 
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②『インドの神様と日本の神仏―宇宙に最も近いヒマラヤの神々―』 

講師  山田 真美 (作家･日印芸術研究所言語センター長･日印協会理事･明治学院大学特命教授) 

当初は｢ヒマラヤの神々｣に特化したお話をする予定でしたが、ナ

マステ･インディア開催時の代々木公園はデング熱の話題で持ちきり。

そこで急きょ｢デング熱よけの神さま｣のお話を加えることにいたし

ました。 

冒頭、人の命を奪う最も怖い動物(虫などを含む)は｢1 位：蚊、2

位：ヒト、3位：蛇｣であること、インドでは年間約 50,000人(2012

年データ)がデング熱を発症していることを示した上で、ジャールカ

ンド州ボカロで 2012年に作られた｢モスキート・ゴッド像｣の写真を

お見せしました。これは蚊の姿をしたデング熱よけの神さまです。もともとヒンドゥー教は極端な多神教で、

神々の数は 3億 3,000万柱とされます。デング熱よけの神さまが 2012年になって新設された実例から、イン

ドでは神さまも常に進化･増殖していることがわかります。 

続いて、インドでは孔雀が蛇よけの神と見なされていることをお話しました。シヴァ神とパールヴァティ

ー女神の二男で孔雀に乗った軍神であるスカンダにも話が及び、余談として、スカンダの名前は経典の写し

間違いなどが原因で｢スカンダ→塞建陀天→建駄天→違駄天｣と二転三転し、日本では韋駄天として定着して

いることもお話しました。このほかアユールヴェーダの神さまや天然痘よけの神さまなど、｢医療の神さま｣

の話題が続きました。またインド神話の最大の見せ場であり、究極の不老不死薬アムリタが誕生するまでを

描いた壮大な｢乳海攪拌神話｣についてもお話しました。 

後半は、ヒマラヤで広く愛されるパドマサンバヴァについて触れました。パドマサンバヴァはチベット密

教の開祖であり、日本の弘法大師空海に近い立ち位置の大僧正で、空を飛び、8 つの異なる姿に変化（へん

げ）するヒマラヤ仏教のスーパースターです。2016年にはラダックで 12 年に一度のパドマサンバヴァの大

祭が行なわる予定ですので、いつか機会があれば｢8つの変化｣についても詳しくお話したいと思います。 

 

河野亮仙 (日本カバディ協会専務理事･日印協会個人会員) 

韓国の仁川で第 17回アジア競技大会が開催された。アジア大会は 1951年に初めてニューデリーで開催さ

れ、その後 1982年にも同地で行われている。 

第 11回北京大会からアジア発祥のスポーツとして、武術太極拳、カバディ、セパタクローが種目に加わっ

た。前回の広州大会から、カバディの女子チームも参加できるようになったが、日本チームは派遣できなか

った。男女ともに参加するのは仁川大会が初めてである。 

さて、カバディとはインド各地にある鬼ごっこのような子供の遊びが競技化されたもので、地方により様々

な名前で呼ばれ、ルールもいろいろだった。 

コートを作って、ドッジボールの代わりに人間が相手コートに入ってタッチし、触られた選手はアウトに

なり、その人数分が自軍の得点となる。攻撃している間は、一息でカバディカバディと言い続けてなければ

ならない。そのカバディという言葉は造語で意味はない。意外と激しい取っ組みあいで間近で見る人は驚く。 

 アジア初のノーベル賞受賞者であるタゴールは詩作、劇作のほかスポーツ振興にも努めた。子供の時レス

リングをやっていたので柔道に興味を持つ。親交のあった岡倉天心はインドから帰国後、1903年に横山大観、

2. アジア競技大会とカバディ 
Asian Games & Kabaddi 
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菱田春草をインドに送る。タゴールの要請により 1905年に慶応大学を卒業したばかりの佐野甚之助を柔道教

師として派遣し、タゴール家の家庭教師となって、日本語も教えた。インドに 9年滞在し、後にはマイソー

ル王国の軍事顧問となっている。 

高垣信造は日大を卒業した後カナダに留学し、その地に柔道場を設けて 3年間教えた。1929年、柔道五段

の高垣はシャンティニケタンのタゴール大学に赴いた。カバディには柔道の技が採り入れられているという

が、この頃のことではないか。 

タゴールはタゴールダンスと自らの劇作のみならず、女子の柔道選手の演武を舞台の上で行い、インド各

地を巡回した。柔よく剛を制する、力のないインドが列強のイギリスに対抗したいということで嘉納治五郎

の精神にネルーやガンジーも共感し、カバディにも興味を寄せた。全く素手のアヒンサーの戦いである。 

カバディの攻撃手はアタッカーではなく、レイダーと呼ばれる。これはイギリスという侵略者レイダーか

らみんなで力を合わせて陣地を守ろうという意味が暗に込められているのかもしれない。 

カバディ競技は古代の狩りの模倣ともいわれ、マハーバーラタの戦いでアルジュナの息子、若きアビマニ

ュが敵のカウラヴァ軍の敵陣７人に突っ込んでいったエピソードに由来するともいわれる。 

そんな遊戯的で子供の遊びと思われていたカバディも、今年に入ってプロリーグが組織され、一月半にわ

たって熱戦が繰り広げられた。俳優アミターブ･バッチャン一家のバックアップのもと、K-1などの格闘技イ

ベントのようにショーアップされた、高度な格闘スポーツとしてよみがえらせた。 

インドのスポーツ中継として W杯サッカーをしのぎ、クリケットに次ぐ視聴率を稼いだ。現在もインター

ネット(URL  http://www.starsports.com/kabaddi/matchvideos/index.html)で試合のプレイバックを見られ

る。 

プロリーグには、日本から下川正将がムンバイに、河野貴光がデリー･チームに参加した。世界初のプロカ

バディ選手ということになる。リーグ最終戦の最後に出場を果たした。 

さて、今回の仁川アジア大会では、男子 8国、女子 7国が参加し、予選リーグを勝ち抜いた国が決勝リー

グに進める。 

日本カバディは 4位、5位が定位置。広州大会で初の銅メダルを獲得したことに刺激を受けたか、韓国は

自国開催ということもあり本腰を入れて強化を図った。資金を獲得し、主力選手をカバディ協会の職員とし

て雇いセミプロ化を進めた。インドから長期間にわたってコーチを招くと共に、選手も一ヶ月以上の強化合

宿を繰り返しインドで行う。 

男子の日韓戦、予選 Bリーグにおいて初めの数分間は日本が優位に進めるも、一度逆転されると動きが止

まって消極的になり、韓国には勝てませんでした。女子初戦の対イランも、全く同じ試合展開で負けました。 

女子 2戦目、前回準優勝のタイを激しく追い上げ逆転しまし

たが、最後の 1分で再逆転されました。男子マレーシア戦もや

はり、接戦をものにすることが出来ませんでした。第 3戦で女

子は台湾を相手に初勝利をあげましたが、男子は前回準優勝の

イランに敗れ共に決勝リーグ進出はならず。 

日本選手はW杯サッカーを見ても分かるように、体格で劣り、

チームワークが持ち味です。個人主義ではなく、その仲の良さ

が、劣勢となると全員が一様に萎縮してしまうという欠点につ

ながります。プロカバディに見るようなカバディの世界の進化に追いついていませんでした。オレがオレが

で、みんなばらばらな方向を見ているインド人がカバディとなると一致団結して素早い守備を見せるのがと

ても興味深いです。 

良い報告を出来ずに、誠に残念ですが、どうぞ、今後とも物心両面でのご支援をお願い申し上げます。 
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Ⅰ. 内政 

9月12日 

 12日、選挙管理委員会は、ハリヤナ州議会(90議席)及びマハラシュトラ州議会(288議席)の議員選挙を10

月15日に実施する旨発表した。開票は10月19日に行われる。 

9月12日－16日 

 報道によれば、10月15日のマハラシュトラ州下院議会選挙に関する世論調査結果について予想獲得議席(全

288議席中)を以下のとおり報じている。 

インド人民党(BJP)とシヴ･セナ連合：200議席 

  ●BJP ： 107議席    

  ●シヴ･セナ党 ：  64議席 

  ●その他 ：  29議席 

コングレス党と民族主義会議派(NCP)連合：65議席 

  ●コングレス党 ：  40議席 

  ●NCP党 ：  25議席 

その他：23議席 

9月16日  

 報道によれば、16日に開票結果が発表された8州における州議会議員補欠選挙(全32議席)及び連邦下院議員

補欠選挙(全3議席)において、BJPは大きく議席数を減らした。 

メモ: 

5月の総選挙で多くのＢＪＰ候補者が州議会議員から連邦下院議員に転出したことを受け、今回の州議会議員補欠選

挙が行われた。ＢＪＰは、5月の総選挙で大勝したウッタル･プラデシュ州、グジャラート州及びラジャスタン州におい

て選挙前と比較し大きく議席数を減らした。ただし、西ベンガル州及びアッサム州においては新たに議席を獲得。 

9月26日 

 報道によれば、チャヴァン･マハラシュトラ州首相(コングレス党)は、26日、辞表を提出した。 

メモ: 

タイムズ･オブ･インディア紙等によれば、辞任の背景には、同州下院議会選挙(10月15日)に向け、25日、これまで15

年間に亘って継続してきたコングレス党と民族主義会議派(ＮＣＰ)との連立解消が決定したことを受けてのものと見ら

れる。コングレス党とＮＣＰは、これまで州下院議会選挙へ向けた連立内の議席配分を巡り交渉を重ねたものの、同

意には至っていなかった。ＮＣＰ側は連立解消の理由として、チャヴァン州首相が真摯にＮＣＰ側の要望に応じてくれ

ないとの不満を公言していた。 

9月27日－29日 

 報道によれば、27日、ジャヤラリタ･タミル･ナド州首相(州与党の全インド･アンナ･ドラヴィダ進歩連盟

(AIADMK)党首)が不正蓄財容疑にかかる裁判で禁固4年の有罪判決を受け、州首相を失職した。 

 タミル･ナド州知事公邸発表によれば、29日、パンニールセルヴァム元同州財務大臣が州首相として宣誓し

た。同新州首相は、ジャヤラリタ前州首相に忠実な人物として知られている。 

メモ: 

報道によれば、今回の判決では、ジャヤラリタ州首相に対して、汚職防止法違反により、禁固4年及び罰金10億ルピ

ーの刑が言い渡された。これにより、同州首相は、州議会議員資格を失い、また、釈放後6年間(4年間の禁固刑と合

わせ最大10年間)は選挙に立候補する資格を持たないことになるため、州首相を失職した。同州首相は27日夜、バ

ンガロールの中央刑務所内に収監された。本件は、同州首相が1991年から96年まで州首相を務めていた期間の約

3. インドニュース(2014年 9月) 
News from India 
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6億ルピーの不正蓄財に対する容疑にかかる裁判。1996年に起訴されてから18年間にわたり審理が続けられてき

た。2003年、当時の州野党ドラヴィダ進歩連盟(ＤＭＫ)が同州内では公正な裁判が望めないとして、最高裁に対しカ

ルナータカ州に審理の場所を移すことを求め、以降はカルナータカ州バンガロールに設置された特別法廷で裁判が

行われてきた。 

9月29日 

 報道によれば、10月15日のマハラシュトラ州の州議会選挙に向け、同州におけるBJPとシヴ･セナとの連携

が解消されたことを受け、29日、ウッダヴ･タッカレイ･シヴ･セナ党党首が、モディ政権での唯一のシヴ･

セナ党の閣僚であるギーテ重工業･公企業大臣を辞任させると述べた。(注: 実際に辞任するか否かは今後

の政争の行方次第) 

メモ: 

報道によれば、ＢＪＰとシヴ･セナは、州議会選挙での候補者の議席配分に関する合意に失敗し、両党間の連携が解

消されたことにより、中央における連立解消の可能性もあり。一方、コングレスとＮＣＰの連携も解消されており、州

議会選挙では4つの党が別々に戦うこととなる。 

 

 Ⅱ. 経済 

9月1日 

 インド準備銀行(RBI)は、2014年度第1四半期(4月～6月期)の国際収支統計を発表した。経常収支は、▲78

億ドルで対GDP比1.7%となり、前年度同期の▲218億ドル(同比4.8%)から大幅に改善した。一方で、前四半

期(2013年度第4四半期)の経常収支▲12億ドル(同比0.2%)からは赤字幅が拡大した。前年度同期に比べて、

2014年度第1四半期の経常赤字が改善した主な要因は、輸出の拡大と、金の大幅な輸入減少に起因する輸

入の減少による貿易赤字の改善にある。資本収支は、198億ドルで、前四半期の92億ドルから倍増。外貨

準備は、112億ドル増となり、前年度同期の▲3億ドルから改善した。 

 

 Ⅲ. 外交 

9月 4－5日 

 ヒンドゥー紙によれば、アボット豪首相がインドを訪問し、モディ首相と会談した。両首脳は、共同声明

を発出した他、原子力協定を含む 4つの文書に署名した。 

メモ: 

原子力協定の他に署名した文書は、スポーツ協力に関する覚書、水資源管理の協力に関する覚書の改訂、技術職

業教育及び訓練の協力に関する覚書 

9月 6－8日 

 タイムズ･オブ･インディア(TOI)紙によれば、ドイツのステインマイヤー外相がインドを訪問し、スワラー

ジ外相と会談、技術開発、廃棄物処理、河川浄化の協力に関するロードマップに取り組むことで一致した。

この他、モディ首相にも表敬した。 

9月 8日 

 ヒンドゥスタン･タイムズ紙によれは、インド政府は、ASEANとの間でサービス及び投資分野における自由

貿易協定(FT)に調印した。 

9月 8－9日 

 TOI 紙によれば、ドバル国家安全保障補佐官が、習近平国家主席の訪印の最終調整のために首相特使とし

て中国を訪問し、同国家主席を表敬した他、楊潔チ国務委員と会談した。 

9月 10日 

 TOI 紙によれば、スワラージ外相がアフガニスタンを訪問し、カルザイ･アフガニスタン大統領と会談し、

治安･防衛の分野での協力を強化することで一致した。スワラージ外相は、アフガニスタンでの開発プロ

ジェクトを加速すると述べた。 



 

11 

9月 10－17日 

 ヒンドゥー紙によれば、10日、東ラダックのチュマール地区の実行支配線(LAC)において印中が対峙した。

15日及び 17日には、両国の現場部隊指揮官によるフラッグ･ミーティングが行われたが、解決には至らな

かった。 

9月 16日 

 ビジネス･スタンダード紙他によれば、ガドカリ海運大臣兼道路交通大臣は、10 月からチェンナイとミャ

ンマーのヤンゴンを結ぶ(アンドラ･プラデシュ州クリシュナパトナムを経由)フェリーが就航予定である

と発言した。 

9月 17－19日 

 インド外務省及び各種報道によれば、17日から 19日までの日程で、習近平中国国家主席がインドを訪問

した。モディ首相と習国家主席は、首脳会談を行い、共同声明を発表した他、鉄道分野の協力強化に関す

る覚書や貿易･経済開発に関する 5カ年計画、文化機関間の交流･協力強化に関する覚書等に署名した。両

首脳は、アーメダバードにおいて、グジャラート州と広東省の姉妹州関係設立に関する協定等に署名した。 

9月 26－30日 

 インド外務省の発表によれば、モディ首相は、26日から 30日の日程で、国連総会に出席するために訪米

した。モディ首相は国連総会で演説を行った他、スリランカ、バングラデシュ、ネパール、イスラエルの

首脳と会談した。 

メモ： 

モディ首相は、国連総会での演説の中で、印パ関係について、パキスタンとの真剣な二国間対話に関与する準備が

整っている旨述べた。その他、安保理改革の必要性とアジア太平洋地域における海洋安全保障に言及するととも

に、テロや過激主義との戦い及びその象徴としての国際的な包括テロ防止条約の採択を強く要請した。 

 

 Ⅳ. 日印関係 

8月30日－9月3日 

 8月30日から9月3日にかけて、モディ首相が訪日した。モディ首相は京都を訪問し、東京で安倍総理と首

脳会談を行い、共同声明｢日インド特別戦略的グローバル･パートナーシップのための東京宣言｣を発出し

た。 

9月29日 

 29日、モディ首相は、自身のツィッターのアカウントに、御嶽山の噴火に関して、｢日本の御嶽山の噴火

のニュースに心を痛めている。被災者の方々にお見舞い申し上げる。｣とのツイートを掲載した。 
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今月の注目点： モディ首相の訪日 

 8月30日から9月3日にかけて、モディ首相は公賓として訪日した。日本滞在中、安倍総理とともに京

都の東寺を訪問した他、東京で、天皇陛下に謁見、安倍総理と首脳会談及び共同記者発表を実施、日印協

会･日印友好議員連盟主催歓迎会、聖心女子大学での講演会、日経/ＪＥＴＲＯ共催講演会等において講演

を行うなど精力的に活動した。 

 首脳会談では様々な事項について成果があった。政治･安全保障面では、地域の安全保障に関する対話

の深化のための日米印三カ国外相会談の立ち上げ及び日印｢2＋2｣の強化等で一致した。経済･経済協力の

面では、日本の対印直接投資額及び進出日系企業数の今後5年間での倍増を共通目標に設定した。安倍総

理は、今後5年間でＯＤＡを含む3．5兆円規模の対印投融資の実現への意欲を表明した一方で、モディ

首相は、投資環境整備のためのジャパン･ヘルプ･デスクの創設を表明した。また、人的及び学術交流の面

で、両首脳は、日印間の留学生の大幅増に向けた協力及び科学技術協力強化の重要性について一致した。

両首脳は、今回の首脳会談を機に、日印関係を｢特別な｣戦略的グローバル･パートナーシップに格上げし

た。 

今回のモディ首相訪日は、モディ政権発足後、周辺の南アジア諸国以外では初の二国間の本格的な外国

訪問であり、モディ首相の外交政策における日本の重要性がアピールされた。迎えた安倍総理も、京都の

東寺訪問に同行した他、東京では茶席懇談を主催するなど、モディ首相を異例なまでに厚遇し、日本とし

てのインドの重要性をアピールした。今回の訪日は、モディ首相が京都に訪問して、インドのバラナシ市

と京都市との間のパートナーシティ提携意向確認書調印式に立ち会ったことからもわかるように、日印関

係が、政治･安全保障や経済といった分野の戦略的関係に留まらず、民主主義という共通の価値観を有し、

日本とインドは、歴史と文化を共有するという、いわば精神的なつながりも持っているということを印象

づけた。この関係では、両首脳が、人的･学術交流の重要性を認識し、協力促進で一致したことは注目に

値する。 

安倍総理とモディ首相は、戦後世代初の首相、選挙での圧勝、経済政策(アベノミクスとモディノミク

ス)等といった点で非常に似ていると言われる。今回、相思相愛をアピールした両首脳が、今後、｢日イン

ド特別戦略的グローバル･パートナーシップ｣をその力強いリーダーシップで牽引していくことが期待され

る。 

 

=◇ 最近のイベント ◇= 

◆インド大使館 Amit Kumar首席公使歓迎会 

駐日インド大使館に新たに赴任された、Amit Kumar首席公使の歓迎会が、2014年 9月 30日(火)18:30よ

り、東京ミッドタウンにお店を構える、インドレストラン『ニルヴァーナ･ニューヨーク』を借り切って、公

益社団法人在日インド商工協会の主催で開催されました。 

主催元の在日インド商工協会会長の比良竜虎様(日印協会理

事)の司会で、歓迎会が始まりました。各界から大勢の方々が集

まり、賑やかな内に、しかし、新任の首席公使が何を発言され

るのか、皆さんは耳を凝らして聞かれていました。 

首席公使は、アメリカ駐在を経て、日本へ赴任された由です

が、折からのモディ首相公式来日に備え、早めに赴任されたそ

うです。8 月の首相受入れには大変なご活躍をされたそうで、

ワドワ大使の力強い片腕となられたようです。2000年より既に

4. イベント紹介 
Japan-India Events 

<比良様による首席公使ご夫妻のご紹介> 
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日本に 4回ほど来日のご経験があるそうで、赴任がとても楽し

みと云われ、大変な親日家とお見受けしました。 

｢Kumar｣というのはよく聞く名前ではありますが、本来はとて

も深い意味があるそうで、｢偉大な｣とか｢壮大な｣などのとても

大きな意味だそうです。 

IITカンプール校のご出身で、インド政府のエリートであり、

極めて聡明な印象です。しかし、切れ者によくある｢冷たい感じ｣

は全くなく、穏やかにお話になって、人を温かく受け入れると

の雰囲気をお持ちでした。インド大使館に出向いて何でも相談

してほしいと仰っていました。 

首席公使夫人は、スピーチこそありませんでしたが、歓迎の

花束贈呈では、満面の笑みをこぼして、非常に嬉しそうにされ

ていたのが、印象的でした。 

ワドワ駐日大使も、これからの自分の右片腕となることを大

変に心強く思っておられる心境をご披露され、乾杯の音頭をとられました。ワドワ大使は、前首席公使の｢パ

ンダ｣さんの次に、後任に｢熊｣さんを連れてきました、と冗談をおっしゃり、賑やかに歓迎会が催されました。

首席公使も、参加者一人一人と、親しげに和やかにお話を続けられていました。 

日印協会は、インド本国と大使館にとって、非常に大きな位置付けであるから、これからもより密な連携

を取りたいとお話されました。改めて、何でも相談してほしいとのお言葉を頂きました。 

新たな人脈が構築されたので、またインド情報収集や相談事に、首席公使にお目に掛かりたいと心して、

歓迎会を辞しました。 

=◇ 今後のイベント ◇= 

◆東京ディワリフェスタ西葛西 

インドのディワリ祭を通じて、地元西葛西の方々との文化交流を行う、国際秋祭りです。今年で 15回目に

なります。皆様お誘いの合わせうえ、お越し下さい。 

 日 時: 2014年 10月 25日(土)  10:00～18:00 

会 場: 江戸川区西葛西新田 6号公園  東京都江戸川区西葛西 8-6 東京メトロ東西線 西葛西駅 

入 場: 無料 

主 催: ディワリフェスタ西葛西 実行委員会 (ジャパンビジネスサービス有限会社内) 

    東京都江戸川区西葛西 3-3-15  ☎ 03-3688-6612 

 

◆第 6回 日本･インド有識者フォーラム 

 『インド地場企業との戦略的アライアンスから見るインドビジネス』(案) 

タタ･サンズ社より財務担当役員をお迎えし、実践的な視点から企業間アライアンスのメリット、アライア

ンス事業運営の難しさについてディスカッションします。 

 日 時: 2014年 11月 19日(木)  14:00～17:00 

  会 場: 株式会社富士通総研 大会議室  ☎ 03-5401-8401 

      東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー5階 新交通ゆりかもめ 竹芝駅 出口直結 

 言 語: 日本語、英語 (日英同時通訳付) 

 定 員: 150名(お申し込み順) 

 参加費: 無料 

 主 催: 株式会社富士通総研(FRI) / 特定非営利活動法人 日印パートナーシップフォーラム(JIPF) 

 問 合: 株式会社富士通総研 企画センター(担当: 杉本)  E-mail  fri-japan-india@ml.jp.fujitsu.com 

 申 込: ホームページからお申込み下さい。  URL  http://jp.fujitsu.com/group/fri/events/ 

<新首席公使の自己紹介> 

<ワドワ大使によるスピーチと乾杯の音頭> 



 

14 

§『現代インド･フォーラム』2014年 秋季号 №13 

 10月 8日に、協会ホームページにアップ致しました。今号では、｢モディ政

権初期の動向と今後の課題インド｣を特集しています。 

＊モディ政権 100日の実績と課題 

福永 正明 (岐阜女子大学南アジア研究センターセンター長補佐･客員教授) 

＊モディ政権の成立と今後のインド経済 

小島 眞 (拓殖大学国際学部教授) 

＊モディ新政権と世界―日印関係のゆくえ 

竹中 千春 (立教大学法学部教授) 

下記アドレスにて、ご覧頂けます。 

URL  http://www.japan-india.com/forum 

ご感想、ご意見等ございましたら、協会事務局までご連絡下さい。 

 

§『ヨーガ･スートラ―パタンジャリ哲学の精髄』 

 パタンジャリによって成立した｢ヨーガ･スートラ｣で提示されているヨーガの中核的

な教えを理解する事を目指したアニル･ヴィディヤーランカールによる著作を、編集･

翻訳したものです。サンスクリット原典とそのローマナイズ･全訳･解説で構成されて

います。原典部分の翻訳は、サンスクリットからの直訳です。 

 著 者: A. ヴィディヤーランカール 

 編･訳者: 中島 巖 

発 行: 東方出版  ISBN 978-4-86249-232-6 C1010 

価 格: 3,000円+税 

 

§『インド考古研究』第 35号 

 インド考古研究会による機関誌です。 

   編 集: 『インド考古研究会』編集委員会 

  発 行: インド考古研究会  ISSN 0910-0326 

      東海大学文学部考古学･近藤英夫研究室気付 

(購入ご希望の方は、発行元にお問い合せ下さい) 

[論文]“世界図に光｢天竺｣認識に関する一考察―16世紀末～18世紀初頭の日本

を中心として―”、[ノート]“福岡博多湾岸･ももちの浜のヒンドゥー神像”、[例

会報告要旨]、[書評]、[ニューズ]、[新刊書紹介]、[南アジア美術･考古学関係文

献抄 2013-2014]からなっています。 

 

5. 新刊書紹介 
Books Review 

 ♬  交流会のお知らせ  ♫ 

今年度は、11月に交流会を開催致します。 

日 時: 2014年11月5日(水) 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 

申込用紙にてお申込み下さい。皆様のご参加合をお待ちしております。 
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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。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 2014年 11月 14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。 

<E-Mail アドレスをご連絡下さい> 

協会から会員の皆様への連絡に、E-Mailを使う機会が増えております。アドレスのご登録がまだの方

や、変更のあった方は、協会事務局までご一報下さい。 

<編集後記> 

今年のナマステ･インディアの開催はどうなるのか、直前までヤキモキしていましたが、皆様ご存知の

ように、連年通り開催されました。協会も、いつもより多めに蚊取り線香を焚き込めて参加しました。 

30数年前にインドに旅行に行った友人に、ナマステ開催を尋ねられ、｢やるよ♪｣と答えましたら、｢え

ぇっ!!｣と驚かれ、展示写真を運ぶ為に宅配便の手配を Y社に頼もうと電話をすると、｢代々木公園は閉

鎖中ですので、配送は一切行いません｣と断られ、｢閉鎖されていないエリアです｣と言っても無駄でした

(当日、会場では Y社の宅配は行われていました)。知人には、｢代々木公園は閉鎖中でしょ!? 行くんで

すか? 行っちゃ駄目ですよ! 行って欲しくないな、行かない方が良いですよ～、行ってもらいたくない

な～、止めた方が良いですよ～｣と連呼されました。この知人は、私に気がある訳ではありません。一般

人の反応は、大体こんな感じなんですね。しかし、事務局の面々は、デング熱罹患歴がある人でさえ、

気にも留めずに参加。凄いところに勤めているんだなぁと、実感した編集子でした。(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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