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昨年 12月の安倍総理のインドご訪問の 2週間前に着任して以来、早いもので 10カ月が経ちま

した。赴任にあたっては、チノイ新駐日大使及びドイツに転勤する前任者の八木大使とともに日

印協会の歓送迎会を催していただき、日印の関係者の皆様から温かいお言葉を頂いたことに感謝

申し上げます。 

着任後既に 11の州を訪問し、この国の持つ多様性とエネ

ルギーを実感しています。行く先々でインドの人々の温か

さや日本への強い好意と関心にふれています。最初に公式

訪問した西ベンガル州では、コルカタから車で 3時間かけ

タゴール国際大学に行きました。日本ともゆかりの深い詩

人タゴールが設立にかかわった大学ですが、そこで日本語

を勉強するインド人学生から大歓迎を受けました。こうい

う場所でも日本との交流が息づいていることに感動しまし

た。 

最近では、800年以上の歳月を経て再興されたビハール州のナーランダ大学の最初の卒業式に招

かれ出席して来ました。ムカジー大統領も出席した立派な式典でしたが、12人の卒業生の中にイ

ンドの歴史を学ぶ日本人学生がいました。言うまでもなくナーランダをはじめとするこの地域は

仏教発祥の地であり、日本との繋がりはとても深いのですが、ナーランダ大学の復興に当たって

は我が国も学術研究の分野のみならず周辺のインフラ整備について ODAによる協力を行なってお

ります。日印間の新旧の繋がりが若い学生に受け継がれているのを見てとても頼もしく思いまし

た。 

 また広大な国土のあちこちで、日本人としての勤

勉性、誠実さを如何なく発揮し、インドの人々から

信頼されている多くの邦人の方々にお会いしました。

最近インド各地で建設が進む工業団地には、次々と

日本企業の進出が続いています。私も日程が許す限

り、開所式に出席させて頂いています。その度に、

厳しい環境の中でも熱意を持って新しい事業に取り

組まれている企業関係者の姿に感銘を受けます。私

としてもできる限りのお手伝いをせねばと思います。 

 最近では、ムンバイのショッピングモールに、イ

ンドで初めての MUJIの店が開店しました。私も是

非応援しなくてはと開店式に出席してきました。日本と全く同じ店構えに、シンプルでデザイン

性に富む MUJIの商品が並んでいるのを見て嬉しくなりました。これらがインドの人々に受け入れ

られ、日本のイメージが更に良くなる事を期待します。これまでの我が国の投資は、製造業中心

でしたが、リテイルの分野にも広がって来るのは意義深いと思います。 

 ここ数年日印関係は飛躍的に強化されてきています。安倍総理が述べられる通り、日印関係は

新しい時代に入ったと言えるでしょう。着任前から聞いていましたが、私も当地における日本大

1. 平松賢司駐インド大使からのメッセージ 

Message of Ambassador H.E.Mr.K.Hiramatsu from India 

 

 

 

 

 

<タゴール国際大学訪問（2016年１月 9日）> 
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<モディ首相表敬（2015年 12月 10日）> 

使の存在感の大きさを実感しています。これまで、閣僚をはじめ、インドの政財界の多くの要人

にお会いして来ていますが、これらの人々から大きな期待が寄せられています。これも昨今の日

印関係の高まりを反映したものでしょう。 

 ただ、国民レベルの対日理解はまだまだ十分でないと思います。訪日するインド人観光客の数

は年間 4 万人程度にとどまっています。12 億を越える人口を抱えるインドからの観光客としては

如何にも少ないと思います。私としても、多くの人に日本を訪問して頂くために力を尽くすつも

りです。既に、対日関心の高まりの端緒は見えつつあります。日本食、特に寿司の人気は高まっ

て来ており、ショッピングモール等に多くの寿司レストランを見かける様になりました。桜のイ

メージも広がりつつあります。桜のシーズンに訪日する人の数も大きく増えている様です。日本

酒、日本のワインへの関心も高まって来ています。特に、日本のウイスキーの人気には驚きまし

た。 

言うまでもなく、インドは映画大国です。今日本をフィーチャーした映画の製作が企画されて

います。この国の殆どの人が知っている Love in Tokyoという映画のリメイクの様です。多くの

人がこの映画を見、日本へ行きたいという気持ちをもってもらえればと思います。こういった動

きを加速させることで、インド人の対日関心に火がつくことを期待しています。 

 日本選手が大活躍したリオ・オリンピックにおいて、インドはバドミントン女子で銀メダル、

レスリング女子で銅メダルを獲得しました。特にバドミントンで日本選手を破って決勝に進出し

たＰ.Ｖ.シンドゥ選手の活躍は、インド国内で大きく報道され、彼女は国民的英雄になりました。

2020年は東京オリンピックです。東京で多くのインド選手がメダルを獲得できるよう協力するこ

とも日印関係の重要な柱になると思います。 

 この国を旅し、多くの人たちとお話しする中でこの国の抱える様々な問題も見えてきました。

これまで、個人的にも関心を持って取り組んできた、環境、保健、女性といった問題の改善のた

め、インドの人々と手を携えてお役に立てないかと考えています。ODAを一層有効に活用して、よ

りぜい弱な人々に手を差し伸べて行きたいと思います。 

 その他にも、両首脳が体現されている特別戦略的グローバル・パートナーシップを強化するた

めに取り組む課題は山のようにあります。邦人企業の皆様は様々な課題に直面しながらも、日々

インドでの事業に取り組んでおられます。両国政府主

導の大規模プロジェクト（デリー・ムンバイ産業大動

脈及び貨物専用鉄道、最近ではムンバイ・アーメダバ

ード間の新幹線建設計画など）が実施に移されつつあ

ります。モディ政権が重視する製造業や科学技術の振

興も、日本にとっては大きなチャンスです。モディ政

権は、これまでできなかった外資導入規制の緩和や GST

（全国共通の物品サービス税）の導入について前進し

つつあり、投資環境も改善されつつあります。そうは

いっても政府の規制が依然強く、またトップの判断が

重要な当国の慣行に鑑み、大使の果たす役割は大きい

と心得ています。私としては、お役に立てることは何

でもいたします。 

 以上、これまでの半年有余のインド勤務において感じたことを書き綴らせて頂きました。 

 今後とも日印協会の会員の皆様の格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 
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ディスカバーインディアクラブ(DIC) ラビンダー･マリク会長(日印協会個人会員) 

♪日印の何世紀にもわたる精神世界での結び付き 

日本とインドの精神世界での結び付きは、仏教がインドから中国経由で日本に伝来した 6 世紀

に始まりました。この何世紀にもわたるインドと日本の関係は七福神のうち、3人の神様がインド

のヒンドゥ教やバラモン教などの神様に由来していることからも判ります。 

1) 大黒天(サンスクリット語でマハーカーラ)、豊饒神 

2) 弁財天(サンスクリット語でサラスヴァティー)、智恵、言語、音楽の女神 

3) 毘沙門天(サンスクリット語でヴァイシュラヴァナ)、護世神、護法神 

明治維新と鎖国政策の終焉は日本とインドの文化的な関係を個人レベルの接触という新たな段

階へ移行させました。その結果、スワーミー･ヴィヴェーカーナンダ、ラビンドラナート･タゴー

ル、岡倉天心といった日印双方の碩学の交流が始まりました。インド商人が最初に横浜にやって

来たのは明治初頭の 1870年代です。それ以来、横浜市はインドと友好的関係をずっと保っていま

す。最初の在インド･日本総領事館が設置されたのは、1896 年のムンバイ(以前はボンベイ)です。

そして言うまでもなく、日印協会は日印間の相互交流に尽くして 113年の歴史を重ねています。 

 

♪日本の演歌と民謡にインド民謡との類似性を見る 

私と日本との関係は、日本に新たに設立された国連大学の事務局要員として来日した 1976年に

始まります。日本での 20年間の勤務の間、多くの日本の知己を得、友情を育み、日本のことを深

く知り、やがて日本の文化をとても素晴らしいと感じるようになりました。日本人の親切さ、穏

やかさ、清潔さ、そして日本の平等な社会は賞賛すべきものと思います。 

国連大学の職を辞した後、幾つか選択肢はありましたが日本に留まることに決め、既に私の人

生の半分、40 年以上を日本で過ごして来ました。現在は、日本とインド両国の人びとの友好協力

関係の発展に貢献すべく活動しております。 

私が日本文化をより深く理解できるようになったのは、趣味でずっと日本の演歌と民謡を歌い

続けてきたことにあると思います。小さい頃からインドの民謡を歌うのが好きで、インドに住ん

でいた頃は、正規の音楽教育を受けていました。初めて来日し、日本の演歌を聞いた時、日本の

演歌のメロディーが、私がインドで歌っていたガザ

ルという歌曲のそれと極めて似ていたため、とても

魅了されてしまいました。日本の演歌はバラードの

形で歌われる大衆音楽で、日本人のこころ(心と魂)

を表したものだと云われています。報われることの

ない恋や、望郷の念が歌われるため、演歌の歌詞に

は悲しい言葉が多く、歌の題名には、｢酒｣や｢悲し

み｣といったフレーズが良く使われます。ガザルと

呼ばれるインドの民謡も全く同じイメージで捉えら

れています。また演歌歌手は小節と呼ばれるヴィブ
<1985年テレビ東京外国人歌謡大賞 筆者中央> 

 2. 演歌と民謡で体感した日印文化の類似性 

JAPAN-INDIA Cultural Relations as Seen Through 
Traditional Folk Music of the Two Countries 

 

 Seen Through Traditional Folk Music of the Two 
Countries 
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<2012年日本民謡協会千葉県大会で 

｢お立酒｣を歌う> 

ラートのように声を震わせる歌唱法を使いますが、ガザルでも全く同じです。 

 

すっかり演歌が気に入った私はレッスンを開始し、数年間続けました。やがて、舞台で歌うようにな

り、テレビに出演し、コンテストに参加し、幾度か優勝するまでになりました。2001年には｢OYAJI組｣

という三人組のプロの演歌歌手としてデビューを果たしました(CD ジャケットの写真ご参照)。プロに

なって演歌に使われるひとつひとつの言葉の意味を理解できるようになると、メロディーがインドの歌

に似ているばかりか、歌に込められたメッセージまでとても似ていることに、正直驚かされました。た

とえば、娘の嫁入りの日の父親の心情を歌った、｢父娘坂(お

やこざか)｣という私の好きな演歌がありますが、インドで

同じ立場の父親の思いを歌った｢Chalri Sajni｣という曲で

使われているのは、｢父娘坂｣の歌詞とほぼ同じ言葉でした。

私は日本の聴衆のみなさんの前では、日本とインド双方の

歌を歌い、その類似性について説明して来ました。また、

私の娘の結婚式でこの｢父娘坂｣を歌った時は、インド人の

ゲストのみなさんに対し、インドの｢Chalri Sajni｣ととて

も良く似た言葉で歌われていると説明しました。彼らは、私の｢父娘坂｣を聞いて｢Chalri Sajni｣を思い

出し、花嫁の父の気持ちを感じながら楽しんでくれたのではないかと思います。 

その後、私は民謡も習い始めました。日本の民謡は地方ごとに特色があり、自慢の歌や様式がありま

す。日本各地で開催される民謡コンテストにも参加して来ました。こうして私は日本文化をさらに深く

理解できるようになり、民謡の分野においても日本とイン

ドの類似性を見出すことになりました。 

日本の演歌や民謡を通して、また、日々の家族や友人と

の関わりの中において、日本とインドの人々は同じ価値観

を共有しうると気付くに至りました。私が今まで、結婚式、

お祭り、そのほかの社会的行事を見聞きし判ったことは、

例え形式や装飾が違っていても、私たち両国の伝統や習慣

の中には一種基本的な類似性があるという事です。私はこ

うした類似性は両国の何世紀にもわたる、精神的あるいは

文化的な結びつきの名残だと感じています。 

日本とインド両国のこのような文化的類似性を祝福し、

もっと多くの人と人との出会い、特に若者たちの間に交流

を広げ、互恵的双方向的な日印両国関係を、盤石な基盤の上に長期にわたり築くことを目指して、日印

協会とともに弛まぬ努力を続けて行きたいと思います。 

（翻訳; ディスカバーインディアクラブ執行委員  西尾留美子＆大井淑代）、 

（写真; 本人提供）     

執者略歴; Rabinder Nath Malik ラビンダー N. マリク 政治学博士 

ディスカバーインディアクラブ 会長 / インドエネルギー資源研究所 日本代表 

元慶応大学 非常勤講師 / 元国連大学 学長室長 

東京の国連大学に 20年間勤務、1996年に国連大学退職後は、慶応大学で｢国際問題と国連の役割｣の講義を

持つ。現在、インドのエネルギー資源研究所(TERI)の日本代表。2013年以降は、｢ディスカバーインディア

クラブ｣の会長。また、千葉県の浦安市民として、国際交流活動に熱心に取り組み、社会、文化、教育関係諸

団体のメンバーとしても活動中。

<2001年デビュー｢OYAJI組｣CDジャケット> 
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1. 内政 

【内閣改造】 

７月５日－７月１２日 

 ５日午後､モディ政権で内閣改造が実施され､５名の閣外相が辞職するとともに､新たに

１９名の閣外相が宣誓を行った。 

 ５日深夜､大統領府は､内閣改造に伴い変更が生じた各大臣､閣外相の所掌を発表した。

そのうち主なものは次のとおり。ジャヴァデカル環境・森林・気候変動（専管）閣外相には､

今回新たに宣誓を行ったアニル・マダヴ・ダヴェ上院議員が就任した。イラニ人的資源開発

相は繊維大臣に所掌替えとなった。ジャイトリー財務・企業相が兼任していた情報・放送相

はナイドゥ都市開発・住宅・都市貧困問題相が兼任することとなった。ナイドゥ大臣が兼任

していた議会相は､アナントクマール化学・肥料相が兼任することとなった。ゴウダ法務相は､

法務相に替えて統計・計画実施相に就任し､法務相は､２０１４年１１月の内閣改造で法務相

を所掌から外されていたプラサード通信・ＩＴ大臣が再び兼任することとなった。鉱山及び

鉄鋼相を兼任していたトーマル大臣は､農村開発､町村自治､飲料水・衛生相に所掌替えとなっ

た。鉄鋼相には､これまで農村開発､町村自治､飲料水､衛生を所掌していたビレンドラ・シン

大臣が就任した。鉱山（専管）閣外相ポストは､ゴヤル電力（専管）､石炭（専管）､新エネル

ギー・再生可能エネルギー（専管）担当閣外相が兼任することとなった。ソノワール青年・

スポーツ（専管）閣外相には､今回新たに宣誓を行ったヴィジャイ・ゴエル上院議員が就任。

ゴエル上院議員は水資源・河川開発・ガンジス河再生閣外相も兼任している。外務担当閣外

相には､Ｖ．Ｋ．シン閣外相に加え､今回新たに宣誓を行ったＭ．Ｊ．アクバル上院議員が就

任した。ジャヤント・シンハ財務担当閣外相は民間航空担当閣外相に所掌替えとなり､新たな

財務担当閣外相には､サントシュ・クマール・ガンワール下院議員及びアルジュン・ラム・メ

グワル下院議員の二名が就任した。メグワル下院議員は企業担当閣外相を兼務。 

 １２日､ヘプトゥッラー・マイノリティ相及びシッデーシュワラ重工業・公企業担当閣

外相の２名が辞任した。右辞任に伴い､ムクタル・アッバス・ナクビ・マイノリティ担当閣外

相が､マイノリティ担当（専管）閣外相に昇進し､バーブル・スプリヨ都市開発､住宅・都市貧

困問題担当閣外相が､重工業・公企業担当閣外相に所掌変更となった。 

 

【モンスーン国会】 

７月１８日－８月１２日 

 ７月１８日､モンスーン国会が開会した。 

 ８月１２日､モンスーン国会が閉会した。２６日間の会期のうち､２０日間にわたり審

議が実施された。 

メモ：会期中､物品・サービス税（ＧＳＴ）の改革のための憲法改正法案が可決された他､下院

議会で２０１６－２０１７年度の補正予算が可決された。大統領令として配布された２つの法案

（インド医学審議法（改正）に係る大統領令､及び､歯科医師法（改正）に係る大統領令）が上下

両院で可決された。この他､下院では１５法案が､上院では１４法案がそれぞれ可決されたことで､

１５法案が上下両院を通過した。 

3. インドニュース(2016年 7月～8月) 

News from India 
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【ＧＳＴに係る憲法改正法案】 

８月３日－８月８日 

 ３日､上院議会は､ＧＳＴに係る憲法改正法案を全会一致で可決した。 

 ８日､下院議会は､ＧＳＴに係る憲法改正法案を全会一致で可決した。 

 

２．経済  

【インフレ・ターゲット】 

８月５日 

 ５日，インド財務省は，金融政策に関して，インド準備銀行（ＲＢＩ）との協議の下，

２０１６年８月５日から２０２１年３月３１日までの５年間におけるインフレ・ターゲット

の目標を４％プラスマイナス２％に設定したと発表した。 

【インド準備銀行（ＲＢＩ）人事】 

８月２０日 

 ２０日，インド政府は，インド準備銀行（ＲＢＩ）のラグラム・ラジャン総裁の後任

として，ウルジット・パテルＲＢＩ副総裁を指名した旨発表した。パテル氏は，２０１６年

９月４日から３年間を任期として，新総裁を務める。 

 

３．外交  

【インド・パキスタン関係】 

７月１日 

 インド・パキスタン両国は，両国間の領事アクセスに関する合意の条項に従って，そ

れぞれの国の刑務所に収監されている相手国民のリストの交換を行った。 

７月２３日 

 インド外務省は、バーハン・ワニ殺害後のカシミール住人とインド治安部隊の衝突や、

カシミールはいつかパキスタンの一部になるといったシャリフ・パキスタン首相の声明を受

けて、ＪＫ全体はインドに属しており、カシミールがパキスタンの一部になるというパキス

タンの夢は決して実現しないとするスワラージ外相の声明を発表した。 

【インド・ハンガリー関係】 

７月４日 

 シーヤールトー・ハンガリー外務貿易相が訪印し、スワラージ外相、シータラマン商

工相と会談した他、アンサリ副大統領を表敬した。 

メモ：上下両院での採決の際に，アンナ・ドラビダ進歩連盟（ＡＩＡＤＭＫ）は退場した。 

メモ：報道によれば，ウルジット・パテル氏は，現在５２歳で１９８６年にオックスフォード

大学を卒業。１９９０年にイェール大学において経済学博士号を取得した後，国際通貨基金（Ｉ

ＭＦ）のエコノミストとして，米国・インド・バハマス・ミャンマーを担当。その後ＩＭＦ代表

としてＲＢＩに対して債券市場・銀行セクター改革・年金基金改革・為替政策等の政策に関する

助言を行った。１９９８年から２００１年までインド財務省経済局のコンサルタントとして勤務

し，インフラ開発金融公社（ＩＤＦＣ）運営委員会やインド政府合同エネルギー政策委員会委員，

ブルックス研究所シニアフェロー等を歴任した後，ボストンコンサルティンググループのアドバ

イザーとして勤務。２０１３年よりＲＢＩ副総裁に就任し，金融政策やマクロ経済情勢のリサー

チ等を担当している。 
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【インド・南アフリカ関係】 

７月８日 

 印外務省は，モディ首相による南アフリカ訪問時におけるプレスステートメント（Ｐ

Ｓ）をＨＰに掲載。ＰＳにおいて，今回が自分（モディ首相）にとって初の南アフリカ訪問

であるが，既に我が家にいるような気持ちである。本訪問は，自分個人にとって，マハトマ・

ガンジー及びネルソン・マンデラという二人の最も偉大な魂に敬意を表する機会であるとモ

ディ首相は述べた。 

 

【アンサリ副題大統領のＡＳＥＭ（モンゴル）出席】 

７月１４～１６日 

 アンサリ副大統領は、第１１回ＡＳＥＭ首脳会合出席のため、モンゴルを訪問した。

同副大統領は、右首脳会合全体会合で演説した他、開催国モンゴルの大統領、首相及び議会

議長と会談した。同大統領はまた、右首脳会合に際して、バングラデシュ首相、ブルガリア

大統領、エストニア首相、ラトビア大統領、リトアニア首相と会談した。 

 

【東アジア・東南アジア関係】 

７月２４～２６日 

 ２４日、第７回メコン川・ガンジス川協力閣僚会合が開催され（於：ビエンチャン），

Ｖ．Ｋ．シン外務担当閣外相が出席，会合後に共同声明が発出された。 

 ２５日、第１４回印・ＡＳＥＡＮ外相会合が開催され（於：ビエンチャン），Ｖ．Ｋ．

シン外務担当閣外相が出席した。 

 ２６日、Ｖ．Ｋ．シン外務担当閣外相は、ビエンチャンで開催された第６回ＥＡＳ外

相会合に出席した。 

 ２６日、シン閣外相は、印・ＡＳＥＡＮ外相会合のフジンジで、リム・ジョク・セン・

ブルネイ第二外務貿易相、アウン・サン・スー・チー・ミャンマー外相、ルトノ・インドネ

シア外相、ビショップ豪外相、李容浩北朝鮮外相と会談した。 

メモ：この他，以下の点についてＰＳの中で述べられている。 

・両国の取り決めの全ての分野をレビューし，ここ２０年，両国の関係が力強い前進と具体的

な達成の物語であったことで意見が一致した。 

・双方向の貿易は，ここ１０年で３００％を超える拡大率となった。 

・インド企業は，南アフリカにビジネス上の強い関心を有しており，インドのアフリカにおけ

る投資総額の約１／４が南アフリカ向けであること，特に，鉱物及び採掘，化学製品及び薬品，

先端技術製造業，情報通信技術分野において，両国のビジネス及び投資関係を更に拡大する潜在

性が存在する。 

・インドのＮＳＧ参加に対する南アフリカの支持について，ズマ大統領に感謝した。 

・ズマ大統領とは，両国地域及び世界において，両国が警戒を怠らず，テロリズムと戦うため

に積極的に協力する必要性に合意した。 

・インド洋は，両国共通の海上におけるフロンティアであり，ＩＯＲＡ（Indian Ocean Rim 

Association）がインド洋により連結される隣国の関係強化の鍵となるプラットフォームとして，

存在する。自分（モディ首相）は，南アフリカが２０１７年－２０１９年における議長職を務め

ることを歓迎する。 

・インドと南アフリカは，ＩＢＳＡやＢＲＩＣＳを通じて，国際的なアジェンダの優先事項を

形成するために共に努力していく。 
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【インド・中国関係】 

７月２４日 

 ２４日付インド紙は、デリー及びムンバイに駐在する新華社通信のジャーナリスト３

名が、インド当局より査証延長を許可されず、７月３１日までに帰国するよう告げられた旨

報じた。同報道は、内務省筋の話として、ベンガルールにおいてチベット人活動家と面会し

たことが問題とされている旨報じている。 

８月１３日 

 王毅外交部長は１３日にデリーで実施したスワラージ外相との印中外相会談を行った。 

王毅外交部長は、８月１２日にゴアに到着（ゴアは本年１０月のＢＲＩＣＳ首脳会議の開催予

定地）。同地においてゴア州首相と会談した後、同日夜にデリーに移動。１３日にデリーでス

ワラージ外相との会談やモディ首相への表敬を行い、１４日に帰国した。 

 

【インド・英国関係】 

７月２６日 

 モディ首相は、メイ英首相と電話会談を行い、メイ首相の就任祝いを述べた。 

【インド・スリランカ関係】 

７月２９日 

 スワラージ外相は、インドとスリランカの漁民の問題の恒久的解決を図るための国内

の関係者会議を開催した。同会議には連邦政府の関係省庁の他、タミル・ナド州等の州政府

関係者も参加した。 

【インド・モルディブ関係】 

８月１６日 

 モルディブ外相が訪印し，スワラージ外相とインド洋地域の平和と安全の維持に関す

る戦略的見解を交わした。 

【インド・ミャンマー関係】 

８月２２日 

 スワラージ外相がミャンマー訪問した。今次スワラージ外相のミャンマー訪問は、ア

ウン・サン・スー・チー氏率いる国民民主連盟が昨年の選挙に勝利してから初のハイレベル

訪問であり、スー・チー氏の訪中直前のタイミングで行われた。 
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【インド・米国関係】 

８月２９日 

 ８月２９日，米国防省は，パリカル印国防相の訪米に際し，米印共同声明を発表した。 

 

４．日印関係  

中谷元日本国防衛大臣は、マノハール・パリカル・インド国防大臣の招待によりインドを訪問

し、７月１４日、ニューデリーにて、年次の防衛相会談を行った。両大臣は、「日印特別戦略的

グローバル・パートナーシップ」の枠組みの下、建設的、生産的かつ前向きな雰囲気の中、意見

交換を行った。 

 

 

 

 

今月の注目点： 物品・サービス税（ＧＳＴ）に係る憲法改正法案の可決と今後 

８月８日，物品サービス税にかかる憲法改正法案いわゆるＧＳＴ法案がインド下院議会で可決

された。ＧＳＴ法案はもともとコングレス党のシン前政権が２０１１年に下院に提出したもので，

２０１４年の下院議会の任期満了とともに一度廃案になったが，インド人民党（ＢＪＰ）のモデ

ィ政権は，政権発足後最初の２０１４年度予算案としてＧＳＴの早期導入を打ち出した。当初，

モディ政権は２０１６年４月の導入を目指していたが，２０１４年の審議開始以降，ＧＳＴ法案

のもともとの推進者であるコングレス党を含む野党による反対もあり協議が難航し，これまで先

送りされてきた。その後，２０１５年５月に下院で可決された後，モディ政権は，今度こそ議会

通過を実現させるべく，事前にコングレス党以外の地域政党や各州に対して個別にＧＳＴ法案可

決への協力要請を行った他，コングレス党とも地道な協議を行って野党の合意をとりつけ，今回

の可決にこぎつけた。 

ＧＳＴは，従来，国税及び地方税レベルで存在していた物品・サービス税取引に課される様々

な種類の間接税（下記※１）を，ＧＳＴ（下記※２）に一元化，簡素化するものである。今後，

ＧＳＴが創設されることにより，税の累積が解消され，間接税制の簡素化により，企業による税

負担の軽減，インドでのビジネス環境の大幅な改善，産業の効率化を通じた成長率の高まりが期

待される。なお，酒類はＧＳＴの対象外として，石油関連製品や天然ガス等についてＧＳＴを課

税する時期については下記のＧＳＴ委員会によって今後決定される。 

しかしながら，可決から運用までの道のりは単純ではない。今後､大統領による法案認証の後

に､同法案に基づいて､法案成立後６０日以内にＧＳＴ委員会（※財務大臣が議長）が設置され､

同委員会で税率や除外品等について審議し､Central ＧＳＴ法案及びIntegrated GST法案を作成

し､全２９州のうち１５州以上の議会で本法案が可決される必要がある。中央政府は２０１７年

４月にＧＳＴを導入することを目指しているが､これら手続きを経なければならないことから､

ＧＳＴの運用開始までには時間を要すると見られている。 

※１・・・国税として､物品税､サービス税､中央売り上げ税､相殺関税､特別追加関税等､地方税

として､付加価値税､入境税､娯楽税､贅沢税等。 

※２・・・州内取引への国税及び地方税､及び州間取引への国税 
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4. イベント紹介 

Japan-India Events 

 
=◇ 最近のイベント ◇= 

◆インド工科大学インターンシッププログラム(PIITs)について 

 7月13日～15日、東京ビッグサイトで開催されたHR EXPO(人事労務･教育･採用 支援展)に出展中の

WEBSTAFFにインド工科大学インターンシッププログラム（PIITｓ）について聞きました。 

 

～インド工科大学（IIT）学生100名が来日～ 

世界最高峰の頭脳をインターンとして迎え入れませんか？ 

 

100人受け入れは来年の目標で、2016年は6人のIIT学生を日本企業がインターンとして受け入れました。

具体的に受け入れた企業の事例を紹介してもらいましたが、これをベースに、「来年は、卒業後の進路選

択を目的として、インド工科大学（IIT）3年生を日本

において2か月間、100人規模で就業体験してもらおう｣

という、意欲的な試みです。 

 IITは、現在はインド全国に16校あり、インドの経済

を牽引する優秀な人材を輩出する倍率130倍の超難関校

です。そもそもインド人は日本に向かずに欧米志向が

強い中で、特に優秀と言われるIIT学生が日本に関心を

示すだろうかと一抹の不安もなくはないが、今年トラ

イアルで日本に来た6人のIIT学生の日本でのインター

ンの経験は好評だそうで、事業を本格的に展開予定の

2017年5月～7月に向けて期待が大きく膨らんでいるそ

うです。受け入れを希望する方は相談してみたらいか

がでしょう。 

 仲介に当たっているWEBSTAFFの町田氏(写真左)とバンガロール在住のテジュさん(写真右)。 
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◆ラージクマール･ヒラニ監督が初来日 

7月28日インド大使館で、この秋日本でも公開予定のインド映画｢PK｣のジャパン･プレミアが開催され、

日本でも大ヒットした前作｢きっと、うまくいく｣のラージクマール･ヒラニ監督が初来日し舞台挨拶しま

した。｢PK｣はアーミル カーン主演映画で、前作｢きっと、うまくいく｣にも増して世界中で絶賛された作

品です。宗教と言う際どいテーマを扱っていますが、皮肉も笑いもあるSFコメディでありながら、内容

は反宗教的ではなく、むしろ真面目に宗教について考えさせられます。｢神は偉大だから神自身が自分を

守る。人間が神を守る必要はない。神のために戦う必要はなく、人は人としてお互いにもっとすべきこ

とがあるだろう｣と、熱心な宗教家が多いが、世俗

主義(セキュラーリズム)の重要性を尊ぶインドだ

からこそ、恋愛物語でもあり、家族間の物語でも

あり、政治的でもあり、宗教的でもある・・・と

盛りだくさんの話題に富んだ映画が可能なのだと

思います。レベルの高い娯楽映画で、日本でも話

題になりそうです。 

ヒラニ監督とのトークで、女優の檀れいさんと、

日本の若手映画監督を代表して｢Always 三丁目の

夕日｣の山崎貴監督が登壇し、両者ともにヒラニ

監督の手腕とこの作品｢PK｣とを称賛し、｢何度も

笑って何度も泣かされました｣とコメントされま

した。 

 

◆｢三菱アジア子ども絵日記フェスタ｣で、インドは最大規模の参加国 

｢2015～16三菱アジア子ども絵日記フェスタ｣のインドのグランプリ受賞者タマナ･スワインさん(応

募時の年齢 11歳･女性)が来日し、7月 27日横浜で開催されたグランプリ受賞者国際表彰式に出席しま

した。 

三菱広報委員会(グループ 40社で構成)と公益社団法人日本ユネスコ協会連盟が実施しているイベン

トで、表彰式後の 7月 27日～8月 1日に 24か国のグランプリ受賞者の絵日記展が“MARK IS みなとみ

らい”で開催されました。 

1990年から実施されているこのアジアこども絵日記フェスタも第 12期となり、今回はアジア 24か

国の 5万人以上の子供たち(8歳～12歳まで)

が参加･応募したそうです。インドでは 7,925

人の応募があり、国別で最大の参加者数だそ

うです。 

先ず各国の国内選考会で代表 8作品が選考

され、その後日本で開催された国際選考会に

おいて選ばれた各国のグランプリ受賞者が横

浜に参集したものです。今年は 22か国の代

表が参加、2か国が都合により不参加だった

そうです。各国のグランプリ受賞者は、この

表彰式に出席するとともに、日本の小学校生

徒との交流、モニュメントの共同制作等の活

<左から、檀れいさん、チノイ大使、ヒラニ監督、 

山崎監督 (写真提供; 日印協会会員 古賀義章氏)> 

＜招待された各国のグランプリ受賞者。 

前列右から 5人目がタマナさん＞ 
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動をし、最後は東京ディズニーランドに行くというご褒美がありました。 

 タマナさんの絵日記には、インド･オリッサ州の人々

の暮らし、地域の祭りや宗教行事、学校生活のことな

どが生き生きと描かれています。タマナさんは今回の

グランプリ受賞と訪日を心から喜んでいました。タマ

ナさんは将来医師になりたいとの希望をもっています

が、これを機会に美術･絵画のことも学んでいきたい

とのことでした。日本での参加国の子供たち同士の交

流、あるいは日本の子どもたちとの交流はよい思い出

となって、この時期の子供たちの今後の成長過程でプ

ラスの影響を与えることは間違いないと思います。 

 

 

◆日本に初めて来たインド人僧「菩提僊那」の記念行事 

インド政府は、2012年の日印国交樹立 60周年の記念催事として、東大寺盧舎那仏（大仏）の開眼式に立

ち会った「菩提僊那」の偉業を 1276年の時を経て継承し、その後毎年「菩提僊那」を広く知ってもらうため

に東大寺やインド大使館にて各種のイベントを開催

してきました。5年目となった今年も 8月 5日（金）

に東大寺大仏殿中門、6日（土）に菩提僊那のお墓

のある霊山寺で「北インド古典音楽＆フュージョン

奉納公演」が営まれました。特に今年は菩提僊那座

像とともに公演は広島県、東京（インド大使館）、

神奈川県、埼玉県を回りました。 

共 催：インド政府 ICCR、インド大使館、在大阪･

神戸インド総領事館、東大寺、NPO日印交流を盛り

上げる会、後 援：公益財団法人日印協会 

 

 

 

◆ネタジ・スバス・チャンドラ・ボース72回忌の法要 

8月 18日（木）に杉並区蓮光寺に於いてチャンド

ラ・ボース 72回忌の法要が執り行われました。この

夏の酷暑の続く中、また直前の豪雨にもかかわらず

日印双方の関係者80名を超える方々が参列しました。

法要後の懇親会では、ネタジ（偉大なリーダーの意）

の遺徳を称え、日印友好親善を更に深め広めていく

ことが謳われました。祭壇には、例年通り当協会森

喜朗会長名の生花が供えられました。合掌。 

 

 

 

 

<タマナさん(左)と一緒に来日したお父様(右)> 

＜在大阪・神戸インド総領事館 T・アームストロング・

チャンサン総領事がご挨拶＞  

 

（写真提供：NPO日印交流を盛り上げる会） 
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◆マザー・テレサの一生を題材にした演劇『サリーはとても白くて…』を鑑賞して 

著名な脚本家の高垣葵氏の作になる、マザー・テレサの一生をテーマにした演劇が、ひなた村劇団（町田

市）の主宰にて、8月 19日と 20日に立川市市民会館にて公演された。 

宗教をテーマにする非常に難しい演劇であったし、マザー・テレサの偉大な一生を僅か 2時間程度で表し

切れる筈がないが、我々日本人では計り知れないインド固有の問題が提起されていたと思う。 

ガンジス川の畔で、命を絶える場面があるが、マザー・テレサが“人

生の最後を幸せに！”と懸命の介護をするも、インド人にとっては来世

への期待（来世こそは幸せの人生を迎えると云う輪廻転生）を持って死

を迎えるという宗教観の違い、或いは、マザー・テレサが自分の事を顧

みずに（病気が伝染する）、如何なるインド人にも平等に治療を与えると

云う博愛の精神（人類愛）は、インド人には必ずしも受け入れられない

ことなどが劇中に巧みに表現されている。 

また、インド人には、『“インドは貧困の国”と云われるが、確かに貧

しく、“貧”は当てはまるが、どんなにか貧しくとも“困”の如く、生き

るに困ることはない』との自負がある。劇中で、『自分たちは“乞食”で

はない。路上生活者だ！』と度々叫ばれていたのは、とても印象的であ

った。（報告：日印協会常務理事 笹田勝義）      

 

 

◆関東大震災で被災したインド人の慰霊（横浜） 

横浜市山下公園の一角に丸いドーム状の屋根が目を引くエキゾチックな塔が建っています。これは「イン

ド水塔」と言われ、かつては山下公園を散策する人々のための水飲み場でした。 

1923年（大正 12年）9月 1日に起きた関東大震災では、神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県にわ

たり 11万人もの人命が失われたと言われています。震災当時横浜に在住し被災したインド人は百数十人、イ

ンド人の死者は 28人にも上ったそうです。江戸時代末期に横浜港が開港した数年後には、インド商人が移住

し貿易を始めました。その後明治から大正にか

けてインド貿易は大きく拡大し、横浜港にとっ

てインド貿易は重要な地位を占めていました。

震災被害から横浜の町が復興するのに伴い、横

浜市は被災したインド人にも救済の手を差し伸

べ、住む場所を失ったインド人のために、住宅

建設などの支援をしたそうです。 

  1939年（昭和14年）に在日インド人協会は、

横浜市民への感謝の気持ちとして、また震災で

亡くなった人々を慰霊する意味を込めてこのイ

ンド水塔を建立しましたが、今も横浜とインド

とを結ぶ友情のシンボルとなっています。 

毎年、9月 1日の震災が発生した午前 11時 58分に、横浜在住のインド人やインドと関わりのある市民が、

震災で犠牲になった人々のために慰霊祭を行っています。今年も炎天下の中を在日インド大使館アヴニッシ

ュ・シャルマ公使や横浜市幹部等の列席の下に、50人ほどの関係者が参列し黙祷を捧げ慰霊しました。 
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=◇ 今後のイベント ◇= 

◆第 24回 ナマステ･インディア 2016 

 

日本最大級のインド・フェスティバル、“ナマステ･

インディア”が今年も開催されます。例年通り、日印

協会も出展し、会場内特設テントにて協会主催に講演

会を行います。皆様のお越しをお待ち申し上げており

ます。 

日 時: 9月 24日(土) 10:00～20:00  

    9月25日(日) 10:00～19:30 

会 場: 東京都代々木公園 イベント広場 

    野外ステージ 

 （JR山手線 原宿駅 / 東京メトロ千代 

  田線 明治神宮前駅  徒歩8分） 

入 場: 無料 

共 催: ナマステ･インディア実行委員会 / NPO法   

人日印交流を盛り上げる会 / インド政府観光局 、 

特別協力: インド大使館 /  

インド文化交流評議会(ICCR)、 

後援：公益財団法人日印協会 

 

問合先: NPO法人日印交流を盛り上げる会  

 http://www.indofestival.com/index.html 

☎025-752-2396 

 

 

 

 

＜ナマステ・インディアにおける日印協会の講演会＞ 

9 月25 日(日)に2 回、エア インディア セミナー ハウスに於いて、講演会を開催致します。 

皆様、お誘い合わせの上奮ってご参加下さい。 

 

9月 25日(日) 

① 13:00～14:00 

演題：「インドを走れ! ムンバイからカッチ砂漠まで｣ 

～2度のムンバイ･マラソンと極限マラソン･カッチ 160km～ 

講師：古賀義章 《インド版アニメ｢巨人の星｣プロデューサー / 講談社クーリエ･ジャポン元編集長》 

 

② 14:30～15:30 

演題：「入試倍率 100倍超のインド工科大学（IIT）の学生たちは日本をどう見るか」 

 

講師：山田真美 《作家/博士(人文科学) / 公益財団法人日印協会理事 /  

インド工科大学(IIT)ハイデラバード校/教養学部客員准教授(2015/2016)》 
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◆インディアン･フィルム･フェスティバル･ジャパン 2016 (IFFJ2016) 

 

 まだ鑑賞の機会の少ないインド映画に日本語字幕を付けて上映し、映画を通じて日印両国の交流と友好

を深めていくものです。今年は第 5回目となります。 

オープニング・セレモニー＆映画上映: 2016年10月7日(金)17:30～21:30＠東京会場 

映画上映：10月8日（土）～21日（金） 

会 場: 東京会場 ヒューマントラストシネマ 渋谷 

         東京都渋谷区渋谷 1-23-16 ココチビ 7･8F 

    大阪会場 シネ･リーブル梅田 

         大阪府大阪市北区大淀中 1-1-88 梅田スカイビルタワーイースト３・４階 

主 催: インディアン･フィルム･フェスティバル･ジャパン実行委員会 

    東京都新宿区市谷薬王寺町 61 イヌイハイム市谷 404  

☎ 03-5946-8908    E-mail info@indianfilmfestivaljapan.com 

チケット: 各会場窓口 ナマステ･インディア IFFJブース、チケットぴあ 

当日 1,800円 / 前売り1,500円(1回券)･3,900円(3回券) 

※ 詳細は、公式HPをご参照下さい。  URL；  http://www.indianfilmfestivaljapan.com/ 

 

◆ディワリ･イン･ヨコハマ 2016 

 

インドの光のお祭り“Diwali”が、今年も横浜で開催されます。今年は、ラビンドラナート･タゴール訪

日100周年記念の年であり、イベントテーマを“インドを知ろう･インドに行こう”として、日印のさらな

る交流を図ります。 

日 時: 2016年 10月 15日(土)･16日(日) 10:00～19:00 

会 場: 横浜市 山下公園 お祭り広場 

神奈川県横浜市中区山下町 みなとみらい線日本大通り駅･元町中華街駅 徒歩 4 分 

入 場: 無料 

共 催: ディワリ･イン･ヨコハマ2016実行委員会 / 公益社団法人在日インド商工協会 / 横浜市国際局 

     URL http://diwaliyokohama.org  E-mail yokohamadiwali@gmail.com  ☎ 045-662-1905 

 

◆ディワリフェスタ西葛西 

 

 西葛西で恒例のディワリ･フェスタです。地元の方々との交流を大切にし、今年で 17回目になります。

皆様、お誘い合わせの上ご参加ください。 

  日 時: 2016年10月22日(土) 10:00～16:30 

  会 場: 東京都江戸川区西葛西 8-6 新田6号公園 

  主催･問合先: ディワリフェスタ西葛西実行委員会：東京都江戸川区西葛西 3-3-15ジャパンビジネス

サービス内 TEL 03-3688-6612  E-mail shanti@peace.ocn.ne

 

（注）ディワリ：インドのヒンドゥ教の新年。別名「光のフェスティバル」。10月末から 11月初め、イ

ンド暦の第 7番目の月の初日で、この日は新月と重なる。2016年のディワリは 10月 30日。ディワリ前やデ

ィワリ・フェスティバルの期間中はインドでは年間を通して最も商品が売れる時期。特に耐久消費財の需要

が伸張、自動車産業、家電産業、家具産業などでは一年で最も商売繁盛、多忙な時期である。 
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§『インドの労働･雇用･社会―日系進出企業の投資環境―』 

編集・発行：独立行政法人 労働政策研究・研修機構 

価格：本体 2,000円＋税 ISBN 978-4-538-51001-9 

 

インドに進出する日系企業の直面する「労働・雇用・社会」問題を総括的

に調査・研究することを目的に（独）労働政策研究・研修機構内に委員会が

設けられ、香川孝三・大阪女学院大学教授（主査）、木曽順子・フェリス女学

院大学教授、北沢謙・同機構調査員の委員 3名が研究成果をまとめたもので

ある。調査に当たっては、現地政府関係者、研究機関及び研究者、労働団体

関係者、企業の労務担当者の協力を得て 2014年 9月に実態調査をし、進出日

系企業に必要とされる最新の情報を解説している。労務・法務は現地で弁護

士等の専門家に相談する前に理解しておくべき内容が網羅されている。進出

する前に一読、また進出後も手元に置いて問題整理する上でも最適の書である。 

 

§『アジア動向年報 2016』 

編集: アジア経済研究所 

発行: アジア経済研究所 

価格: 6,300円+税 ISBN 978-4-258-01016-5  C0002 

 

 日本貿易振興機構(JETRO)アジア経済研究所が、アジアの 23の国･地域を

分析した年報の今年度版です。 

インドについては、近藤則夫･太田仁志両氏による執筆で“改革に手間取る

ナレンドラ･モディ政権”となっています。 

 

 

 

 

5．新刊書紹介 

Books Review 
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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 10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。 

 

<編集後記> 

今年の東京の夏は、インドから一時帰国した人に 5月のインドより暑いと言わせる猛暑が続きました。リ

オ・オリンピックが閉幕する頃の 8月下旬には同時期に 9号、10号、11号と 3つの台風が発生、日本列島に

接近しました。その中でも 10号は 19日に八丈島東の海上で発生し、普通の台風のルートを逆行するように

西進南下し、南西諸島まで達して Uターン、強度を増して東進北上し、最後は 30日に岩手県に上陸（東北地

方に観測史上初上陸）するという迷走ぶりで、各地に大きな被害をもたらしました。また、梅雨から夏の北

海道は例年と全く違う不順な天候に戸惑いました。インドの気候は、降る時は降りすぎるし、降らないと大

干ばつと言われてきましたが、日本の気候も変化が激しいようです。いつの間にか秋の気配が濃くなってい

ますが、この夏の暑い日の食欲増進や非常食にカレーは大活躍。インドに感謝。（宮原豊） 

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.7 (2016年9月9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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