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2017年度第1回日印協会会員交流会を開催しました。 

日時: 2017年9月6日（水）午後6時～8時 

場所: レストラン グランナ 新宿中村屋 

当日は、会員・非会員含め計 46名の方にご参加いただき、更にインド大使館からはムアンプイ・サイオイ一等書記官

をはじめ 3名の方々にご出席いただきました。 

 

最初に平林日印協会理事長から交流会開催の挨拶があり、ムアンプイ・サ

イオイ一等書記官からは「安倍首相のインド訪問を控え日印関係が増々深

化する中で、日印協会は大事な役割を担っている」とのお言葉を頂きました。

また、中村屋新宿本店「純印度カリー」90 周年記念を祝し、株式会社中村屋、

鈴木達也 代表取締役社長にもご出席頂き、「90 周年記念を迎えた感謝を

込めて、”カレーをありがとう”キャンペーンをインドで開催したが、大変有意

義であった。当社はインドの正統派カレーを自認している。食を通じた日印

交流に今後も貢献していきたい」とのスピーチを頂きました。 

今回、株式会社中村屋様から、90周年記念キャンペーンの収益の一部を協会へご寄附いただきました。交流会では

鈴木代表取締役社長より、平林理事長へ目録が授与されました。なお、中村屋様からは今交流会参加費への特別のご

配慮も賜りました。最後に、”中村屋のボース（ビハーリー・ボース）”の同志であったチャンドラ・ボースにゆかりのある、

根岸素行氏（個人会員）に乾杯のご発声「ジャイ ヒンド！（インド万歳）」をいただき、懇談に移りました。 

法人会員、個人会員に加え、非会員の方にも沢山ご出席いただき、様々な

種類の色とりどりのお食事をお楽しみいただきながら、新たな交流を楽しんで

いただきました。 

2017年度第 2回の会員交流会は、来年上旬に開催予定です。今回ご参加

頂いた皆様はもちろん、残念ながら参加できなかった方も、次回のご参加を心

よりお待ち申し上げます。 

 

今回、学生会員の岡田健治さん（大阪大学）に交流会についての感想も頂戴しましたので、以下でご紹介します。 

日印協会主催の交流会に参加して 

大阪大学 基礎工学部 化学応用科学科 3年 岡田健治 

 

9月 6日に開催された会員交流会に、今回初めて参加させていただきまし

た。インド独立70年、日印友好交流記念年でもあるこの年に、権威と歴史

のある日印協会の交流会で皆様とご交流し、このように「月刊インド」に寄

稿する機会をいただきましたことを光栄に思います。 

私は大学で化学工学(化学プラントを設計・運用するための諸学問)を専攻

しています。所属している学生団体、大阪大学国際問題研究会(SWADOM)

の企画で昨年9月に訪れたインドが初めての海外経験となりました。以来「多

様性の中の統一(Unity in Diversity)」と評されるインドへの思い入れは強くなりました。 

私が交流会に参加し実感したものは、インド理解の導入としての「食」の価値です。交流会でお話した皆様は

私の知らないインドの話を活き活きと語ってくださいました。私が学友とインドについて語り合う機会は殆どな

く、市民レベルでの相互理解は未だ進んでいないと言えるでしょう。実は、インドは染料や農薬、ポリマーなど

の有数の生産国です。人口増加と経済発展に伴い化学製品の国内需要の拡大が見込まれる以上、将来化学産業に

1.日印協会会員交流会 

Member’s Gathering 

 

＜鈴木取締役社長より理事長へ目録が授与された＞ 

＜交流会当日に平林理事長（左）と＞ 
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関わる私たち理工系学生が無関心で良い筈がありません。しかし、「食」には日本人の無関心を打ち破る力がある

ように感じます。日本に逃れてきた独立運動家ビハーリー・ボースの主導で新宿中村屋が「純印度式カリー」を

始めてから今年でなんと90年になるそうです。このような長きに亘るご尽力により、カレーは日本人に特に理

解され、受け入れられたインドの文化と言えるでしょう。 

交流会のように自由にインドを語ることができる場を広めることには意義があります。学友をインド料理店に

誘うことは良いきっかけになりそうです。食事をしながら、インドの偉人を語り、私の見たインド観あるいはイ

ンド人科学者について語るのも興味を引くかもしれません。学生の私が日印関係に貢献できる行動として一番に

思い浮かぶのは「身近な人とインドを語る」ことです。今後益々日印関係が発展していくよう、微力ながら発信

を続けて参りたいと存じます。 

日印友好交流プロジェクト実行委員長   木米貴久（スパイスアップ・インディア） 

 

＜「今年は日印友好交流記念の年だから何か大きいことをやろう！」＞ 

 今年は安倍首相とインドのモディ首相が定めた日印友好交流年であり、日印文化交流協定 60 周年の年でもあ

る。ある時、旧知の電通インディア COO の篠田氏より突然の連絡が入った。「今年は日印友好交流記念の年だ

から、ベンガルールでも何か大きなことをやろう！確か君の会社はアビスパ福岡のスポンサーをやっているね？

アビスパ福岡を招待して地元の強豪ベンガルールFC と試合をするのはどうだろうか？」あまりに唐突な話しだ

ったので、「一度、確認します」と新入社員みたいな返事をしたのを覚えている。そして、すぐに偶然日本にい

たアジアサッカー研究所の主宰であり、グループ内で一番サッカー関係者との繋がりが多いスパイスアップ・シ

ンガポール代表の四方にすぐに確認し、アビスパ福岡に興味を持ってもらえるように資料を作った。 

昨年 J リーグの 1 部リーグにいたアビスパ福岡は、今年降格し 2 部でプレーをしていた。J2 のスケジュール

はタイトで、とても海外遠征に行ける状況ではないことがわかった。しかし、なんとか下部組織でもインドに招

待できないかとアビスパ福岡と交渉を重ねた。結果、U-18（18 歳以下）世代ならなんとか日程調整して行けそ

うだという返事をいただいた。そうしてインドの IT都市として有名なベンガルールで、8月 5日にインドの強豪

クラブベンガルールFC U-18 対アビスパ福岡U-18 の親善試合の開催が決定した。この試合はAFC（アジアサ

ッカー連盟）から国際親善試合に認定され、さらに日本とインドの文化交流深化を目的とし、在ベンガルール日

本国総領事館からの後援をいただき、日印友好交流年記念事業として開催された。 

 

＜人気急上昇、インドのミレニアル世代はクリケットよりサッカー？＞ 

 インドで人気のスポーツといえばクリケットである。しかし、2014年のイ

ンドスーパーリーグ開幕以降、有名選手であるアレッサンドロ・デルピエロ

やロベルト・カルロス、マルコ・マテラッツィ、ディエゴ・フォルランなど

がインドでプレーし、世界中から注目を浴びた。今では、クリケットに迫る

勢いでサッカー人気が急上昇している。2016年にインドでのサッカー市場規

模はクリケットに次いで第二位となった。インドのシリコンバレーと呼ばれ

ているベンガルールには多くの若者が集まることから、サッカーがとても人

気である。 

2014年以前、1部しかなかったベンガルールアマチュアリーグは現在4部

まであり、1000人を超えるインド人選手が所属している。そんなサッカー人

気が急上昇している都市で活動するベンガルールFC は、近年インドリーグ

で 2回優勝している強豪チームだ。チームに所属する、インド代表のキャプ

テンでもあるスニル・チェトゥリが牽引し、2016年AFCカップでは2位と

2.日印文化友好交流 60周年記念 
ベンガルール FC U-18とアビスパ福岡 U-18の親善試合開催 

A Soccer Match for 2017 the Year of Japan-India Friendly Exchanges 

 

＜宣伝用ポスター＞ 
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いうインド史上初の結果を残している。スニルのように、チームに所属する選手はインド代表でも活躍し、2015

年 171 位だった FIFA ランキングを 2017 年 8 月発表されたFIFA ランキングでは 97 位まで上昇させた。ベン

ガルール FC は、選手育成機関であるアカデミーにも非常に力を注いでおり、インド全土から優秀な選手をスカ

ウトし、外国人指導者のもとで育成している。今回の親善試合は、アカデミーの生え抜きの選手たちが選出され

初めての国際試合に挑むことになった。 

 

＜サッカーはボール一つあればいつでもどこでもできる競技ではなかった＞ 

 出だしは順調だったが、スポンサー企業の募集が難航した。さらに、7月 1日からインドでGST（物品・サー

ビス税）が導入され、企業間のお金のやりとりが混乱した。しかし、ベンガルールに拠点がある企業を中心に、

なんとか開催できるまでの金額を集めることができた。ここまでは日本人の好意と人情のおかげで、至らない部

分もあったが乗り越えることができた。 

最大の難関は、ベンガルールFCとのやりとりだった。インドのサッカーリーグでは常勝、AFCカップでは準

優勝と、多くのインド代表選手を抱えるベンガルールFC は、予想通りの殿様対応であった。最初に訪問した時

には門前払い。日本のクラブチームが来るのだから、すぐに話が通りうまくいくだろうと予想していたのに反し、

日本というアドバンテージは全く通用しなかった。そこで、知人にベンガルールFC の熱狂的なサポーターを紹

介してもらったが、たまたま彼が交渉力を持っており、そこから話が進んだ。しかし、さすがインド。途中まで

は「お金の心配はするな。日印友好交流のためだから、なるべく安くできるように手配しよう」と言われていた

のだが、いざ話が進むと、とてつもなく多額のお金がかかることが判明した。とにかく何度もベンガルール FC

のオフィスに足を運び、予算内に収まるまで通い続けた。その結果、最後には折れてくれ、なんとか予算内で開

催できるようになった。 インド人との交渉には本当に苦労するが、想いをきちんと伝えることができれば理解し

てくれることがわかった。 

しかし、それだけでは終わらないのがインド。開催二週間前に、「日本とインドはAFC加盟国（アジア各国・

地域協会を統括する国際サッカー連盟傘下であるということ）だから試合をする時には AFC に申請をしなけれ

ばならない」とインドサッカー協会から通達され、急いで AFC に申請をした。しかし申請のためには日本サッ

カー協会からインドサッカー協会へ申請する必要があり、時差の関係上インドでその話が上がった時には日本は

すでに真夜中だった。時間の壁には抗えない。翌日すぐに申請をしてもらい、試合開催の許可が降りたのはなん

と＜親善試合一週間前のことだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜アビスパ福岡U-18初のインド遠征、日本の高校生年代がインドで得たもの＞ 

 8 月 3 日深夜、アビスパ福岡 U-18 はベンガルール空港に到着した。も

ちろん全員、初めてのインドだ。日本クラブユース選手権から一週間も経

たない日程での遠征となり、少し疲労感もある様子だった。8 月 4 日には

記者会見があり、両監督とキャプテンの初顔合わせとなった。午前中にチ

ーム練習を行い選手たちは軽く汗を流し、試合形式の練習では楽しんでい

る様子も伺えた。午後は在ベンガルール日本国総領事館に表敬訪問し、総

＜アビスパ福岡U-18選手団とベンガルール空港にて＞ ＜親善試合前日に行われた記者会見＞ 

＜在ベンガルール日本国総領事館にて＞ 
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領事から激励のお言葉を頂いた。市内観光もし、整備されていない道路を見たり牛が道路を歩いている風景を見

たりと、選手たちにとっては驚きの連続であった。 

 8 月 5 日の試合当日には現地在住日本人、ベンガルールFC のファン、日本に興味があるインド人など多くの

人が集まった。試合は前半アビスパ福岡 U-18 のペースで進むが決定機を活かせず、0 対 0 で終えた。ハーフタ

イム中ロッカールームでは監督から「こんなチャンス滅多にないから、もっとチャレンジをしろ！」と檄が飛ば

された。その言葉が選手たちに響いたのか、後半は積極的なプレーが増え、11番岸による 2ゴールで相手を引き

離した。しかし、ホームのベンガルールFC もこのまま負けるわけにもいかず、コーナーキックから意表をつい

たロングシュートで1点巻き返し、得点差を縮める。最後までベンガルールFCが攻め続けチャンスを作り出す

が、一歩及ばず、2対 1アビスパ福岡U-18の勝利で試合は幕を閉じた。 

 

 試合後、現地在住の 50 名

の日本人たちにより慰労会が

開催された。実際に海外で活

躍する大人たちから生の声を

聞くことができ、選手たちも

多くの刺激をもらったようだ。

今回の遠征で海外への意識が

大きく変わった選手が多くい

た。これまで「なんとなく将

来海外に行けたらいいな」と

思っていたが、今回実際に現

地の大人たちと話し、海外を

一層強く明確に意識するようになった選手もいた。監督も「日本では大人と接する機会が少なく、こういう機会

は海外だからこそ経験できる。選手たちが大人と触れ合うことができ、いい刺激をもらうことができた」と語っ

た。実際インドに滞在したのは 3日間だけだが、選手の成長を実感することができた。これから日本サッカー界

を変えていくのは、若い頃から培う海外経験なのではないだろうか。 

 

【日印友好交流年記念事業サッカー親善試合協力企業・ 

団体一覧】 

主催： バンガロール日本人会 - バンガロール日印友好プ

ロジェクト 

後援：在ベンガルール日本国総領事館 

協賛：TOYOTA KIRLOSKAR MOTOR PVT.LTD. / 

EPSON INDIA PVT. LTD. / IFFCO-TOKIO General 

Insurance Co.Ltd. / TOYOTA TSUSHO INDIA 

PVT.LTD. / YASKAWA India Private Limited / Dept. IT, 

BT and S&T Government of Karnataka / まつばや百貨

店株式会社 / バンガロール日本商工会

＜当日は約1000人の観客が集まった＞ ＜キッズエスコートでの入場シーン＞ ＜2得点を挙げた11番岸選手（左）＞ 

＜アビスパ福岡U-18とベンガルールFC U-18 集合写真＞ 

＜ベンガルールFCのスタッフと木米（真ん中）と 
電通インディア篠田COO（右から二番目）＞ 
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第 21期 日本インド学生会議 副実行委員長/財務局  大島 寿晃 

 

 私たち日本インド学生会議は、既存の立場に左右されない学生という自由な立場を活かした交流や議論を行い、

活発な意見交換や相互理解を目的として活動しています。21 年目を迎えた今年度は 8 月 2 日から 13 日の 12 日

間にわたり、インドのコルカタとチェンナイから11人のインド人学生を日本へ招いて学生会議を開催しました。 

 

＜インドから学生来日！＞ 

 日本開催ということで沢山の準備をしながら臨んだ学生会議初日。空港のロビーでインドメンバーを待ってい

る間、私の胸懐は緊張や不安が渦巻いていました。英語での会話はうまくいくだろうか。仲良くなれるだろうか。

日本を楽しんでもらえるだろうか。事前にインドについて学習した中で食事や宗教、考え方など日本との差異と

いうものを知ってはいましたが、実際に直面した時にどうなるのかという高揚感にも似たそわそわとした心地で

した。そしていよいよインドメンバーが乗る飛行機が空港に到着。緊張しながらも英語での自己紹介を交わした

後に、力強い握手。インドメンバーを見回すと、積極的な子もいれば恥ずかしがり屋な子もいました。けれども

こちらが笑顔で話せば、笑顔で返してくれる。出会う前は未知への恐怖のようなものがありましたが、こうして

目の前に立ってしまえばインドと日本も関係なく、同じ学生なのだと感じました。 

 それから雑談をしながらバスを使いホテルへと向かいました。そ

の会話の中で日本への興味の高さというものをとても感じました。

それはアニメや漫画についてだったり、歴史や食事についてだった

りと様々でしたが、日本について興味を持ってくれていることがと

ても嬉しく、すぐに盛り上がりました。ホテルに着いた後、昼食を

食べるためにうどん屋さんへ。日本で初めての食事ということでみ

なさん、とても興奮していました。そしてうどんが運ばれてくると、

食べ方や作法を尋ねられててんやわんや。やはりみんなが躓いたの

はお箸の使い方でした。その上うどんなので箸で持ち上げるのが難

しく、みなさん四苦八苦しながら食事をしていましたが、味自体は気に入ってもらえたらしく喜んでもらえまし

た。こうして早くもお箸の使い方という日本の文化を体験しながら学生会議は始まりました。初日は緊張もあっ

て疲れましたが、明日からの活動への期待というものが膨らんでいました。 

 会議の期間中は文化体験も兼ねた観光のために色々な所を訪れましたが、学生が一番喜んでいたのは浅草と秋

葉原でした。浅草では雷門や浅草寺などを見て回りましたが、日本の文化が色濃く見られる所ということもあり、

お賽銭や日本風の庭園といった文化に触れ、興奮している様子でした。中でも着物を着た人たちに興味津々。後

日、着物の着付け体験も行いましたが、浅草で着物を見たときから楽しみにしていてくれたらしく、とても喜ん

でくれました。それとともに、私たちにとっても日本の文化の良さというものを改めて感じる機会にもなりまし

た。 

 

＜文化交流＞ 

 秋葉原では、今や日本の代表的な文化となっているアニメや漫画

といった現代文化に触れました。政府がクールジャパン機構を立ち

上げるなどして、文化を発信していこうとしている中で、遠く離れ

たインドでもこうして日本のアニメや漫画といった文化を楽しんで

もらえているということはとても嬉しく、誇らしい気持ちにもなり

ました。また国境を越えて面白さを共有できる日本文化の底力を実

感する機会にもなりました。インドメンバーはそれぞれお気に入り

のアニメのグッズを探したり、漫画をみたりとショッピングを堪能

3.第 21期 日本インド学生会議 開催 

The 21st Japan India Student Conference 
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していました。 

 こうして街中を観光する中で興味深かったのが、インドのメンバーが自動販売機をとても気に入っていたとい

うところです。彼らは自動販売機を「ベンディングマシーン」と呼んでいましたが、見つけるたびに楽しそうに

飲み物を購入していました。なぜそんなに自動販売機が好きなのか尋ねてみると、インドには無いものなので珍

しく、冷たい様々な飲み物をすぐに飲めるので買うことが楽しいと言っていました。それとともにインドに自動

販売機が置かれていたら、すぐに壊されて中身を取られてしまうということも言っていて、衝撃を受けました。

他にも夜中に女性が一人で歩けるということ自体も信じられないと話していました。こうした他国の話を聞くと

日本のことを俯瞰的に見ることができ、日本の安全性や規律に従う国民性などを客観的に理解することができま

した。議論やプレゼンテーションをせずとも互いの文化の違いや特徴を知ることができるこの学生会議という機

会は改めて貴重な体験であることを再認識することができました。 

 もちろん観光だけではなく、インド大使館を訪問し、貴重なお話をしていただいたり、ホテルマネージメント

を行なっている企業への訪問を行い、インドのみならず世界規模でみた観光業界の重要性や変遷についてお話し

していただいたりしました。 

 

＜会議を終えて＞ 

 そして一番重要な会議では、それぞれが持ち寄ったテーマ

について英語でプレゼンをした後に、活発な議論を交わしま

した。プレゼンのテーマは文化から歴史、化学、心理学、産

業についてなど多岐にわたり、多角的かつバラエティーに富

んだものとなりました。そして議論の中で得た経験や知識を

今後の生活に活かし、日本とインドの関係性の更なる発展の

礎にしていくのが私たちの役目であると感じました。 

 

 第 21期 日本インド学生会議 開会式が開催されました 

今年で 21 年目を迎える日本インド学生会議。今年の開催国は日本でした。蒸し暑い夏真っ盛りの日本を、こ

れまた灼熱のインドより学生達がたくさんのワクワクドキドキを抱えて訪れました。今学生会議の開会式が 20

周年記念式典も兼ね、8 月 5 日（土）にオリンピックセンターに於て盛大に行われました。インド大使館、日印

関係者、そして学生会議のOBOG、も集まり開会を祝いました。インド側の学生も機械工学や英語学科と専攻は

様々で、幅の広い議論や考察を得る事のできる充実した学生会議に

なったのではないでしょうか。開会式では、関係者からのご挨拶の

後、各メンバーからの自己紹介がありました。インド側の学生には

アニメが大好きで、流暢な日本語で自己紹介を行った学生もおり、

大変驚かされました。さすが、現代の学生たちというだけあり、来

日前にWhat’sup（インド版のLine のようなもの）という SNS ア

プリケーションを使いコミュニケーションを取っていたとのことで、

良い雰囲気の中進みました。インドで4年程お仕事をされていた学

生会議の日本人OGの方がカタックのパフォーマンスをして下さいました。そして、コルカタの学生からはベン

ガル語の歌の発表があり、自信を持ち自由に歌う姿は学生らしい活力にあふれていました。 

日本インド学生会議は毎年開催され、3年に一度日本で開催されます。日印交流に貢献する今会議の参加者は、

学生会議開催後も互いの国にどのように関わっているのでしょうか。OBOG に向けたアンケートでは、50％の

参加者が学生会議の後に相手の国を訪れたことがあるそうです。また、インド側メンバーのなんと30％が現在日

本に滞在中で、日本で宅地建物取引士の免許をとり、不動産会社の運営に携わっている方もいらっしゃいました。

日本側のメンバーは 7％がインドに、23％が海外に滞在中だそうです。グローバルな人材を育てるという面でも

重要な役割を果す日本インド学生会議。今後益々のご発展をお祈りし、また、日印協会が支援することをお約束

します。 

  （開会式/本文、写真：日印協会 玉岡善美）

 

＜コルカタの学生のパフォーマンス＞ 
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9月 3日、ナレンドラ・モディ首相は、内閣の一部改造を行った。 

 

1．新閣僚としては、下記の5名が閣僚（閣内大臣、Cabinet 

Minister）ポストの所掌変更ないし閣外大臣から閣僚

への昇格を果たした。 

 ニルマラ・シタラマン国防大臣：商工担当閣外大臣（専

管）から昇格かつ所掌替え。 

 これまでは、ジャイットリー財務大臣が兼任していた。 

 ユーシュ・ゴヤル鉄道大臣：電力大臣から所掌替え、

石炭大臣も継続。 

 スレーシュ・プラブ商工大臣：鉄道大臣から所掌替え、

これまでのシタラマン氏は閣外大臣であり閣内大臣は空席であった。 

 ダルメンドラ・プラダン石油・天然ガス大臣兼技能開発・起業促進大臣：石油・天然ガス担当閣外大臣（専

管）からの昇格、かつ所掌追加。 

 ムクタル・アッバス・ナクビ少数者大臣：少数者担当閣外大臣（専管）からの昇格。 

 

2．新たに所掌を専管する（すなわち上に閣内大臣がいない）閣外大臣（Minister of State）として、3名が任命

された。 

 ラージ・クマール・シン電力担当兼新エネルギー・再生可能エネルギー担当閣外大臣 

 ハルディープ・シン・プリ住宅・都市問題担当閣外大臣 

 カンナンタナム観光兼電子・IT担当閣外大臣 

 

3．新たに閣内大臣の下で一部の所掌を担当する閣外大臣（Minister of State）として、下記の6名が任命された。 

 シヴ・プラタープ・シュクラ財務担当閣外大臣 

 アシュウィニ・クマール・チョベイ保険・家庭福祉担当閣外大臣 

 ヴィレンドラ・クマール女性・児童育成担当兼少数者担当閣外大臣 

 アナントクマール・ヘグデ技能開発・起業促進担当閣外大臣 

 ガジェンドラ・シン・シェカーワト農業・農民福祉担当閣外大臣 

 サッティア・パル・シン人的資源開発担当兼水資源・河川開発・ガンジス河再生担当閣外大臣 

 

以上の結果、閣僚（閣内大）は 28名、閣外大臣（専管）は11人、閣外大臣（閣内大臣の所 

掌の一部を担当）は37名となった。 

 

新閣僚の党派別内訳は、下記の通り。 

 

インド人民党（BJP）      66名（うち閣内大臣24人） 

テレグ・デサム          2名（うち閣内大臣1名） 

シヴ・セナ、LJP（人民の力党）、シロマニ・アカリ・ダル 各閣内大臣1名ずつ。 

そのほか、4政党から閣外大臣を任命。 

 

なお女性は、閣内大臣6名、閣外大臣3名である。 

 

 

4.モディ首相が内閣改造 

Prime Minister Modi Reshuffled the Cabinet 

 

＜写真：Tweeted by PIB_India＞ 
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「仏教の聖地サールナートで仏教壁画を描いた日本画家・野生司香雪」 

講師：溝渕茂樹氏―徳島文理大学（香川校）文化財学科非常勤講師（博物館学） 

 

8月 4日（金）の夕方、『野生司香雪―その生涯とインドの仏伝壁画

―』（「月刊インド」4 月号で紹介）の著者である溝渕茂樹氏を講師に

迎え、昭和の初め、仏教の途絶えたインドでの仏教復興を願いサール

ナートの地に新しく建てられた仏教寺院、初転法輪寺（ムラガンダー

クチ・ビハーラ）の堂内に、大画面で力強い仏伝壁画を描いた日本画

家・野生司香雪（のーす こうせつ）について講演いただきました。な

お、溝渕氏は画伯と同郷の香川県出身です。 

講演は概ね次のような内容で、ご用意いただいたパワーポイントや

配布資料による分かり易く大変興味深い講演でした。 

出席者は21名でした。 

 

【ダルマパーラ居士】 

 野生司香雪について語る前に、今から130余年前、長く仏教の途絶えたイン

ドでの仏教復興を志し、欧米や日本の有志に働きかけ尽力したスリランカ人、

ダルマパーラ居士について紹介。 

当初には日本人僧らも賛同協力し、釈尊悟りの聖地に建つブダガヤ大塔の取得

を共に目指すが失敗、その後コルカタでインド大菩薩会（マハボディ・ソサェ

ティー）を組織し、さらに釈尊が初めて説法した仏教成立の地、サールナート

に米国夫人らの寄付で初転法輪寺を建立。その後、英国人（妻は日本人という）

の寄付で堂内に日本人の手で釈尊一代記の壁画を描いてもらおうと考え、1931

年（昭和6）、コルカタの日本国総領事館に協力を要請した。この要請に外務省・

文部省の担当者が応え、人選が進められた。 

ダルマパーラはそれまでにインドでの仏教復興運動のため欧米を回り支援を

求めたが、明治時代の日本に4回訪問、日本側にも共鳴者が出て、ブダガヤ大

塔の中に仏教復興のシンボル、本尊として安置する阿弥陀如来坐像一体を託し

たことがあった。仏像安置は残念ながら妨害にあい目的を果たせず、今はコルカタのインド大菩薩会に安置され

ている。そんな縁もあり居士は壁画揮毫を、当時近代化を果した仏教国である日本を信頼し、またその芸術、仏

教美術を高く評価して依頼してきた。 

 

【野生司香雪が選ばれた背景】 

日本側の宗教関係者も参加した人選で、渡印歴も多い日本画家、桐谷洗鱗が選ばれた。

翌年秋に出発する予定だったが、直前の7月に持病が悪化し急逝。後任の人選は難航し途

中から日印協會が任され、本人の強い希望もあり、洗鱗の親友でもある 47 歳の香雪が選

ばれた。 

壁画制作についてインド側では詩聖タゴールらの文化人が「釈迦はインド人の伝記では

ないか。なぜインド人画家ではなく外国人が描くのか」と反対していたという。しかし、

香雪が面会をもとめて礼を尽くすと、仏教精神や日本もよく理解するタゴールは香雪の出

自からくる仏教への深い関心、造詣や信仰心、日本美術院との縁からか香雪を認めた。 

＜講演会の様子＞ 

＜インドに向かう船上にて
（右：香雪）＞ 

＜初転法輪寺 
（ムラガンダークテ・ビハーラ）＞ 

5.第 41回『様々なインド』 

JIA Seminar “Various India” 
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香雪は1885年（明治18）高松市生まれ。祖父は浄土真宗寺院の兄

弟弟子としての僧侶、父はその寺の役僧となり、香雪は長男であった。

出自からして仏教美術に関心の強い香雪は、日本美術院で開かれたタ

ゴールの講演を聞き、さらにインドに対する親近感を深め、翌年には

元逓信次官の前島密の支援を得てインド仏教美術研究のために渡印す

る幸運に恵まれた。時に香雪 32 歳、カルカッタ博物館、サールナー

ト等の仏跡を見学、さらに年末にはコルカタで国華社から依頼され、

アジャンタ壁画模写事業の準備中の荒井寛方（横山大観の要請でイン

ドの美術学校に派遣されていた）に出会い、その依頼で模写の手伝い

に参加するという幸運もあった。インド、仏教への関心が高く、仏教

関係講演会、関連講座に参加するなどし、また仏教美術の研鑽を続け

ていた。しかし結果的にそのことが画壇、社会的な立場もしがらみ軽く、後の奇縁によりインドでの大業達成に

つながった。 

 

【壁画制作とその苦難～インドにある壁画は世界に誇る日本画の在外文化財】 

 壁画の制作には、助手として河合志宏（洗鱗の弟子）が協力してくれた。契約した制作期間は半年程だったが、

雨季になると絵具が流れ、また高温で作業が不可能な状態になった。また描いた壁画が変色する事態も発生し、

その対策にも追われたが、使用する材料は、日本の誇りのためとしてすべて日本製を使用した。この壁画は「日

本画」の手法で、日本人画家によって描かれた日本画の独特なものであることも貴重であり、日本の在外文化財

と考える所以である 

当初は半年間で予算1万ルピー程の契約で渡航したのだが、乾期、冬の4か月間しか制作できない等のために

滞在期間は足かけ5年、1936年（昭和 11年）まで延びた。滞在費等が不足したために香雪は自分で経費を捻出

するために、壁画の描けない雨季の間に額絵を描き、スリランカやムンバイ、コルカタなどで個展を開き販売。

現地の日本人駐在員の協力や同情に頼って、同胞の協力に感謝しながら何とか成功させて作業を続けた。一方祖

国日本ではなかなか帰国しない香雪の境地を心配して、故郷の母校や淑徳の教え子、全国からの義援金、国際文

化協会の支援金が送られてきたという。 

その間、壁画制作が始まって間もなくダルマパーラが出家のために寺にやって来た。そして完成したばかりの

「降魔成道」を見て「素晴らしい」と発し、アジャンタより大きいと喜んだが、その2か月後に亡くなった。香

雪はその間に描く壁画の南北仏伝融合の意義を強く自覚、結果それは世界仏教の仏伝となった。 

 

【壁画の原状と保全活動の呼びかけ】 

 サールナートの初転法輪寺の壁画は、仏教徒のみなら

ず、日本とインドの双方にとっても、重要な国際文化交

流の記念碑、文化財である。これを今後大切にしない手

はない。インドは、仏教で国を建てた日本の文化、芸術

の母の国といっても過言ではない。そこへの絵を描くこ

とによる恩返しだと香雪は語っている。 

一般に制作から 80 年も経過すると、経年劣化（変色、

退色、落剝、漏水等）が始まり、この壁画も例外ではな

く、看過できない状態になっている。 

 壁画を所有・管理する初転法輪寺の住職らは、代々、訪れる香雪の精神、技術を引き継いでいるはずの日本人

に壁画の保全を問いかけ続けてきた。香雪の描いた「仏伝壁画」は、仏教四大聖地の一つにあって、今もインド

国内はもとより世界各地から訪れる人々に日本人の芸術「日本画」で釈尊の生涯を語り掛け、感動を与え続けて

いる。まず他に例のない、稀有な民間人により成し遂げられた戦前の国際文化交流を象徴する日本美術の記念碑

でもある。 

我が国の日本画の在外文化財として、またインド仏教聖地サールナートの歴史を、日本画を通して観光的、宗教

的価値に高めるモニュメント、日印の文化交流のシンボル、世界の人々と芸術文化の国際交流を進める上でも重

＜日本倶楽部でタゴールらと＞ 

＜実際の壁画（南の入り口方向を見た写真）＞ 
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要な美術品、日印にとっての文化遺産であることなど、保全活動を支援することは意義深いことと考える。 

今後、初転法輪寺との信頼関係を頼りに、仏教関係者、日印文化交流団体や心ある方々に広く呼びかけ、日本、

日本人の責務として、日本の文化財修復技術による「落剝止め」作業、今後の保全・修復のための運動を成功さ

せたいと考えている。

 

 

1．内政 

【連邦政府・連邦議会】 

7月18日 

 ヴェンカイア・ナイドゥ副大統領候補の大臣職辞任に伴い、イラニ情報・放送大臣（繊維大臣兼任）及びト

ーマル住宅・都市大臣（農村開発大臣、町村自治大臣、飲料水・衛生大臣兼任）が就任した。BJPはモンス

ーン国会後の内閣改造の可能性を示唆した。 

【大統領就任式】 

7月 20日 

 17日に投票が行われた大統領選挙の開票が行われ、BJP率いる与党国民民主連合（NDA）が擁立したラー

ム・ナート・コヴィンド候補がインド大統領に選出された。25日に就任式が行われた。 

【副大統領選挙】 

7月17日 

 シャーBJP総裁は、ナイドゥ情報・放送大臣（住宅・都市大臣）を副大統領選挙における与党候補とするこ

とを発表した。同日、ナイドゥ候補は大臣職を辞任した。 

  

8月 5日 

 第 15 回インド副大統領選挙の投開票が実施され、BJP 率いる与党国民民主連合（NDA）が擁立した M．

ヴェンカイア・ナイドゥ候補がインド副大統領に選出された。

メモ：インド大統領選挙の投票者 

 今回の大統領選挙は、総投票者数は4896人（上院議員：233人、下院議員：543人、州議会議員4120人）、

投票数の合計は109万 8903票。憲法第55条の規定に基づき、国会議員（上下両院議員）と州議会議員の持ち

票には差が設けられており、州議会議員については、州毎の議員 1 人当たりの有権者数の格差を是正するため

の補正がなされている。 

6.インドニュース(2017年 7-8月) 

News from India 
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8月 11日 

 ナイドゥ副大統領が就任宣誓を行った。 

【独立記念式典】 

8月14日 

 コヴィンド大統領が独立記念日に先立って演説を行い、独立75周年を迎える2022年までに性別や宗教など

による差別の無い新しいインドを創るために、国民と政府とが協力するよう望むと述べた。 

8月15日 

 モディ首相はレッドフォートで独立記念日のスピーチを行った。 

【最高裁判所長官就任】 

8月28日 

 ディーパク・ミシュラ最高裁判事が第45代最高裁判所長官に就任した。 

【地域政党・地域情勢】 

（ジャナタ・ダル統一派（JDU）／ビハール州） 

7月27日 

 ニティシュ・クマール・ビハール州首相（ジャナタ・ダル統一派（JDU）党首）がBJPの支持を得て新州政

権を発足させ、改めて州首相に就任した。同州副首相にはスシール・クマール・モディBJP幹部が就任した。 

7月28日 

 ビハール州議会特別議会においてクマール州首相に対する信任決議案が投票に付され、過半数の131票を獲

得して信任された。 

（ケララ州） 

8月2日 

 レーキー連邦下院議員は下院で、インド共産党ケララ州政権樹立後17か月間に、同州内で17人のBJP及び

RSS関係者が殺害されたとして、政敵殺害事件が頻発している問題を提起した。 

8月6日 

 ジェイトリ国防相が、先週殺害されたRSSメンバーの遺族を訪問した。同大臣は、州政府が事態を収拾し正

常化させるための政治的意思を示すべきだと述べた。ヴィジャヤン・ケララ州首相は全党会議を開催し、州

内の政争をハイライトすることが、ケララ州の発展に悪影響を与えていると、懸念を表明した。 

（ハリヤナ州／パンジャブ州） 

8月25日 

 新興宗教団体デラ・サッチャ・ソウダ教（DSS）の指導者グルミート・ラーム・ラヒーム・シン被告に対す

る有罪判決を契機として、その支持者等による暴動がインド北部の複数の地域で発生し、38名が死亡、200

名以上が負傷した。28日、同被告は懲役20年を宣告され、ハリヤナ州ロータクの刑務所に収監された。 

8月30日 

 カッタル・ハリヤナ州首相はニューデリーでシャーBJP総裁と面会した後の記者会見で、暴動の責任を取っ

て辞任することを否定した。 

 

 

 

 

メモ：独立記念日におけるモディ首相スピーチ 

 モディ首相は、冒頭、本年は、独立70周年のみならず、クイット・インディア運動（独立運動）開始の75周

年であり、チャンパラン・サティヤグラハ（独立運動）100周年であり、バール・ガンガーダール・ティラク・

フリーダム・ファイターにより創刊されたサルヴォジャニク・ガネーシャ・ウトサヴ紙創刊125周年記念である

という特別な年。クイット・インディア運動での標語は「バーラト・チョーロー」（インドを手放せ）であっ

たが、今日の標語は「バーラト・ジョーロー」（インドを一つに）である。我々は「新しいインド」を創ると

いう決意を持って国を前進させねばならないと述べ、安全保障、GST・経済、テロ、カシミール情勢、コミュ

ナリズム、北東部の開発、農民政策等について述べた。 
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2．経済 

【物品・サービス税（GST）】 

7月18日 

 GST委員会の第19回目の会合が開催され、同委員会は、タバコに対するGSTに関して、GST本税の税率は

28％で維持し、諸税(Cess)を引き上げることを決定した。 

8月5日 

 GST委員会の第20回会合が開催され、物品の移動を監視する電子貨物運送状(e-way bill)が原則的に承認さ

れた。また、企業が仕入税額控除(input tax credit)の便益を消費者に転嫁することを確保するため、すべて

の州及び中央の政府に不当利得防止委員会(anti-profiteering committee)を15日以内に設置することが承認

された。また、多くの物品及びサービスのＧＳＴ税率が修正され、繊維産業では刺繍や図案などの賃仕事へ

の税率18％は税率を5％に引き下げたほか、トラクターの部品を28％から18％に、政府との請負契約を18％

から12％に引き下げることも決定された。次回会合は9月9日にハイデラバードで開催され、その他の品目の

税率の修正について議論される予定。 

【インド行政委員会・副委員長の交代】 

8月1日 

 パナガリヤ行政委員会（NITI Aayog）副委員長が、米コロンビア大学の教授職に戻るためとして、辞表を

提出した。 

8月7日 

 パナガリヤNITI Aayog副委員長の後任として、政府がラジブ・クマール（Rajiv Kumar）氏（元FICCI事

務局長等）を指名した。 

【金融政策委員会の開催】 

8月2日 

 インド準備銀行（RBI）は、金融政策委員会（MPC）会合を開催し、政策金利を0．25％引下げ、6．0％と

することを決定した。また、同委員会を、金融政策に対する中立的（neutral）なスタンス、今年度上半期

のインフレ率を2．0～3．5％、下半期のインフレ率を3．5～4．5％とするインフレ見通し、2017年度のGVA

（粗付加価値）の7．3％の見通しを維持することとした。 

【鉄道省次官の交代】 

8月23日 

 A.K.ミタル(A.K.Mital)鉄道委員会委員長は、一身上の都合により辞職した。後任として、アシュワ二・ロ

ハ二(Ashwani Lohani)エア・インディア会長が、同日、後任に任命された。 

【2017年度第1四半期のGDP成長率】 

8月31日 

 インド政府統計・計画実施省（MOSPI）傘下の中央統計局（CSO）が2017年度第1四半期のGDP成長率を

発表。今四半期の実質GDP成長率は、GST導入直前の企業による在庫圧縮の動きなども影響し、市場の予

想に反して、約3年ぶりの低水準である5．7％（前年同期比）となった。 

 2017年度第1四半期の実質GDPは31．10兆ルピーで、2016年度第1四半期の29．42兆ルピーに比した実質

GDP成長率は5．7％。 

 産業別の実質GVA（粗付加価値）は、29．04兆ルピーで、2016年度第1四半期の27．51兆ルピーに比した

実質GVA成長率は5．6％。農林水産業は前年同期比2．3％（2016年度第4四半期は同5．2％）。鉱工業部

門では、鉱業が同▲0．7％（同6．4％）、製造業は同1．2％（同5．3％）、電気・ガス・水供給等は同7．

0％（同6．1％）、建設業は同2．0％（同▲3．7％）となった。サービス業部門では、貿易・ホテル・運輸・

交通等が同11．1％（同6．5％）となり、金融・不動産等は同6．4％（同2．2％）となった。公共行政・防

衛等は同9．5％（同17．0％）。 
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3．外交 

【印ネパール関係】 

7月2日－4日 

 マハラ・ネパール副首相兼外務大臣が訪印した。3日、同副首相兼外務大臣はスワラージ外相と会談し、進

行中の連結性及び開発プロジェクトを含む、相互利益に関する広範な二国間問題について議論した。 

8月10日－11日 

 スワラージ外相はネパールを訪問し、バンダリ大統領及びデウバ首相を表敬したほか、第15回BIMSTEC閣

僚級会合に参加した。 

8月18日 

 モディ首相はデウバ・ネパール首相と電話会談を行い、同国の洪水災害による死亡者に追悼の意を表したほ

か、あらゆる可能な救済援助を行う準備ができていることを表明した。 

8月23日－27日 

 モディ首相の招待により、デウバ・ネパール首相が訪印し、モディ首相との会談及び代表団レベル協議を行

った後、合意文書の署名及び印ネパール共同声明が発出された。また、訪印中デウバ首相は、コヴィンド大

統領及びナイドゥ副大統領を表敬したほか、スワラージ外相からの表敬を受けた。 

【印ASEAN関係】 

7月4日－5日 

 「印ASEAN関係：25年後への道（ASEAN-India Relations: Charting the Course for the Next 25 Years）」

をテーマとして、第9回印ASEANデリー対話が実施された。4日、スワラージ外相主催の閣僚会合が開催さ

れ、同外相は基調演説において、ASEAN諸国との繋がりはインドの「アクト・イースト政策」の核心であ

ると述べた。5日、共同開会式の後、ビジネス会合及びアカデミック会合が並行して開催された。 

【印ベトナム関係】 

7月3日－6日 

 ファム・ビン・ミン・ベトナム副首相兼外務大臣が訪印し、スワラージ外相によって代表団レベルの協議及

び同外相主催の昼食会が行われた。両国は、相互利益に関する広範な二国間問題等について議論した後、2017

－2020年において包括的戦略パートナーシップを遂行するための計画（the Plan of Action）が両大臣によ

って署名された。また、同ベトナム副首相兼外務大臣は、ジャイトリー財務兼国防相と会談したほか、ムカ

ジー大統領及びアンサリ副大統領それぞれを表敬した。 

【印イスラエル関係】 

7月4日－6日 

 モディ首相は、印首相として初めてイスラエルを訪問した。モディ首相は、ネタニヤフ首相と会談し、両国

は水、農業分野等の合意文書の署名及び印イスラエル共同声明を発出した。また、モディ首相は、リヴリン・

イスラエル大統領を表敬したほか、ヘルツォグ野党代表から表敬を受けた。 

【モディ首相のドイツ訪問】 

7月6日－8日 

 モディ首相は訪独し、ハンブルクで開催されたG20サミットに参加した。G20のサイドラインでは、BRICS5

ヵ国首脳による非公式会合が開催されたほか、日印首脳会談が行われた（日印関係参照）。 

 また、モディ首相は、トルドー・カナダ首相、文在寅・韓国大統領、ジェンティローニ・イタリア首相、ソ

ールベルグ・ノルウェー首相、マクリ・アルゼンチン大統領、メイ英国首相、フック・ベトナム首相、ペニ

ャ・ニエト・メキシコ大統領と会談を行った。 

【印フィンランド関係】 

7月10日 

 モディ首相は、シピラ・フィンランド首相と電話会談を行った。シピラ・フィンランド首相は、GSTの実施

についてモディ首相に祝辞を述べたほか、両首脳は二国間貿易及び投資関係を更に強化する方法について議

論した。 
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【印イラク関係】 

7月10日－15日 

 V．K．シン外務担当閣外相はイラクを訪問し、クルディスタン地域政府高官らと会談したほか、ジャアフ

ァリー・イラク外務大臣、アラク・イラク閣僚評議会議長（Secretary General of Council of Ministers of Iraq）、

ファイヤード・イラク国家安全保障担当顧問、ハイラッラー・イラク外務次官それぞれと会談した。今次イ

ラク訪問は、ISからのモースル解放を受け、ISの人質となっているとされている39名のインド人の捜索のた

めに行われた。 

7月16日 

 スワラージ外相は、3年前にイラクでISにより誘拐された39名の家族と会合し、シン外務担当閣外相によっ

て集められた情報をブリーフした。同外相は、39名のインド人はバドゥシュ（Badush）で収監されている

可能性があり、24日にジャアファリー・イラク外務大臣が訪印する際に最新の情報が得られるだろうと述べ

た。 

7月24日－26日 

 ジャアファリー・イラク外務大臣が訪印し、24日、スワラージ外相と会談した。両外務大臣は二国間、地域

間、国際情勢に関する相互利益の問題について議論したほか、スワラージ外相は、2014年6月にモースルで

誘拐された39名のインド人の捜索及び右に関してイラク政府からの助力の継続を再び要請した。また、同日、

ジャアファリー・イラク外務大臣は、プラダン石油・天然ガス大臣と会談したほか、アンサリ副大統領を表

敬した。 

【印シンガポール関係】 

7月22日 

 シャンムガラトナム・シンガポール副首相はモディ首相を表敬した。モディ首相は、投資、都市開発、民間

航空、技術開発等のセクターにおける親密な二国間協力を高く評価したほか、両リーダーはバンキング、デ

ジタル・ファイナンス、観光、イノベーションにおける二国間協力の可能性について議論した。 

【印トルクメニスタン関係】 

8月14日 

 ニューデリーにて、第6回印トルクメニスタン貿易・経済・科学技術協力に関する政府間委員会（IGC）が

開催され、スワラージ外相及び訪印中のメレドフ・トルクメニスタン副首相兼外相が共同議長を務めた。ま

た、訪印中のメレドフ副首相兼外相は、ナイドゥ副大統領を表敬したほか、ジャイトリー財務兼国防相、ガ

ドカリ道路交通・海運相、プラダン石油・天然ガス相と会談した。 

【印ウズベキスタン関係】 

8月20日－23日 

 カミーロフ・ウズベキスタン外務大臣率いるハイレベル代表団が訪印した。訪印中カミーロフ外務大臣は、

ナイドゥ副大統領を表敬したほか、スワラージ外相及びアクバル外務担当閣外相と会談した。 

 

4．日印関係 

【日印首脳会談】 

7月 7日 

 安倍総理は、G20出席のため訪問中のドイツ・ハンブルクにて、モディ・インド首相との間で会談（両首脳

間で9回目）を行った。 

 冒頭、モディ首相より、国際会議の機会のたびにお会いでき嬉しく思う、2014 年以来の日印の特別戦略的

グローバル・パートナーシップは大きく開花しており、安倍総理のインド訪問を心待ちにしていると述べた。

これに対し、安倍総理から、昨年日本でお会いして以来、再会できて嬉しい、日印の戦略的な対話は進んで

おり、本年のインド訪問を楽しみにしていると述べた。 

 安倍総理より、モディ首相と共に「日印新時代」を更に大きく飛躍させ、インド太平洋地域と世界の平和と

繁栄を主導していきたい、来るインド訪問においては、「自由で開かれたインド太平洋戦略」と「アクト・

イースト」政策の連携を具体的に示したい、と述べた。これに対し、モディ首相より、日印両国は民主主義

や法の支配の秩序作りの上で大きな役割を果たす、日印の連携を更に一層強化していきたいと述べた。 
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 安倍総理より、来週の日印米海上共同訓練マラバールは日印防衛協力、日印米協力の象徴であると述べ、モ

ディ首相からも日本との防衛協力、日印米三か国による具体的協力を更に進めていきたいと述べた。  

 安倍総理より、日印原子力協定の早期発効及び原子力協力の具体化への期待を表明し、モディ首相より日本

側取組への謝意が表明された。 

 両首相は、ムンバイ・アーメダバード間の高速鉄道についても、具体的成果を早期に示せるよう着実に進め

ていくことで一致した。 

 両首相は、地域の諸課題について、首脳間での率直な議論が重要であることで一致するとともに、北朝鮮を

めぐる問題等について更に情報交換を行い、国際社会による制裁が実効的なものとなるよう緊密に連携して

いくことを確認した。 

【高木経済産業副大臣によるインド訪問】 

7月 12日－14日 

 高木経済産業副大臣は、7月12日から14日の日程でインドを訪問し、ナイドゥ・アンドラ・プラデシュ（AP）

州首相との会談、及び昨年に引き続き日本からのミッション（21 社・10 機関総勢 72 名）を率いて出席し

た日AP州官民合同会議において、同州の新州都開発及び産業集積の形成促進について議論した。また、新

州都開発及び産業協力にかかる取組のさらなる具体化のために、経済産業省とAP州の間で、共同声明に署

名した。さらに、ガンワール・インド財務副大臣及びクマール・ビハール州首相との会談を行った。 

（AP州新州都開発及び産業協力にかかる共同声明に署名） 

 AP州新州都開発及び産業協力にかかる、これまでの日本とAP州の取組の進捗を確認するとともに、今後、

取組をさらに具体化することを目的に、経済産業省とAP州との間で、同州新州都開発及び産業協力にかか

る共同声明に署名した。 

（ナイドゥAP州首相との会談及び日AP州官民合同会議出席） 

 ナイドゥ州首相とは5回目の会談となり、新州都の開発及び産業協力に向けて、ひとつひとつの日本とAP

州の協力プロジェクトにについて丁寧な議論を行い、それぞれの加速について合意するとともに、信頼関係

をさらに強固なものとした。 

 AP 州新州都建設に対する日本の協力について、ナイドゥ・AP 州首相とのバイ会談、及び高木副大臣とナ

イドゥ州首相を議長に日本とAP州双方の官民の関係者約140名が参加した日AP州官民合同会議において、

現在の進捗を確認するとともに、今後の方向性について議論した。 

 また、AP州から要請がある、新州都における ICT整備計画の策定について、経産省が国内関係機関の協力

を得ながら、計画の具体化に必要な調査を実施することを表明した。同じく、AP 州から支援要請がある、

エレクトロニック・シティ・ゾーン、スポーツ・ゾーンの開発について、マスタープランの策定等日本の知

見を提供する用意がある旨表明した。 

 さらに、インド全土に 12 ある「日本工業団地」の一つである、AP 州南部のスリシティ地域における、投

資促進や人材育成について意見交換を行った。具体的には、同地域に進出する日本企業が抱える課題や要望

の共有、解決に向けた取組について議論した。 

 加えて、今年 9 月、AP 州において、日本の重電メーカーである明電舎とＮＢＫＲ科学技術大学との間で、

寄附講座の開始について合意されたことを双方で歓迎した。本取組みは、昨年の日印首脳会談の合意事項で

ある、インド進出日系企業を人材面で支援するとともに、“メイク・イン・インディア”、“スキル・インデ

ィア”に貢献する「寄附講座」の設置の第一号案件。 

（ガンワール・インド財務副大臣との会談） 

 ガンワール・インド財務副大臣とは、AP 州新州都開発、グジャラート州における投資環境整備、メトロや

都市鉄道等のインフラ整備、環境自動車普及の可能性にかかる協力について意見交換をしました。 

（クマール・ビハール州首相とのバイ会談） 

 クマール・ビハール州首相とは、仏教を通じた両国の絆の深さを再確認し、両国の人的交流や観光交流につ

いて意見交換をしました。さらに、ビハール州の産業発展にかかる協力の方策について議論をしました。 
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【日・インド包括的経済連携協定に基づき設置された合同委員会の第4回会合の開催】 

8月 4日 

 東京において、「日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定」（日インドCEPA）に基づき設置され

た合同委員会の第4回会合が開催された。 

 この会合では、日本側は山﨑外務審議官が、インド側は・テオティア商工省商務次官が共同議長を務めたほ

か、両国から関係省庁の関係者が出席した。 

 日・インド双方の出席者は、この会合において、発効後 6 年が経過する日インド CEPA の運用と実施につ

いて、意見交換を行った。また双方は、この会合に先立ち開催された原産地規則に関する小委員会、強制規

格、任意規格及び適合性評価手続並びに衛生植物検疫措置（TBT・SPS）に関する小委員会、サービスの貿

易に関する小員会、自然人の移動に関する小委員会、並びに、ビジネス環境の整備に関する小委員会での議

論を含め、日インドCEPAの主要な論点について議論した。 

 4 双方は、日インド CEPA に基づき、両国の経済関係を一層拡大させるよう引き続き緊密に協力していく

ことで一致した。 

【第2回日インド・サイバー協議の開催】 

8月 17日 

 日・インド両国はニューデリーにおいて第2回日インド・サイバー協議を行った。 

 日本側からは大鷹正人外務省総合外交政策局審議官兼サイバー政策担当大使をはじめ、内閣官房内閣サイバ

ーセキュリティセンター、内閣官房内閣情報調査室、警察庁、JPCERTコーディネーションセンター（JPCERT

／CC）から代表者が出席した。インド側からは、ヴェルマ外務省Eガバナンス・IT・サイバー外交担当局

長をはじめとする、内務省、国家安全保障会議事務局、中央捜査局、電気通信総局、国家重要情報インフラ

保護センター、国家捜査庁から代表者が出席した。 

 両国は、経済成長とイノベーションを可能にするため、自由で開かれ、安全、安定してアクセス可能なサイ

バー空間の実現に向けて取り組んでいくこと、特に、両国は、既存の国際法が一般的にサイバー空間にも適

用されることを再確認した。また、いずれの国も、企業または商業部門に競争上の優位性を与えることを意

図して、情報通信技術（ICT）により可能となる、営業上の秘密その他の企業秘密に係る情報を含む知的財

産の窃取を実行したり、支援したりすべきでないことを再確認した。あわせて、両国は、本件協議が既存の

及び将来の協力に向けた、強い基礎となることを再確認した。 

 今回の協議では、国内におけるサイバー政策、サイバー空間に対する脅威とその軽減、二国間の協力の枠組

み、国際場裡における様々なフォーラム及び本年8月に設立が合意された、サイバーセキュリティに関する

ARF会期間会合（ARF ISM on ICTs Security）をはじめとする地域的なフォーラムにおける協力の可能性

について、意見交換を行った。また、インド側代表は、本年 11月 23日から24日にかけてニューデリーに

おいて開催される第5回サイバーに関する国際会議（Global Conference on Cyber Space）について説明を

行った。両国は、本件協議を含め、今後様々なレベルで対話を深めることで一致した。 

1. 両国は、次回日インド・サイバー協議を2018年に東京で開催することで一致した。 

【河野外務大臣とスワラージ・インド外務大臣との電話会談】 

8月 22日 

 河野外務大臣は、スワラージ・インド外務大臣との間で電話会談を行った。 

 河野大臣から、スワラージ外務大臣からの大臣就任への祝辞に対して謝辞を述べるとともに、早期にお会い

して外相間戦略対話を行うほか、国連総会の機会にもお目にかかる機会を持ちたい旨述べた。また、国連安

保理改革においては、日・インドの連携を重視しており、来たる安倍総理大臣のインド訪問に向け、高速鉄

道等をはじめ、日・インドの両国の取組みを共に進展させていきたい旨述べた。 

1. スワラージ外務大臣から、河野大臣に対し、外務大臣就任に改めて謝辞を述べるとともに、外相間

戦略対話を含め、河野大臣とのあらゆる対話に前向きであり、国連総会の機会やデリーで早期にお会い

したい旨述べた。また、国連安保理改革について具体的推進の必要性に同意する旨、また、日・インド

両国はインド太平洋地域の安定に大きな役割を果たすことが可能であり、政治、経済等の様々な関係を

さらに強化していきたい旨述べた。さらに、日本がインドの様々な優先課題のために行ってきた経済協

力に対して改めて謝意を申し上げたい旨述べた。 
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＝◇ 最近のイベント ◇＝ 

 ビジネスアイディア・コンテストで日本の高校生がインド市場を目指す！ 

若者の社会適応力を育成する経済教育団体、ジュニア・アチーブメント国際本

部主催の次世代の起業家精神を育成す る International Trade 

Challenge2017（国際大会）の国内予選が、品川ファイナンス・パークで 7 月 17

日（月）に開催されました。International Trade Challenge とは、提示されるテ

ーマに沿って自分達で商品/サービスをプランニングし、ターゲット国で販売する

ための市場参入戦略を競う、グローバルなビジネスアイディアのコンテストです。

本戦である国際大会は、2007年に 3 ヶ国の参加国からスタートし、今年は 10 ヶ

国が参加予定です。参加資格は、英語でのコミュニケーション、ビジネスプラン作成に意欲のある日本在住の高校生で

あること。 

ことの発端は、ある高校の先生からの電話でした。「うちの学生がコンテストで、インドの市場に参入するためのビジネ

スプランを作成しており、インドの美容について情報を集めている！」とのこと。お話しを聞くと、コンテストのお題が「イ

ンドに向けた家庭用品の市場参入戦略」。インドについての資料を一通りあたった学生でしたが、インドに行ったことの

ない学生達は当協会に実地的な知識を求め、望みを託しました。彼らの考えだした製品は、虫よけと美容効果がつい

た日焼け止めクリーム。そこで実際にインド人がどのような金銭、美容感覚を持っているのかを知りたいとのこと。インド

滞在で得られるある程度の情報を提供した後、協力的な日本在住のインドの方にバトンタッチ。彼らにアンケートに答え

てもらいました。学生は、インド人の虫よけに関する認識と金銭感覚に愕然としながらも、プランを練り直しコンテストに臨

みました。 

プレゼンテーションは全て英語。書類審査の段階では全国から52チームの

応募があり、7チームを選定、7月17日に国内予選が行われました。今回電話

を頂いたのは、本郷学園中学高等学校の公民科の先生であり社会部の顧問で

もある松尾先生。コンテストに出場したのは、同部に所属する日笠くん（高校2

年生）、窪田くん（高校1年生）です。帰国子女を含む並み居る強豪を相手に、

今月の注目点：鉄道安全 

 インドでは現在、鉄道在来線における安全確保が急務となっている。 

8月 19日にインド北部ウッタルプラデシュ州ムザファルナガル付近において、列車の脱線事故が発生し、24 名

の死者が出た。同月23日にも、特急列車が線路内で立ち往生したトラックとの衝突により脱線して70人以上

が負傷。同日、インド鉄道委員会のミタル委員長（鉄道次官）が辞任を表明した。 

鉄道事故による惨事は昨年も起こっており、昨年11月にも、インド北部ウッタルプラデシュ州カンプール付近

において、線路の破断が原因とみられるインド国鉄の急行列車の脱線事故が発生し、約140名もの死者が出た。

12月にも同地域で脱線事故が発生。 

 昨年の大規模脱線事故を受けてインド政府より日本政府に対し鉄道安全に関する支援要請があり、本年2月、

田端国土交通審議官とミタル鉄道次官（当時）との間で、鉄道安全に関する協力覚書に署名。日本政府は、日

本が誇る高い鉄道技術を活かして協力を行っていくことを表明した。 

 本年 8 月には、インド鉄道省の要請を受けて、鉄道安全に関する JICA 調査団がインドに派遣された。国土

交通省、JICAその他鉄道関連団体から成る調査団は、インド鉄道関係者との協議や現場視察等を行った。今後

も調査団の派遣やその他協力が見込まれる。 

 現在、日本の全面支援によるインド高速鉄道計画が注目を浴びている。その高速鉄道技術を支える在来線の

安全確保の分野においても、日印は着実に協力を進めている。 

7.イベント紹介 

Japan-India Events 

＜プレゼン中の本郷学園の学生＞ 
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ビジネス経験豊富なフェデックスエクスプレス（特別協賛）の外国人ジャッジにもアピールしなければなりません。彼らは、

テスト期間中にも関わらず、こちらの想像をはるかに超えるリサーチ能力でインドについての情報を集めていました。さ

らに、帰国子女でないにも関わらず、卓越した語学能力を持ち合わせていることに驚きが隠せません。しかし今回は、イ

ンターネット通信環境が万全でない地域でも快適に使用できるタブレット端末や、製品に付属するペダルを踏んで発電

することで、電気が通っていない場所でも使用できる小型冷蔵庫など、地域性とインドが抱える問題解決を重視し、実用

性の高い製品アイディアを生み出したチームが国際大会へのキップを手にしました。 

本郷学園の生徒は残念ながら国際大会へは進むことはできませんでしたが、

日焼け止めクリームと美白効果のドッキングはインド人にも評価が高く、今後ビジ

ネスとして検討の余地はあるのではないでしょうか。海外への関心旺盛な日笠く

ん、高校1年生にも関わらず堂々たる英語でコンテストを乗り切った窪田くん、こ

のコンテストをきっかけにインドについての知識を得た彼ら。その英語能力を生

かし、いつかインドとのビジネスに彼らが臨む日がくるのではないかとの期待と予

感で胸が高鳴りました。 

（本文、写真：日印協会 玉岡善美） 

 

 

 ネタジ・スバス・チャンドラ・ボース 73回忌の法要 

8月 18日（金）に杉並区蓮光寺に於いてチャンドラ・ボース73回忌の法要が執り行われ

ました。不安定な天候が続く中、多くの日印双方の関係者が参列しました。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。 

 

 

 ジャンムー・カシミール伝統芸能公演が開催されました 

インド政府文化省の後押しで、インド・スワンザル財団舞踏団によるジャンムー・カシミール伝統芸能の公演

が 8月25日（金）にインド大使館で開催されました。 

ジャンムー・カシミール地方の伝統的な舞踏、音楽、歌劇は、よく目にするインド伝統の舞踏（オリッシー、

カタック、バラタナティヤム等）とは全く雰囲気を異にし、今までに見たことの無い芸能でした。同地方は、風

光明媚な土地であり、自然を崇める芸能が育まれたとのことで、特に歌劇（オペラ）のプログラムでは『豊かな

自然』を完璧に表現しており、自然を愛する雰囲気を醸し出し今まで経験し

たことのない大変に興味深い芸能であり、舞台に引き寄せられる演技でした。

今までに見てきた神を称えるインド舞踏の華麗さではなく自然と共に生きて

いく、「生き方」の違いを感じさせました。また、インド舞踊全般に見られる、

足につけた鈴を踏み鳴らすといった独特のパフォーマンスは見られませんで

した。 

言葉はカシミール語であり良くは判りませんが、舞台いっぱいに繰り広げ

られる演技と舞踏に満喫をすることができました。ジャンムー・カシミール

という土地柄か、踊りも音楽も何となくアラビア風の雰囲気で、出演者もイ

ンド人らしからぬ風貌。プログラム最後に、演者によりインド国旗が振られ

ると、参加していたインド人から拍手喝采の大興奮で幕を閉じました。 

この様な伝統芸能はジャンムー・カシミール地方で受け継がれており、観

光では滅多に訪れることが無いため、日頃なかなか見ることができないのが

甚だ残念な事と思いました。 

（本文：日印協会 常務理事 笹田勝義） 

 

＜日印協会の取材に答えてくれた 
日笠くん（右）、窪田くん（左）＞ 



 

21 

 

 インド人技能実習制度（TITP:Technical Intern Training Programe）セミナーが開催されました 

インドから技能開発起業促進省 次官、K.P.クリシュナン氏と、5つの認定送出し機関の代表が来日し、8月 28

日（月）インド大使館において上記セミナーが開催されました。セミナーでは、駐日インド大使スジャン・R・

チノイ閣下とJITCO（公益財団法人 国際研修協力機構）理事長 鈴木和宏氏がご挨拶、K.P.クリシュナン氏がイ

ンドにおける技能実習制度の今後についてお話しされました。その後、各認定送出し機関によるプレゼンテーシ

ョンがあり、現地と中継で日本語学習の様子が紹介されるなど、充実した準備機関の様子を見る事ができました。

また、スズキ自動車やトヨタ自動車、ヤマハ発動機など、インド進出日系企業がいかにしてインド人の技能向上

に成功したかを勉強する機会もありました。セミナーの後に参加者は食事を囲み、認定送出し機関と参加した日

本企業のマッチングも行われ、充実したセミナーになりました。 

日本にとって重要な国の一つであるインドからの外国人技能実習生が、制度施行当初から一貫して0人（2015

年時点）という事実は打開されるべき現状であり、今セミナーではその兆しが見えたといえるのではないでしょ

うか。 

以下がインド側の認定送出し機関名、所在地です。The Associated Chambers of Commerce and Industry of 

India(ASSOCHAM, ニューデリー)、 Confederation of Indian Industry(CII, ニューデリー)、Centurion 

University of Technology and Management(CUTM, ブバネーシュワル)、National Skill Development 

Corporation(NSDC, ニューデリー)、Team Lease Group(TEAM LEASE, バンガロール)。認定送出し機関に関

する情報提供を希望される方は、JITCOホームページから「認定送出し機関情報提供申込書」を使い請求するこ

とができます。 

JITCOホームページ： http://www.jitco.or.jp/ 

（本文：日印協会 玉岡善美） 

 

 新作歌舞伎 極付印度伝 マハーバーラタ戦記 制作発表 

8 月 30 日（水）、帝国ホテルの一室にて新作歌舞

伎の制作発表が行われました。制作発表には、多く

の記者が集まり、松竹株式会社 代表取締役副社長 

安孫子正氏、尾上菊五郎氏、尾上菊之助氏、演出家

の宮城聰氏、脚本家の青木豪氏が登壇し、10年振り

の新作歌舞伎制作への意気込みを語りました。 

マハーバーラタは、世界三大叙事詩の一つとされ、

『ラーマーヤナ』と双璧を成すインド二大叙事詩の

一つでもあります。その長さは聖書の約4倍にもな

り、今回上演される『マハーバーラタ戦記』は後半

部分に当たる、王位の後裔争いを描いた場面です。 

この新作歌舞伎の原点は、菊之助氏と宮城氏 演出

の現代演劇『マハーバーラタ ナラ王の物語』（2014

年上演）との出会にあります。アジア全体を思わせる壮大な舞台に感銘を受けた菊之助氏は、この世界観を歌舞

伎で表現したいと思い立ちます。中国が舞台の歌舞伎は数あれど、中国と並び歴史的にも重要な意味を持つイン

ドを舞台にした歌舞伎がない、国姓爺合戦のように長く演じられるものにしたいと、強い意気込みを語りました。 

今舞台の主役は、太陽神とパーンドゥ王の妻クンティとの間に生まれた悲劇の英雄、カルナ。マハーバーラタ

では中心人物として描かれていない彼がなぜ主役に選ばれたのでしょうか。「カルナは物語の主軸に入って立ち回

る存在であるのと同時に、全体を観察することのできる存在。マハーバーラタの全体像を観客と共に追える存在

であることから、カルナを主役として選んだ」と青木氏は語りました。伝統芸能である歌舞伎を現代劇の演出家

が演出することについて菊五郎氏は、「菊五郎劇団は新しいものに挑戦するのが伝統。ワクワクしながら芝居を作

りたい」と語り、菊之助氏は「常識を疑うのが現代劇。歌舞伎の常識を現場で問い直しながら取り組みたい」と

新たな表現への挑戦の志を述べました。演出で気を付けた点について宮城氏は、「奈良時代からインドの物が日本

に入ってきた。当時の人は、輸入された”モノ”を見てインド人を想像し、現代に継承した。その想像力が創作の

根底にある。そして、マハーバーラタの舞台である紀元前400年ごろのインドを背景として、うかつに「インド

＜舞台のスチール写真を囲んで 
左から脚本家 青木氏、演出家 宮城氏、菊之助氏、菊五郎氏＞ 
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風」なものを取り入れないよう心がけた」と話した。インドを

実際に訪れた菊之助氏は、「インド人は信仰心が深く、神さまと

の距離が近い。実際に肌で感じたこうした雰囲気をうまく表現

したい」と語った。最後に来場者への言葉として、菊五郎氏は

「歌舞伎の様式美とインドが上手く融合した、”歌舞伎だな”と

自然に思ってもらえるようなものにしたい」と語り、菊之助氏

は「『マハーバーラタ戦記』は有名な場面を抽出しており、忠臣

蔵を見るような、歌舞伎のエッセンスを凝縮したものを見ても

らえる」と話しました。宮城氏は「歌舞伎が持つ劇としての蓄

積と、今日の世界に対するメッセージとしての最先端の演劇を見て欲しい」と、舞台への意気込みをそれぞれ語

りました。                                                                （本文/写真：日印協会 玉岡善美） 

 

【新作歌舞伎 極付印度伝 マハーバーラタ戦記 上演、チケット詳細】 

上演期間：2017年 10月 1日（日）～25日（水）昼の部（午前 11時開演） 

＜チケット予約＞ 

9月 12日（火）10:00より販売開始 

電話予約：チケットホン松竹  ☎0570-000-489または 03-6745-0888（10:00～18:00） 

ウェブ予約：「チケット Web松竹」で検索 

『マハーバーラタ戦記』の特設公式ページ     http://www.kabuki-bito.jp/mahabharata/ 

 

＜クリシュナ神とアルジュナが戦車に乗っている場面を描いた細密画 

Wikimedia Commons: Krishna and Arjun on the chariot, Mahabharata, 18th-19th century, India＞ 
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＝◇ 今後のイベント ◇＝ 

 Holy Durga Puja 2017開催のご案内 

インド文化協会（IBCAJ）主催の日印親善イベント、第6回ドゥルガプジャが東京都

江東区文化センターで開催されます。ドゥルガプジャは、インドのベンガル地方最大の

お祭りで、すべての悪や災いを退治する聖なる力を持つ女神ドゥルガを祀るお祭りです。 

 

日 時：2017年 9月30日（土） 10:00～ 

場 所：東京都江東区東陽4-11-3江東区文化センター 

東京メトロ東西線東陽町1番出口より徒歩 5分 

文化センター ☎：03-3644-8111 

入 場：12歳以上2,000円、12歳までのお子様1,000円、4歳以下のお子様は無料 

（入場料には昼食代が含まれています。昼食は12:30～15:00の間です。） 

お問合せ：info@ibcaj.org   ホームページ：http://www.ibcaj.org 

 

 

 第 25回ナマステ・インディア 2017開催のご案内 

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の講演会を行います（講演会の詳細は、同封のチラシをご覧下さい）。皆

様のお越しを心よりお待ちしております！ 

 

日 時：9月 23日（土）10:00～20:00、9月24日（日）10:00～19:00 

会 場：東京都代々木公園 イベント広場 野外ステージ 

IR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 

ホームページ：http://www.indofestival.com/index.html 

 

 カタックダンス（北インド古典舞踊）、アムルート・マンタン♯10開催のお知らせ 

記念すべき10年目を迎えるアムルート・マンタン。 

カタックダンスが織りなす魅惑のステップを楽しみにお出かけ下さい！  

 

日 時：10月 11日（水） 開演 19:30（18:30開場） 

場 所：伝承ホール  

渋谷区文化総合センター大和田4F 東京都渋谷区桜丘町23-21 （☎：03-3464-3251） 

料 金：前売り 指定席SS 3,800円、S 3,300円、自由席A 2,800円 

＊SS席はチャイチケット付   ＊当日は各+200円 中学生以下入場無料（要予約） 

お問合せ：Kadamb Japan ☎：080-1330-5859、E-mail ：kathak@atsukathak.com 

ホームページ：www.atsukathak.com 

 

＊先着で、日印協会会員 2名様をアムルート・マンタン♯10へご招待致します＊ 

詳しくは協会事務局へ直接お問合せ下さいませ。（協会へのお問合せ詳細は 27頁をご覧下さい。） 

 

 

2016年のナマステ・インディアの様子 
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 インディア・メーラー2017開催のご案内 

関西最大級のインドフェスティバル、インディア・メーラーが今年も開催されます！ 

インドやその文化をより多くの日本人に知ってもらうことをコンセプトに、2010 年から開催され今年で 8 回目

になります。両国における伝統的舞踊のステージパフォーマンスを通じた文化交流やインド料理を提供する飲食

ブース、日本とインドの歴史交流を学べるブースの設置を通じ、お互いをより深く知るイベントです！ 

 

日 時：2017年 10月7日（土）～9日（祝月） 

場 所：神戸メリケンパーク 兵庫県神戸市中央波止場町2-2 

入 場：無料 

主 催：インディアメーラー実行委員会 

共 催：在大阪・神戸インド総領事館、在日本印度商業会議所 他 

 

 

 ディワリ・イン・ヨコハマ 2017 

インドの光のお祭り、 “Diwali” が今年も横浜で開催されます。今年は日印友好交流

年。テーマを「光の中で繋がるJapan&India」とした、インドを五感で体験できる様々

なイベントが盛りだくさんです。インドのお正月を体験しに行きましょう！ 

 

日 時：2017年 10月14日（土）15日（日） 10:00～19:00雨天決行 

会 場：横浜市 山下公園 おまつり会場 

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 

お問合せ：ディワリ・ヨコハマ 2017実行委員会Tel：045-263-8109  

メール：yokohamadiwali@gmail.com 

ホームページURL：http://diwaliyokohama.org/ 
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§『新版・インドを知る事典―Encyclopedia of India―』 

著者：山下博司・岡光信子（共著） 

発行：（株）東京堂出版 

定価：本体 2,900円＋税  ISBN978-4-490-10879-8 

 

2007年に発行された「インドを知る事典」の改訂版（2016年）である。新旧版

の間の 10 年は「古くて新しいインド」が独立後に最も大きく変化した時代ではな

いかと考えられるが、本事典は古いインドも最新のインドも解説しようという意欲

的なインド入門書である。一冊にまとめるにはインドは圧倒的に多様過ぎるのであ

るが、ビジネスマンにも旅行者にも役立つ基礎情報を、広範なテーマ毎によく整理

し、インド経験の長い著者2人が実際に撮った写真や具体的な経験に基づく解説文

を織り交ぜて分かり易く紹介している。一冊の事典にこれほど詳細にかつ分かり易くインドを紹介しようと工夫

した書物は稀である。「事典」と称するのにまさに相応しい。 

本書ではインドの政治・歴史・宗教から衣・食・住といったインド人の社会生活まで紹介されているが、「イン

ド人と『美』」として章立てして化粧・美容・装身具・ファッション等について解説した章も興味深い。新版では

急速に変貌するインド人の生活と暮らしを「新しいライフスタイルの出現」と別章にして解説している。その中

からキーワードを並べるだけで、最近のダイナミックなインドの変化に驚かされる。「食と酒」、「外食ブーム」、

「インドの日本食」、「インスタント食品」、「通販生活」、「TV ショッピング事情」、「結婚・離婚」等々である。

古くて新しい、多様性に富んだインドを知る上で有用である。 

（本文：日印協会 参与 宮原豊） 

 

 

§『南インド料理とミールス』 

著者：ナイル善己 

発行: 柴田書店 

定価: 本体 1,900円＋税   ISBN 978-4-388-06265-2 

 

ココナッツミルクをたっぷり使ったカレーやドーサ、インドのドーナッツのよ

うな形のスナック、ワダなど、南インドがたっぷり詰まった一冊です。 

 

＜もくじ＞ 

僕と南インド、南インド料理 

作り始める前に 

1. 南インド料理のキーワード 

2. 南インドのカレー 

3. おかずとおつまみ 

4. ピクルスとチャツネ 

5. デザートとドリンク 

スパイス図鑑 

さくいん―スパイスやインド食材、調理器具が買えるお店 

 

 

 

8.新刊書紹介 

Books Review 
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§『チャンパの花 第10号2016年 12月』 

編集：インド児童文学の会 

発行：鈴木千歳 

 

インドの様々な児童文学を翻訳、紹介するインド児童文学の会の会報です。1999

年創刊以来たゆむことのないその活動は、記念すべき第10号を迎えました。 

 

＜内容＞ 

伝承「チャンパ七兄弟」、エッセイ「老ラマ僧」 

伝承「インドから二つのおはなし」、伝承「アクバル大帝とビールバル 第六話」 

伝承「インドの聖河物語（三）ヤムナー川」、ノンフィクション「ジャングル物語 第三章」 

創作「クリスマスの鐘」、伝承「神々と悪魔、乳の海をかきまぜる」マハーバーラタより 

伝承「バター盗みのリーラー」、創作「褐色の手」、創作「青い傘」 

創作「カルナーデーヴィー（四）」、「『チャンパの花』10号によせて」 

詩「チャンパの花」 作：ラビーンドラナート・タゴール 

「ギタンジャリ」ノーベル文学賞受賞記念スピーチ 

伝承「王子ゴーフ」、エッセイ「インドと日本「月の兎」」 

報告「インドの昔話に導かれて―現代の子どもに昔話を「伝える」とは―」 

創作「帰郷」 

特集 インド児童文学の現在―社会へのまなざし― 

「友だち」、「マノーラマー・ジャファーさんに聞く」 

「インド児童文学の動向―二つの報告から―」 

『チャンパの花』のあゆみ（創刊から） その他 

 

 

§『インドの科学技術情勢―人材大国は離陸できるか―』 

編著：林幸秀、著：樋口壮人/西川裕治 

発行: 国立研究開発機構 科学技術振興機構 研究開発戦略センター 

定価: 本体 1,200円＋税   ISBN 978-4-86345-312-8 

 

＜もくじ＞ 

1. 国情 

2. 経済 

3. 社会的な課題 

4. 科学技術の概要 

5. 高等教育と大学 

6. 原子力開発と宇宙開発 

7. 科学技術のトピックス 

8. 日印間の科学技術協力 
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〈次回の『月刊インド』の発送日〉 

 次回発送は、2017年 10月20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> 

インドには様々なお祭りがあります。今年の 8月には、クリシュナ神の生誕祭であるクリシュナ・ジャンマスタミ、ガネー

シャ神を讃えるガネーシュ・チャトゥルティ、そして兄妹姉弟の絆を確かめるラクシャー・バンダンと目白押し。 

編集子が特に楽しみにしているのが、ラクシャー・バンダン。『[新盤]南アジアを知る事典』（1992）によると、ラ

クシャー・バンダンとは「毎年シュラーヴァナ月の満月の日に行われる。姉妹が兄弟の右手首に吉祥の印であるラー

キー（中略）と呼ばれる細い紐を結んで兄弟の安全を祈願し、兄弟はその返礼として金品を贈り姉妹を庇護する誓い

をする。」このお祭りには神話的背景もあるようですが、派手な山車やイベントがあるわけではなく、家庭でプージ

ャ（お祈り）をして、腕に紐を結びお菓子を食べさせたりと、とてもアットホームなものです。本当の兄妹姉弟でな

くてもこの契りを交わすことができ、職場や学校などでも行われます（右の写真は、アナンディベン・パテル現グ

ジャラート州知事がモディ首相にラーキーを結んでいるところ）。兄妹姉弟のための心温まるこのお祭りですが、

恋に恋い焦がれるインドの学生達にとっては、日本のバレンタインデーと似た苦々しさがあるようです。ラーキーを結ぶ

ということは、女性は結んだ相手の男性を「兄/弟」と認識しているということ。恋仲になりたいと願う女性にそんなもの

を結ばれた日には、失恋が確定したも同然。この日、相手の心が読めない男の子たちは女の子たちから逃げ回るのだそうです

（心当たりのあるインド人談）。日本でもこのラーキーはインターネットで購入できますので、イベントとして取り入れてみて

は如何でしょうか。       (玉岡 善美) 

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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9.掲示板 

Notice 

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           １口(8,000円)から ☆入会金 個人 2,000円 

学生           １口(4,000円)から 学生 1,000円 

一般法人会員   １口(100,000円)から 法人 5,000円 

特別法人会員   １口(150,000円)から          (一般法人、特別法人会員共に)  

 

 

＜インドで売られて
いるラーキー 
from wikipedia＞ 


