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ヴァジパイ元インド首相の訃報
The Condolence to the Late Atal Bihari Vajpayee,
Former Prime Minister of India
2018 年 8 月 16 日、インドのアタル・ビハリ・ヴァジパイ元首相がご逝去されましたの
で、謹んで皆様にご報告いたします。
日印協会 森喜朗会長が日本国首相であった 2000 年にインドを公式訪問し、当時の首相
を務められていたヴァジパイ氏と画期的な会談を実行され、今日ある強固な日印関係の構
築の基礎を築かれた偉大な政治家でありました。即日、森会長名よりインド大使館経由で
弔電を発出いたしました。電文内容は、下記の通りであります（英文および仮訳和文）
。
ここに、心よりの悲しみを込めて、ご冥福をお祈り申し上げます。

Cable of the condolence to the late Atal Bihari Vajpayee, former Prime Minister of India,
I have received with profound sadness the news of the demise of former Prime Minister Atal
Bihari Vajpayee ji, great leader of India.
I would like to express my most sincere condolence to the late Prime Minister’s family and to
share the grief and the sense of loss of the entire nation of India.
I recall my visit to India in August, 2000 as incumbent Prime Minister of Japan, for the first
time since 1990 when Prime Minister Toshiki Kaifu had made a visit to India. It was a great honor and
privilege to have signed with Prime Minister Vajpayee an epoque-making declaration on “Japan-India
Global Partnership for the 21st Century”, which remains one of the most important agreements to define the
new bilateral relationship between the two countries. This declaration constitutes an important basis
between the two countries and has developed to be “the Special, Strategic and Global Partnership of today.
With my highest respect and sense of sorrow, I pray for the repose of the former Prime Minister.
Yoshiro Mori,
Chairman, Japan-India Association,
Former Prime Minister of Japan
故アタル・ビハリ・ヴァジパイ元首相への弔電
私は、インドの偉大な指導者アタル・ビハリ・ヴァジパイ元首相がご逝去されたとの報を大きな悲しみをもっ
て受け止めました。
元首相のご遺族の皆様に深甚なる弔意を表しますとともに、インドの全国民の悲しみと喪失感を分かち合いた
いと思います。
私は、2000 年 8 月に行ったインド訪問、1990 年に当時の海部俊樹首相が行って以来 10 年ぶりの訪印を想起
いたします。この訪問の際、ヴァジパイ首相との間で画期的な「21 世紀のための日印グローバル・パートナーシ
ップ」宣言に署名いたしました。この宣言は日印両国間のもっとも重要な合意の一つとして日印関係の基盤とな
り、今日の「特別戦略的グローバル・パートナーシップ」の基礎をなすものであります。
私は、最高の敬意と悲しみのうちに故元首相の御冥福をお祈り申し上げます。
森喜朗 日印協会会長
元日本国首相
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1. 日印協会はアーメダバード印日友好協会と
覚書（MOU）を交わしました
Japan-India Association Ties
with Indio-Japan Friendship Association, Gujarat
去る 9 月 3 日、在東京インド大使館にて、日印協会の平林理事長はグジャラート州副首相一行とともに訪日し
ていたムケシュ・パテル印日友好協会（アーメダバード）理事長と、相互協力のための覚書（Memorandum of
Understanding, MOU）に署名しました。各種の交流協力事業の開催と相互援助を目的とした取り決めです。
平林理事長は 11 月下旬に訪印し、デリーで開催される予定の MOSAI（全インド元日本国費留学生 OB・OG
会）の創設 50 周年記念行事に出席し、日印の歴史に関して基調演説を行う予定ですが、足を延ばしアーメダバ
ードにおいて「超大国インドと前途洋々たる日印関係（仮題）
」について講演を計画しています。
なお、この種の協力 MOU は、かつて森喜朗会長・平林理事長がチェンナイを訪問した機会に印日商工会議所
（Indo-Japan Chamber of Commerce and Industry, IJCCI）と、また平林理事長が単独訪問した際にムンバイ
商業会議所（Mumbai Chamber of Commerce、MCC、この分野ではインド最古の団体）と締結しています。
IJCCI は、ほぼ毎年、訪日団を送ってくるなど日印協会とは緊密な関係にあります。他方、ムンバイについて
は強力な全インド商工会議所連合会（Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, FICCI）や
インド工業連盟
（Federation of Indian Industry）
が存在することもあり、
MCC との協力実績がありませんので、
これからの課題と考えます。

＜インド大使公邸での 4 者の記念撮影＞

＜インド大使執務室での署名式。署名する平林理事長と
パテル理事長、後は左がチノイ大使、右がパテル州副首相＞
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2. インド結婚式とビデオカメラ
Video Camera in Indian Wedding Market
パナソニック インド（株）システムソリューションディビジョン 住谷茂樹

法人会員

― 月刊インド編集部として今月は「結婚式」を取り上げます。そこでこの度、インドの富裕層の結婚式を盛り上げるツールの
提供の観点から、
極めてユニークなビジネスを展開している、
日印協会法人会員企業パナソニック様にご寄稿いただきました ―

インド市場における従来のパナソニック業務用ビデオカメラのビジネスは、記録媒体に半導体メモリーを使用
し、衝撃や振動に強く高い信頼性を有し、ネットワークを介して記録データの高速転送が可能な特長をもつ映像
取材用ビデオカメラを中心に、放送局、映像制作会社向けに販売を行っていました。商品ラインナップとしては
グローバルモデルをインド市場にも導入する形です。
その一方、市販商品である一般消費者向けビデオカメラのハイエンドモデルが、インドで、特にウェディング
フォトグラファーと呼ばれる職業の方々に受け入れられている動向を察知し、ウェディングフォトグラファーへ
のヒアリングやインドで行われる結婚式に実際に足を運ぶなど、インド独自の結婚文化を知る活動を行ってきま
した。その活動の中で、新たな業務用ビデオカメラビジネスの可能性を実感するとともに、プロ用ビデオカメラ
に求められる機能や要素と市販商品のコスト力を合わせ持つインド市場に向けた独自の業務用ビデオカメラの製
品開発の必要性を認識することとなりました。インド市場独自商品の開発に向けては、業務用と市販用商品の双
方の開発部隊が共同で商品開発を行い、2012 年に初めてインドのウェディングフォトグラファー市場を開拓する
製品の導入を行いました。
平均年齢が 27 歳と若いインドでは、人口構成からも半数に当たる約 6 億人が結婚予備軍となり、毎年、日本
の結婚式の数十倍に相当する、1000～2000 万組の結婚式が行われています。また、インドでは、生涯年収の 3
割を結婚式に使うと言われるほど、結婚式が人生最大のイベントの一つであります。インドにおける結婚式は、
多数の家族や親族が集まり三日三晩にわたり盛大に開催されるのが一般的で、1 組あたりが 200～1000 万円を費
やし、中には 1 億円以上を結婚式に費やす人も珍しくないほどです。その大イベントを記録に残すため、ウエデ
ィング フォトグラファーを職業とする人は推定で 40 万人にものぼり、インドには、世界に類を見ない規模の結
婚式を対象とした、業務用ビデオカメラ市場が存在することになります。また、宝飾品なども含めた結婚式関連
全体の市場規模は、現在、5 兆円規模ともいわれており、その規模は経済成長による所得増とともに、拡大を続
けています。
パナソニックは、この結婚式現場での聞き込みや市場調査を行い、
ウエディング フォトグラファーのニーズに基づいた業務用ビデオカメ
ラを開発、2012 年度に販売を開始しました。このカメラには大きく 3
つの特長があり、1 つめは、暗い屋外で夜遅くまで繰り広げられるイ
ベントをしっかりと映すための低照度・高感度へ対応したカメラであ
り、2 つめは、映像撮影を職業とするウェディングフォトグラファー
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にとってプロ向け機材であることが顧客である結婚式に参加する人々からも分かるプロルックなデザイン、3 つ
めは、新郎・新婦に近づき撮影するカメラマンにとって、多くの参加者も同時に撮影が可能な広角対応を実現す
ることで、ウェディングフォトグラファーの業務用ビデオカメラに対するニーズを形にしました。その後、各都
市にあるフォトグラファー協会へアプローチをかけ、ワークショップを開催するなど、ウェディングフォトグラ
ファーに特化した独自商品の機能を訴求し、60 の卸商、500 のフォトショップ、50 のサービス網を構築してき
ました。これにより、グローバルモデルを投入していた 2011 年当時と比べて、インドの業務用ビデオカメラ市
場における占有率を倍増させております。

＜インド結婚式市場向けに開発した業務用ビデオカメラの主な特長＞

インド独自の環境

業務用ビデオカメラの特長

屋外で夜遅い時間まで開催

低照度・高感度への対応

ウェディングフォトグラファーの存在

市販商品と差別化されたプロ向け大型サイズの製品

多くの親類や出席者が参加

多くの人が並んで撮影可能な広角対応

2016 年度からは、このインド結婚式市場にさらに入り込み、業務用ビデオカメラの製品をウェディングフォト
グラファーへ供給するだけでなく、よりパナソニックならではの強みを活かしたお役立ちの提供を考え、プロジ
ェクションマッピングなどを活用し結婚式を盛り上げる映像演出などのソリューション事業にも取り組みを広げ
ています。プロジェクションマッピングを使った映像演出は、当時のインドの結婚式では殆ど事例がなく、主に
1 億円規模で開催される大規模な結婚式をターゲットに、新たな結婚式の演出方法としてソリューション提案を
進めております。
さらに 2017 年度からは、映像演出のみならず、結婚式で活用する映像コンテンツや、撮影そのものも含めた
トータルでのサービス提供も開始しました。ウェディングプランナーから、結婚式の演出や記録双方の映像に関
わる仕事全体を請け負うことで、プロジェクションマッピングによる演出や使用する映像コンテンツにより結婚
式を盛り上げるだけでなく、映像演出を考慮に入れて撮影を行うなど、結婚式の記録をより綺麗に残すことに関
しても、トータルでサービス提供する強みを発揮しております。
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今年行われた結婚式では、プロジェクター4 台を用いたプロジェクションマッピングで会場のエントランスか
らステージまでを華やかに演出し、ドローンを用いた上方からの撮影の他、業務用ビデオカメラ、スチルカメラ
合わせて 6 台のカメラマンが会場中を撮影し、新郎新婦の入場から指輪の交換、親族との記念撮影など、様々な
アングルで、演出ともマッチする形で、映像記録を残しています。最近では、ミラーレス一眼などのデジタルカ
メラと、業務用ビデオカメラを複数台用いて、記録を残すケースも増えてきており、デジタルカメラとビデオカ
メラの両方のラインナップを揃えるパナソニックの優位性がさらに発揮でき、インド結婚式市場の映像ソリュー
ションビジネスにおけるビジネスの広がりが期待できます。

また、インド市場においても、4K テレビの家庭への普及が始まっており、より綺麗な映像で、結婚式を記録
したいというニーズが、今後高まっていく可能性があります。4K 映像時代の到来を見据え、4K 業務用ビデオカ
メラの可能性を広げるべく、現在、デリーに Panasonic4K プロカメラセンターを開設し、定期的にウェディン
グフォトグラファーを対象とした「4K セミナー」を実施しています。4K カメラを使用した際の撮影方法や編集
方法から 4K 映像素材の納品や取り扱いなど、ウェディングフォトグラファーが、4K の技術を使いこなし、より
高いレベルの結婚式映像をつくり、提供するための支援も行っています。ウェディングフォトグラファーが、映
像制作のプロとして、スキル向上を果たし、ビジネスを拡大しいくことに貢献することが目的であり、その後に
は、パナソニックブランドへのロイヤリティを獲得し、将来にわたりパナソニックの製品を愛用頂くことになる
と考えています。
今後も、インドの結婚式市場で、映像音響の総合演出全般を手がけられる唯一の企業として、インド人の人生
最大のイベントづくりに貢献し、パナソニックの存在感を高めていくことを目指してまいります。また、ウエデ
ィングのみならず、現地ならではの市場機会を捉え、パナソニックの強みを活かした新たなソリューションビジ
ネスへの挑戦をしていきたいと考えております。
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3. ラダックというインド ―無謀な結婚式の向こう側に―
Ladakh, another Home Country of India
―Beyond the Incredible Marriage Ceremony―
日印協会 主務 玉岡善美
月面旅行を夢想したことがあるだろうか。一面、荒涼としたごつごつした砂漠に、地球を仰ぎながら佇み、軽
い身体を静寂の時に晒す。さすがに地球を一望することは叶わないが、地球の重力に抱かれながらも月面旅行を
疑似体験できる場所がインドにある。それは、天空の人が住む地、ラダックである。今回は、そんなラダックで
結婚式を企てた、無謀な筆者の物語である。
＜ラダック概要＞
現在は行政区画の名称としては使用されていないが、ラダックは、インドのジャンム・カシミール州東部の地
方の呼称で、かつてはラダック王国という独立した仏教国があった地域である。ヒマラヤ山脈とカラコルム山脈
のインダス河源流域に位置し、
インドで最も高い高山地帯の一つであり、
中心都市
（旧王都）
レーの標高は約3500m
（富士山の最高地点の標高は約 3776m）ある。気候は冷涼乾燥で、1 年間の降水量は約 116mm（今年 6 月の東
京の降水量が 155.5mm）
。6 月から 9 月が夏で春と秋が極端に短く、8 カ月間は氷に閉ざされる。外国人の立ち
入りが解放される前までは、基本的に自給自足の農業が生活の糧であった。耕作可能な期間は年間を通して 4 カ
月しかなく、ラダックの中でも 1000ｍ程の標高差があるため農業サイクルは標高によって違う。遠隔に村が点々
と存在するが、その規模は山からの融雪水の量によって決まり、一面岩だらけの砂漠の峰々が落ちくぼんだ谷間
にだけ緑が生まれ、何世代にも渡り集落が維持されている。
ラダックの人々は、
北インドのモン族とギルギットのダルド族のふたつのアーリア系のグループと、
紀元前 500
年ごろチベットから来たモンゴル系遊牧民の 3 つの民族の血を引いていると考えられている。しかし、1531 年
以来イスラーム教徒の進出がありラダック王国も他宗教に寛容であったことから、仏教徒が大半を占めるラダッ
クでも、
西部を中心に人口の約 4 分の 3 をイスラーム教徒が占める地域が存在し、
過去には通婚もよく見られた。
文化的にはチベット文化圏に属し、チベット語の方言（といっても、外国語ほど違うようだが）にあたるラダッ
ク語が広く用いられている。本来、口語であるラダック語には文字が存在しなかったが、現在はチベット文字を
用いて書き表すことが可能になっている。ラダックはよくリトル・チベットと呼ばれ、文化大革命で破壊された
中国のチベット自治区より古い文化が残っていると言われている。チベット大乗仏教が主流で、現在でも人々は
仏教を深く信仰し、僧侶になりたいと望む子供を僧院（ゴンパ）に出家させる風習も残っている。僧院は地域で
支えられ、大切な信仰の中心となっている。ダライ・ラマはラダックの人々にとっても精神的指導者で、ともに
亡命してきたチベット人コミュニティーも大きな存在となっている。
現在、レー近郊には東洋人に似たラダック人の他に
彫りの深い顔を持つ労働者が非常に多い。彼らは、ウ
ッタル・プラデーシュ州やビハール州といった地域か
ら出稼ぎに来ており、ラダックのような辺境の地にも
開発の波が押し寄せていることが伺える。
インド独立後から、インド-パキスタン、インド-中
国はジャンム・カシミール地域を争い戦火を交えてき
た。1959 年に勃発した中印戦争では、ラダック・ザン
スカール地域でも激しい戦闘となった。中国と国境を
接している点からインドの軍事戦略的な最重要地域で
あることは、ラダックの重要なもう一つの顔である。
＜1999年にインド-パキスタン間で勃発したカルギル紛争の戦没者
のための慰霊碑、ドラス・メモリアル。この場所からはパキスタン
からインド兵士が守り抜いた峰々を一望することができる＞

ジャンム・カシミール州のその他の地域と違い、ラダ
ックの人々はインド軍に対し良い印象を持っており、
地域にも貢献している。カシミール問題のために長年
8

外国人の立ち入りが禁じられていたラダックは、1974 年に立ち入りが解放され、現在では観光が数少ない主要産
業の一つになっており、ラダック唯一の空港であるレー空港は拡張工事が予定されている。
＜ラダックのスカルマ・ジー＞
ラダックと筆者との出会いは、ラダックがロケ地の一つとなった大ヒットインド映画『きっと、うまくいく』
がインドで公開された 2 年ほど後であった（この映画の公開前まで、私含め多くのインド人はラダックの存在す
ら知らなかった）
。筆者が当時南インドで受けていた農村開発研修の引率をしていたのが、ラダック出身のスカル
マ・ジー（’ジー’とは、ヒンディー語で’～さん’）であった。スカルマ・ジーは、日本でジュレー・ラダックとい
う NPO を運営しており、日本からラダックの支援をしている。ラダックを知るにつれて強い憧れを抱くように
なる筆者だったが、まさか自分がかの土地で結婚式をするとは夢にも思っていなかった。
憧れつつもなかなかラダックへ行く機会を作れなかった筆者にきっかけを与えてくれたのが、ラダックに関心
のなかった夫であった。ある日、2 人でラダックにある孤児院のドキュメンタリーを見ていた時のこと。あまり
の自然の美しさ、人々の素晴らしさにまんまと心打たれた夫が「どうせ結婚式でお金を使うならこういう所で結
婚式をして、参加者には結婚祝いをもらう代わりに孤児院に寄附をしてもらうというのはどうだろう？」と言い
出した。あまりに夢のような提案に開いた口がふさがらなかったが、ふとスカルマ・ジーの顔が思い浮かんだ。
「できるかもしれない」
。即座にスカルマ・ジーに相談、日程が 2018 年 7 月 21 日に決まった。
＜初めてのラダック＞
7 月 18 日、インド、デリー空港からレー空港に到着。空港に発着できる飛行
機は 2 機のみ、荷物レーンを含めた待合所は日印協会の事務局約 10 個分程度
だが、インド軍の兵士が頻繁に出入りする重要な空港である。ラダックでの挨
拶は、手をおでこに当てて「ジュレー！」
。これは、挨拶とお礼にも使える優れ
ものである。日本で散々高山病の脅しを受けていた筆者は、荷物レーンから荷
物を持ち上げるのにもビクビク。迎えのドライバーを探しに、鼻歌交じりであ
ちこち動き回る夫に「今に病院送りになるぞ…」とつぶやく筆者。結局、病院
送りになったのは 2 日後の筆者の方だったのでした。
＜リングシット・ホステル＞
今回、結婚式場としてお借りしたのが、空港から車で

＜飛行機の中から見下ろすラダック＞

15 分ほどのリングシット・ホステル。6 歳から 20 代
の子供たちが住んでいる。このホステルは、レーから
60 ㎞程離れたリングシットという地域（その他の地域
の子供も受け入れている）の子供たちが学校に通える
ようにと、ジシェラという高位のお坊さんが建てた寮
である。学校は、ラダックの中でも限られた地域にし
かなく、学校に行きたくても通うことができない子供
たちが沢山居る。冬が明けると、父親が子供をホステ
ルにあずけに一緒に山を越えるが、雪解けが始まった
山を越えることには、大きな危険が伴う。子供を送っ
た帰り道で雪崩に遭
い父親たちが亡くな

＜子供たちが住むリングシット・ホステル＞

ったケースもある。

このような厳しい環境の中に生きている子供たちが、親と離れて生活をして
いるのがこのホステルだ。ジシェラは、いつも同じピンクのシャツに山吹色
のズボンを履き、綿のカバンを下げている。移動は必ず公共交通で、基本的
に徒歩である。正に仏教の精神を実践している方だった。今までこのホステ
＜ジシェラが私たちの訪問を
祝福してくれた＞
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ルを支えてきたのは、ジシェラがインド内外で行う講演などの報酬や地域の人々の寄附、インド政府の食料配給
だった。しかし、2016 年にインド政府がこの配給を廃止したために食費の捻出が必要になり、これがホステルの
運営を苦しめている。現在は、ラダックに駐留しているインド軍からの支援で持ちこたえているが、過去に 100
人の子供を収容していたホステルは現在、50 人の子供を養うのが精一杯の状況である。ジシェラの厳しくも慈愛
に満ちた目に涙があふれる様子は、今でも胸に焼き付いている。
このホステルに常駐している大人は、食事を作るお世話係のみである。驚
くべきことに、
このような状況の中で子供たちは自律した生活を送っている。
1 日のタイムテーブルは右のようになっているが、誰に指示されるでもなく
自習をし、お祈り時間には集まり大声でマントラを唱える。最年少の坊やは
自らお祈りで使うプリントを配り、終われば集めにまわる。皆食事の支度を
手伝い、掃除洗濯はすべて自分たちでこなし、ホステルは清潔に保たれてい
る。式の数日前から子供たちと一緒に食事をし、勉強会を通じて交流を図っ
たが、子供たちは質素な食事ながら精力に溢れ、好奇心旺盛で皆ヒンディー
語と英語を解し、コミュニケーションに困らないことに驚いた。彼らは、今
の恵まれた自分たちの環境が他の誰かのお陰であることをよく自覚し、若い
彼らから聞くジシェラへの素朴な感謝の言葉は忘れることができない。ラダ
ックの子供たちは、忍耐強く献身的だった。彼らの手助けがなければ、この

＜子供たちの1 日のタイムスケジュール＞

式の成功はなかった。
＜ブッダのお導き！？＞
事前にラダック入りしていたスカルマ・ジーから Facebook のメッセンジャーに連絡が入った。
「ホステルの子
供たちが、夏休みでみんな家に帰ってしまうかもしれない」
。日程を組んだ当初、考えもしなかった「夏休み」
。
学生を遠の昔に卒業した筆者には長らく縁のない言葉に、立ち眩みがした。誰もいないホステルで、外国人がぽ
つんと佇む侘しい光景が頭をよぎった…。結局、夏休みは式の次の日からで、滑り込みで子供たちと過ごすこと
ができたのだが、こんな、神のお導きのような出来事が式の当日にも起こった。
式の当日、会場を設置している時のこと。暴風が吹きすさび、天気も怪しくなってきた。雨が降り始め、テン
トすら張ることができない。新婦（筆者）は高山病と風邪で起き上がることができず完全にダウン状態。果たし
て式自体が怪しくなってきた…。こんな絶望的な状況に、高僧であるジシェラを呼んだ。
「ただの偶然だろう」と
思ってくれてかまわない（こうしたことを理論で説明したくないのが人の性…）
。しかし、ジシェラが天に向かい
マントラを唱え、しばらくした後風は止み、新婦の容態はサリーが着付けられるまでに回復。新婦はみんなの苦
労を全く知らずに式に望んだのだった。しかし、この式に至るまで全ての工程において、自分の家族の結婚式の
ように一緒に計画、手助けをしてくれたスカルマ・ジー、現地スタッフ、遠方はるばる参加してくれた友人、大
人顔負けの力を発揮しテントを張ってくれたホステルの子供たち。彼らが私たちにとって一番の奇跡だったこと
に間違いない。
＜高山ウエディング！？＞
7 月 21 日式当日。式は午後 3 時から、ヒンド
ゥー式とラダック（仏教）式の双方で執り行わ
れた。午後 3 時、見事なテントが張られた会場
に、ラダックの伝統音楽が鳴り響く。躍動感あ
ふれる太鼓と笛の音に合わせ、ラダックの伝統
舞踊団が勇者の舞を踊る。ラダックの踊りは、
ゆっくりとした動きで独特のステップを踏み、
踊り手が歌を歌うことが特徴である。
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＜ラダック伝統舞踊、春の訪れを祝う遊牧民の踊り＞

＜白馬に乗った新郎（真中）と馬の所有者（馬左）
、
その他新郎の関係者＞

＜ラダック人が筆者の父になった瞬間。新婦の左隣は新郎の実父、その左
隣がスカルマ・ジー。
「娘を泣かせたらただじゃおかないぞ！」と、お決
まりのセリフ。式で使用した花はラダックでは手に入らないため、デリー
から持ち込んだ＞

舞踊で会場が温まったところで、ノリノリのボリウッドミュージックが会場を揺らした。ヒンドゥー式の結婚
式は、
新郎が白馬に乗り新婦の家に迎えに行くところから始まり、
踊りあり涙ありの三日三晩の大騒ぎになるが、
今回は色々中略せざるを得ない。ということで、新郎が白馬に乗り新郎の関係者たちがボリウッドミュージック
で踊り狂う中登場した。この立派な白馬は、スカルマ・ジーの親戚が所有する馬で、たまたま雌だったありがた
いお馬さんである（ヒンドゥー式では新郎が乗る馬は白馬で、さらに雌である必要がある）
。新婦が屋内で待機す
る中、新婦の姉妹（いない場合は女性の親戚あるいは、女性の友人）が新郎を出迎え、祝福する。そして、新郎
一人で儀式開始。
「形式化した儀式ばかりで中身がない！」と誰かさんが怒り仏教が生まれた、と言うだけのこと
はある。受けている本人が意味のわからない儀式が延々と続く。しばらくして新婦が呼ばれ、ようやく新婦家族
の登場である。とはいうものの、新婦の実の家族は参加することができなかったため、筆者はラダックで家族を
増やすことになった。まず、私の兄役を務めてくれたのは、新郎の親友ゴウラヴ。父役を務めてくれたのはスカ
ルマ・ジーであった。憧れの地、ラダックが様々な縁を結んでくれた。
この儀式を取り仕切ってくれたパンディット（お坊さん）は、ラダッ
ク唯一のヒンドゥーのお坊さんで、一杯だった予約をぬってきてくれた
のだった。腕に紐を巻いたり、火の中に米やギー（牛の乳からとった油）
を投入したり、火の周りをぐるぐる歩いたりと、ヒンドゥーの儀式を理
解するにはそれなりの知識が必要だ。しかし、儀式の中で良いことは、
お坊さんが夫婦の倫理を説いてくれること。意外と妻の権利が強く守ら
れていることに驚いた筆者だった（新郎は筆者の耳を塞ごうと必死だっ
たが）
。普通インドの結婚式では、招待された人々が真剣に儀式を見るこ
とはなく、皆食事をしたりおしゃべりをしたりして帰ってしまう。しか

＜青い目のラダック唯一のパンディット＞

し、ラダックの人々はヒンドゥーの儀式を初めて見たようで、数時間に
及ぶ儀式を食い入るように見ていた。
日が沈む頃にようやくこの儀式が終わり、ラダックのお坊
さんが「お腹が空いた」と言うので、ラダック（仏教）式の
儀式は、お経をあげてもらうだけで終了した。このお坊さん
は、ボリウッドミュージックでノリノリになる、素直で素敵
なお坊さんだった。
ラダックの結婚式も、やはり三日三晩飲めや歌えの乱痴気
騒ぎになるようである。どの文化も、やはり結婚という家と
家を結び、コミュニティーを広げ団結を深める行事を大切に
しているようである。ラダックの結婚式でも新婦は泣くもの
だそうで、筆者は常時笑顔の変な新婦になってしまった。今
回の式にはホステルの子供たちだけでなく、近所の人、スカ
11

＜ラダック（仏教）式の仮式。
子供たちみんなでマントラを唱えてくれた＞

ルマ・ジーの親戚まで参加してくれ、思いもかけず盛大な式になった。ラダックの結婚式の衣装では、女性は頭
にトルコ石をあしらったペラックと呼ばれる帽子を被る。一つ一つの石がかなり大きく、これが 5～10 キロ程あ
り、かなり重い。この装飾品は代々石が継ぎ足され、女性に受け継がれていく。そしてこれが、女性が握る大き
な財産となる。古くからラダックの婚姻制度はとても柔軟（一夫一妻、一夫多妻、違う宗教間での通婚）だが、
伝統的には一妻多夫性が一般的で、女性の地位が比較的高いと言われている（現在は近代化の影響で、一夫一妻
制である）
。
＜無謀な結婚式の向こう側に＞
この旅で思わぬ収穫があったとすれば、インドという国が持つ多
様性への理解が深まったことだ。今回、約 15 名のインド出身者が
参加してくれた。彼らは、日本で活躍する学生や専門家だが、彼ら
は「インドを出る前、自分が住んでいる地域以外の場所を外国のよ
うに感じていた。ところがインドを出てみると、インドを一つの国
として見ることができるようになった。そして、今回インドの一地
域であり全く違う文化を持つラダックに実際に来て、インドという
国が持つ多様性を肌で感じ、一層愛おしく、それを誇りに思うよう
になった」と口々に語った。彼らは、ラダックの人々の根底に流れ
る相互扶助と和の精神に触れ、自分たちと全く違った顔立ちをし、
全く違う環境、文化、風習、宗教の中に生きる人々を愛し、ともに
生きる運命にある実感を得たようだった。一方、ラダックの人々に
とって今回出会った「インド人」は、彼らの「インド人」観を変え
たようだった。素晴らしい精神性を持ち、フレンドリーで、ラダッ
クの人々のおかれた状況に共感する感受性を持つインド人に出会い、
また、式を通じて彼らの文化に触れ、彼らもまた「素晴らしい同郷
の人々と友人になることができた」と喜んだ。
双方にとって心底名残惜しい別れとなったが、それぞれがそれぞ
れの方法でこの先もこのホステルを、この地を支え、再びこの地を
訪れる約束をし、それぞれの帰路についた。
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＜最後にホステルの子供たちからの素敵なプレゼント。新
郎・新婦のためにラダックの結婚式の衣装を用意してくれ
た。下の写真で巻いている白いスカーフは、参加者全員が
一人一人、祝福のために巻いてくれるもので、参加者が多
く山盛りになってしまった＞

4. 第 22 期日本インド学生会議の本会議を終えて
The 22nd Japan India Student Conference
日本インド学生会議 横山千夏 個人会員
私たち日本インド学生会議のメンバー11 名は、
8 月 6 日から 28 日の 23 日間、
コルカタ、
シャンティニケトン、
デリーの 3 都市で過ごし、29 日に無事帰国しました。私にとって初めてのインド滞在は、聞こえてくる言語や街
中の景色、人々の動きなど全てがとても新鮮で、また学ぶことも多い 23 日間でした。今回はインドで学んだこ
とや体験してきたこと、感じたことなどを訪問した 3 都市についてそれぞれお伝えできればと思います。稚拙な
文章ですが最後までお読み頂けたら幸いです。
＜コルカタ＞
23 日間の中で一番長く滞在（2 週間）した、コルカタの
学生との交流は本当に思い出深く、日本開催の年であった
昨年もこの活動に参加しましたが、その時来日した学生と
今年はインドで再会できた感動は忘れられません。また、
今年新たに出会った学生とのご縁も今後大切にしていきた
いと思っています。学生との交流で一番印象に残っている
のはホームステイです。参加学生の家庭に 1～3 人ずつ日

＜学校訪問＞

本の学生がお邪魔し、2 日間各家庭で過ごしました。私は
2 日間で 2 家庭にお世話になり、それぞれの家庭で 1 日しか滞在していないにも関わらず、家族の方々は温かく
迎え入れてくださいました。ホームステイ先では、サリーを着せてもらったりフーグリ川や有名な歴史的建造物
に連れて行ってもらったりなど、旅行で来ていたら見聞きできなかったことも多く体験できました。また、滞在
先のご家族の方々の温かさに触れたことも素晴らしい思い出です。たった一日の滞在にも関わらず、お別れの時
に「結婚式に呼んでね」や「次インドに来た時はまたうちに泊まって、ガヤへ行って、家でたくさん映画を見よ
う」などと言ってくださいました。またもう一方の家庭では、お別れの際にインド側学生の弟さんが泣きそうに
なっている様子を見て、私も「もう少しいたい」と思ってしまうほどでした。たった 2 日間という短い時間でも、
深い絆が生まれたように思います。また、コルカタの次に向かったシャンティニケトンへ行く際、コルカタの学
生が列車の中まで見送りに来てくれました。さらにはデリーへ向かう際も一度シャンティニケトンからコルカタ
に戻ったのですが、コルカタの駅に降りるとなんと駅に彼らがいて驚きと同時に嬉しかったのを今でも鮮明に覚
えています。コルカタの駅から空港まで一緒に来てくれた上に、空港に着くとさらに他の学生もたくさん見送り
に来てくれていて、お別れの時は寂しい気持ちでいっぱいで、お互いに何度も何度も手を振っていました。コル
カタでは他の 2 都市と比べて滞在日数が長かったこともあり、学生との関係が深まって人々の優しさに触れる機
会も多かったように思います。
＜分科会＞
また本会議の要である分科会では、インドの学生の
考えを生で聞くことができ、
貴重な体験となりました。
今年は SDGs（持続可能な開発目標）をテーマに掲げ
ており、13 あるテーマの中で 5 つのテーマに分かれて
ディスカッションしました。ターゲット 1 の「貧困を
なくそう」、ターゲット 4 の「質の高い教育をみんな

＜コルカタの学生たちと＞

に」
、
ターゲット 5 の
「ジェンダー平等を実現しよう」
、

ターゲット 11 の「住み続けられるまちづくりを」、ターゲット 13 の「気候変動に具体的な対策を」の 5 つです。
その中で私は教育のトピックを選択しました。現在私はゼミで小学校での外国語教育について学んでいるため、
英語を話す人口が多いインドでの教育に興味があり、日本の英語教育との比較もしてみたかったためこのテーマ
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を選択しました。英語教育において一番違いを感じたのは英語「で」学ぶか、英語「を」学ぶかの違いです。日
本では英語が受験科目の一つという認識が強いように感じます。だから英語を言語・コミュニケーションのツー
ルという認識が強くなく、「英語“を”勉強する」というスタイルになっています。日本人はあまり英語が得意
ではないと言われる理由の一つがこれに起因すると思われます。一方でインドでは母国語が英語ではありません
が、英語を第一言語として学ぶことが多いようで、英語で行われる授業もたくさんあると聞きました。まさに英
語「で」学んでいると言えます。インドは人口が多いため入試や就職の倍率がかなり高く、外国語ができないと
厳しいという背景もあります。教育における英語の立ち位置の違いを、実際にインドの学校へ訪問したり参加学
生から話を聞いたりすることで学べたのが分科会の収穫でした。
＜マザーハウスでのボランティア＞
さらに、こういった楽しかった・充実していたという思い出だけで
なく、マザーハウスでのボランティアもとても貴重な体験になり、自
分の糧となったように思います。私はシャンティダン、シュシュババ
ンでボランティアを体験させていただきました。シャンティダンは女
性のみの施設で、年代が比較的若い方々が暮らしている建物（girls）
と私たちよりも年代が上の方々がいらっしゃる建物（women）と二つ
に分かれています。そのどちらでもボランティア活動をしました。具
体的には、ひたすら洗濯物を洗い、絞って干すという作業です。洗濯

＜マザーハウスの施設の前＞

機や乾燥機を使うことなく全て手作業で行います。重い洗濯物を持っ
て階段を上がり、日が差すなか屋上で洗濯物を干していたため、汗だくになっていましたが、終わった後には達
成感があります。ボランティア活動を通して思ったことは、今当たり前のように日常生活を送れることに感謝し
なくてはならないということです。参加した 3 日間の最終日に、girls の中に亡くなった方がいるという知らせを
聞き、私が昨日会ったうちの誰かが旅立ったということに衝撃を受けました。昨日会った誰かと今日会えなくな
る、そんな世界なのだと胸が痛みました。当たり前のように「また明日」と言えたり、自分が食べたいと思った
ものを食べることができたり、着たいと思う服を着ることができるなど、当たり前のことが当たり前ではないか
もしれないと、普段は意識していないことに気付かされたのです。実際にボランティアを体験することで、綺麗
事ではなく心からそう思いました。また、ボランティアをする際に大事なのはボランティアを「させてもらう」
という考えだと思います。施設で働いている方々（シスターやマーシ―）にとって、要領を分かっていない私た
ちボランティアは足手まといになるのではないかと思う場面もありました。だからこそ自分にできることは何か
を自ら見つけてボランティアを「させてもらう」という考えが重要だと感じました。ボランティア活動をしたの
はたった 3 日間という短い時間でしたが、学ぶことが本当に多く、日頃の自分の行いや考えを見つめ直す良い機
会でした。
＜シャンティニケトン＞
コルカタの次に訪れたシャンティニケトンには 3 日
間滞在しました。シャンティニケトンは学生の街とい
うこともあり、道行く人々の多くは自分たちとあまり
変わらない年代の人が多いという印象でした。また、
賑やかなコルカタに比べると落ち着いた静かな街で、
学生が勉強に励むのに最適な環境だと思いました。私
たちは Visva-Bharati University を訪問し、3 日間大
学のゲストハウスに滞在していました。詩人タゴール

＜青空教室にて＞

がこの大学の前身となる学校をシャンティニケトンに

創設したことで学生の街として発展したそうです。この大学は日本と深いつながりがあります。なぜならタゴー
ルが日本とインドの最初の懸け橋となった人物だからです。タゴールは岡倉天心と深いつながりがあり、早いう
ちから何度も来日していました。そのため日本語学部が併設されており、日本語学部の校舎の前に立った途端、
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「和」を感じる日本らしい建物でした。また、大学の敷地内にあるタゴールが住んでいたことのある家やタゴー
ル博物館へ行き、タゴールについての理解を深めることができました。タゴールが住んでいた家は所々日本風の
造りが見られ、どこか懐かしい気持ちになりました。またタゴール博物館では、アジア人で初のノーベル文学賞
を受賞した偉大さを肌で感じることができました。数十の言語に翻訳されており、日本語に訳された当時の本が
横文字を右から左に読む表紙だったのが印象的でした。
さらに小学生が学んでいる青空教室にもお邪魔しました。
タゴールはイギリス式の教育方式を嫌い、自然に触れて学ぶ学習方法にこだわっていたそうです。もし雨が降っ
たら青空教室は休みになると聞きました。驚いたのは休みになった分の授業は行わず、次の週には予定通りその
日に行う授業をやるということです。つまり休みになった分の授業を次週に回すことなく、雨が続いてしまった
ら授業がどんどん先に進んでしまうということだそうです。それだけ自然に触れながら学習することの重要性を
タゴールは強調しているのだと思いました。シャンティニケトンはのんびりと時間が流れる気がするような、穏
やかなところでした。インドへ行く日本人に是非行くことをお勧めしたい場所です。
＜デリー＞
最後にはデリーへ向かいました。デリーに滞在したのも 3 日間
だったので、コルカタでの滞在が終わってからは本当にあっとい
う間の日々でした。デリーはコルカタ、シャンティニケトンとま
た雰囲気が異なり、
「都会だ」というのが第一印象でした。人も多
く、通りも喧騒としていて活気があり、見ていて飽きません。デ
リーに来ると観光客も多いようで、どこから来たのかと話しかけ
られることも多かったです。今までに行った海外旅行はどこへ行
っても必ず日本人に遭遇していましたが、インドにいる間を通し
て、日本人観光客を見かける機会が滅多になく、異国の地に来た
という実感が常にあり新鮮な気持ちでした。デリーに滞在してい

＜タージマハルの前で、集合写真＞

る間に活動した内容として、観光、インディアンフレンズとの交
流、そして NGO 訪問があります。
「インドと言えば」タージマハルですが、その日は来ている人々のほとんどが
インド人で、観光客が少数派だったことは驚きでした。また、日本語を勉強中でデリーに住んでいる学生と交流
したことも良い経験となりました。
異なる土地に住む学生と交流できるというのは観光ではできないことですし、
外から見た日本について同年代の学生の考えを直接聞けるというのも貴重な体験でした。日本語の勉強を始めた
理由は皆それぞれですが、共通しているのは日本に対するポジティブなイメージでした。私たちはこのポジティ
ブなイメージを崩さないようにしなければならないと思いました。
この本会議の活動は日本開催の年もあるので、
インドの学生の期待を超える活動にするという使命感のようなものも今回感じました。
私は昨年から日本インド学生会議に参加していますが、参加した最初の理由は特別インドが好きだからという
わけではなく、自分にとって未知の国であるインドが面白そうだと思ったからでした。実際にインドに 3 週間滞
在するという貴重な経験を経て、インドの学生との絆もでき、自分の意見を言っていくことの大切さや当たり前
のように思えることが実は当たり前じゃない時もあるということを学びました。この人生の財産となるような体
験を共にできた 10 人の仲間にも感謝しています。
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5. 出張レポート―Garvi Gurjari 2018―
グジャラート州手工芸品展示会
Visit to Garvi Gurjari 2018
日印協会 事務局長 西本達生
8 月 3 日から 5 日と土日を挟み、Gujarat State Handloom & Handcrafts Development Corporation Ltd.（グ
ジャラート州政府と民間の折半によるPublic-Private Partnership）
主催のGarvi Gurjari-2018に参加しました。
モディ首相のアクト・イースト政策を汲んで、主に ASEAN を中心
に約 20 か国の代表が招待され、エアチケットとホテル費用など先方
負担という提案でした。しかしその条件として、日本で同州の工芸の
普及に対し、最も影響力のある人物をお連れするということで、ナマ
ステ・インディア主催準備で超ご多忙のミティラー美術館館長 長谷川
時夫さんをお誘いすることにしました。そもそも提案がインド特有の
「ショートノーティス」で、当方もビザ取得が出発前日という慌ただ
しさでした。
会場は、昨年安倍総理が訪問したマハトマ・ガンディー所縁の地
Gandhinagar の中心にある、Mahatma Mandir 国際展示場で行われました。グジャ
ラート州の農家が農作業の合間に育んだ“わざ”が中心で、このまま埋没させておく
のは勿体ないと、ビジャイ・ルパニ新首相の肝いりで諸外国に紹介するなど振興活動
を展開しているものです。参加者が会場に入った途端、複数の地元メディアからイン
タビューを受け、長谷川時夫さんのインタビューの様子が地元紙にも掲載されたよう
です。会場では下の写真のような、様々なペーパークラフトの展示や制作風景を見る
ことができました。
会員各位でご興味のある方には、ご紹介または取り次ぐことも考えてみますので、
その際は事務局までお申し出ください。

＜長谷川時夫さん＞

＜左：絹織物を織る制作風景、中央：ペーパークラフト、右：タイル画＞

＜次回の『月刊インド』の発送日＞
次回発送は、2018 年 10 月 19 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。
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6. インドニュース(2018 年 7-8 月)
News from India
7 月のインドニュース
1. 内政
【連邦議会】
7月18日：モンスーン国会が開会した。下院において、複数の野党議員によりモディ政権に対する不信任案が提
出された。マハジャン議長は不信任案を20日に取り上げて議論し、投票に付すことを決定した。本不信任決議案
は、印国会において15年ぶり（2003年、バジパイ政権に対する不信任決議案にかかる投票が実施され、信任され
た。）、モディ政権に対する初の動議である。
7月20日：モディ内閣不信任案の討議及び投票が行われ、賛成126票、反対325票で否決された。
【マハーラーシュトラ州】
7月下旬よりマラーター団体Maratha Kranti Morcha（MKM）の呼びかけに応じた群衆が、16％の公務員職及
び教育における特定社会層留保枠（reservation）を求め、マハーラーシュトラ州各地において抗議活動を行った
が、7月24日、25日、30日及び8月9日の抗議活動では、暴徒化した一部の群衆が、不法侵入・放火・破壊・道路
封鎖等の犯罪行為を行い計180名以上が拘留された。
【アッサム州】
7月30日：バングラデシュからの不法移民と正式なインド国民を判別する国民登録簿（NRC：National Register
of Citizens）暫定版が公表された。州内3290万人の申請者のうち、400万人が国民登録から除外された。除外さ
れた申請者は再審査を申請でき、NRC最終版が確定するまでは国籍を問題とされない。同日の連邦上院は、NRC
に係る問題を提起する野党により紛糾し、休会となった。シン内相は下院において、センシティブな問題を政治
問題化すべきではないと述べた。
7月31日：シャー上院議員（BJP総裁）は、1985年にラジーブ・ガンディー元首相が署名したアッサム協定の一
部であるNRCを実行する勇気をコングレス党は持っていなかったと述べた。これを受け、同日及び翌8月1日の上
院は紛糾し、休会した。

2. 外交
【印ブータン関係】7 月 5 日－7 日
モディ首相からの招待を受け、トブゲー・ブータン首相がインドを公式訪問し、モディ首相と会談したほか、コ
ヴィンド大統領を表敬、スワラージ外相等からの表敬を受けた。
【印韓関係】7月8日－11日
文在寅韓国大統領はインドを公式訪問し、モディ首相と代表団協議を行ったほか、合意文書の署名及び印韓成果
文書が発出された。また、訪印中、文大統領は、モディ首相と共に印韓 CEO ラウンドテーブル・フォーラムに
出席したほか、コヴィンド大統領と会談、スワラージ外相からの表敬を受けた。
【印中関係】7月13日
第 2 回海洋対話が北京で開催され、インドからはシャルマ印外務省軍縮・安全保障局長率いる外交団が、中国か
らは呉江浩（Wu Jianghao）中国外交部アジア司長が外交団を率いて参加した。両国は、海洋安全保障、海洋協
力、ブルー・エコノミー及び実務的な協力関係強化等、様々な相互関心事項について意見交換を行った
【印パキスタン関係】7月30日
モディ首相は、イムラン・カーン PTI 党首に電話をし、総選挙で同党が第一党となったことを祝福した。
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8 月のインドニュース
1. 内政
【パジパイ元首相の死去】8 月 15 日
全インド医科大学（AIIMS）は、入院中のバジパイ元首相の容態が重篤であり、生命維持装置が使用されている
と発表した。モディ首相、複数の閣僚等が見舞いに訪れた。16 日、同元首相の死去が発表された。バジパイ元首
相の国葬は、17 日、ニューデリー市内国立記念場（Rashtriya Smirti Sthal)にて行われた。
【マハーラーシュトラ州】
8月10日：MKMは、部外者が彼らの抗議活動に便乗して暴動を起こしているとして、今後路上での抗議活動を行
わないと発表。
8月14日：警察当局は、一番被害の大きかったと言われる8月9日のオーランガバード県ワルジ工業地帯の暴動に
関与したとして、CCTVによる捜査で拘留された53名全員がMKMとの直接の関係がなかった旨、発表。
8月14日：別のマラーター団体Sambhaji Brigadeは、MH州首相によるマラーター留保枠付与に向けた具体的な
立法議会特別審議の日程を発表していない、約束したとおりに抗議者にかけられた訴状を取り下げていないとし
て、9月1日より抗議活動を再度実施する旨、発表。
【アッサム州】8月1日
リジジュ内務担当閣外相は、政府には偽の国民や不法移民ではなく真のインド国民の利益を守る責任があると述
べたほか、NRC が内戦を引き起こすとの発言をしたママータ・バナジー・ウエストベンガル（WB）州首相を強
く批判した。
【コングレス党】8月21日－25日
●ラーフル・ガンディー・コングレス党総裁は独・英を訪問し政府要人と面会した他、講演会を行った。25日、
同総裁は、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスにおける意見交換会及びラマダホテルで行われたインド・
ジャーナリスト協会における講演の中で、インドの司法、選挙管理委員会、インド準備銀行がモディ政権により
苦しめられている、モディ首相はインドが独立後2014年まで発展しなかったとしてインド国民を侮辱している、
と述べた。また、モディ政権によるドクラム対峙（注：ブータン領ドクラム地区への中国軍の侵入とインド軍に
よる対抗措置）における対応を批判した。
●厳重な警備の中1500人以上が参加したラマダホテルでのイベントに、カリスタン政治グループ（注：カリスタ
ン独立運動は、パンジャブ州のインドからの独立を主張するもの。）の4名が侵入し、「カリスタン万歳」と叫
び現地警察により退出させられた。4名は、メディアに対し、1984年に2800人のシク教徒が殺害された暴動にコ
ングレス党が関与していないとする同総裁の前日の発言に対し抗議運動を行ったと述べた。

2. 経済
【IT ハブ起工式】8 月 13 日
コルカタ市内北部の計画都市ニュータウンに位置するシリコンバレーにて東部インド最大（100 エーカー）の IT
ハブの起工式が行われた。壇上には、州政府（バナジー州首相、ミトラ商工相、バス IT 電子相・技能教育訓練
技能開発相、セン IT 電子首席次官等）
、及び同地に出資する主要企業が並び、産業界、州内にある IT 集積地進
出済の起業家、工科大学、IT 系の学生、領事団等約 500 人が参加した。
【グジャラート州経済】8 月 23 日
タイムズ・オブ・インディア紙は、グジャラート（GJ）州への今後 2 年間の投資が 1 兆印ルピーに上る見込みで
ある旨報じているところ、概要以下のとおり。
（1）GJ 州政府工業資源省の公式な記録によると、GJ 州では GJ 州産業ポリシーの下、35 件以上の大型投資
（big-ticket projects）の手続き承認・奨励金のための申請がなされており、今後 2 年間で 1 兆印ルピーの投資を
受け取る予定である。また、約束されている露 Rosneft 社からの 8450 億印ルピーと台湾 CPC Corporation から
の 4160 億印ルピーの 2 件の高額投資をこれに含めると、GJ 州への今後 2 年の投資総額は 2 兆印ルピーを超え
る模様。
（2）日本、中国、台湾、韓国や少数の欧州の会社による投資計画が計 2622 億印ルピー分あり、このうち、中国
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の会社からの投資が 1810 億印ルピーである。日本企業からは、スズキ・東芝・デンソーによるリチウム・イオ
ン製造電池工場の 115 億印ルピー、豊田通商の 120 億印ルピー及び三菱電機自動車機器の 30 億印ルピーの投資
計画がある。
（3）主に鉄鋼、自動車、科学、石油化学、セメント及び繊維分野での投資が進んでおり、外国企業は鉄鋼、自
動車付属品及び石油化学分野、インド企業は化学、石油化学、繊維分野への関心が高い。
（4）ルパニ GJ 州首相・工業資源省付マノージ・ダス（Manoj Das）首席秘書官は「高速鉄道、高速道路、ドレ
ラ特別投資地域、マンダル・ベチャラジ特別投資地域、デリー・ムンバイ産業大動脈（DMIC）
、デリー・ムンバ
イ貨物専用線建設計画（DFC）事業が実施され、大型投資を惹きつけていることから、2022 年までの大きな投
資増大を見込んでいる。
」と述べた。

3. 外交
【印中関係】8月21日－24日
魏鳳和（WEI Fenghe）中国国務委員兼国防部長（上将）が訪印し、モディ首相を表敬したほか、シタラマン国
防相と会談した。シタラマン印国防相と訪印中の魏鳳和・国務委員兼国防部長は、中印国境に関する現在の信頼
醸成措置（CBM）の完全なる履行に向けた取組及び二国間の軍事交流の強化に合意した。
【印モーリシャス関係】8 月 18 日－20 日
第11回世界ヒンディー語会議に出席するためにスワラージ外相はモーリシャスを訪問し、ジャグナット・モーリ
シャス首相を表敬したほか、同会議のサイドラインでドゥヴァル野党代表、ラングーラム元首相、ポール・ベレ
ンジェ元首相と会談した。また、スワラージ外相は、VKシン外務担当閣外相と共に、マハトマ・ガンディー研究
所（Mahatma Gandhi Institute）でガンディー像に献花を行った。
【印ベトナム関係】8月27日－28日
スワラージ外相が訪越し、フック越首相を表敬したほか、ファム・ビン・ミン副首相兼外務大臣とともに代表団
協議を実施、第16回共同委員会会議で共同議長を務め、それぞれプレスステートメントの発出、MOUの署名が
なされた。また、スワラージ外相は、第3回インド洋会議で演説を行ったほか、サイドラインでウィクラマシン
ハ・スリランカ首相を表敬、中根外務副大臣、カマル・バングラデシュ計画大臣と会談した。
【BIMSTEC】
8月29日：第16回BIMSTEC（下記注）閣僚級会合がカトマンズで実施され、VKシン外務担当閣外相が演説を行
った。
8月30日－31日：第4回BIMSTEC（注）首脳会合出席のためモディ首相はネパールを訪問し、同会合の本会議で
演説を行ったほか、BIMSTEC各国首脳と共にバンダリ・ネパール大統領を表敬した（詳細、今月の注目点参照）。
また、モディ首相は、同首脳会合のサイドラインで、オリ・ネパール首相と会談し印ネパール間でMOUが交換
されたほか、シリセーナ・スリランカ大統領、ハシナ・バングラデシュ首相、プラユット・タイ首相、ウィン・
ミン・ミャンマー大統領、ツェリン・ワンチュク・ブータン暫定政権主席顧問と会談した。
（注）BIMSTEC（The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation：ベンガル湾多分野技術経済協力
イニシアティブ）は、インド、ネパール、ブータン、バングラデシュ、スリランカ、ミャンマー、タイをメンバーとする地域経済協力枠組み。

4. 日印関係
8 月 27 日－28 日：中根副大臣は、ベトナムで開催されたインド財団等主催の「インド洋会議 2018」
（注）に出
席し、約 250 名の参加者を前に、
「自由で開かれたインド太平洋戦略」の意義・重要性を説明しつつ、同戦略の
下での日本の取組についてスピーチを行った。中根副大臣は、ベトナム滞在中、同会議に参加していたスワラー
ジ・インド外相を表敬した。
（注）インド洋会議 2018：8 月 27 日から同 28 日にかけて、インドの主要シンクタンクであるインド財団が、インド政府等の支援を受けて、ベ
トナム、シンガポール、バングラデシュの学術機関と協力してベトナム・ハノイにて開催した国際会議。今回が 3 回目（第 2 回は、スリランカ
で実施）
。この会議では、インド洋地域の主要な国や海洋パートナーと、
「Building Regional Architectures （地域構造の構築)」を全体テー
マとして、安全保障や開発に関係する様々な問題につき議論が行われた。
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今月の注目点：第 4 回 BIMSTEC 首脳会合 におけるモディ首相演説
8 月 30 日－31 日にかけてネパールにおいて開催された第 4 回 BIMSTEC 首脳会合にモディ首相は出席し、
30 日に演説を行ったところ、概要以下のとおり。
1. 今次首脳会合を主催したネパール政府及びオリ首相に心から感謝する。自分（モディ首相）は、本首脳会合
に初めて参加するが、2016 年にゴアで実施した BRICS 首脳会合の際、 BIMSTEC リトリート首脳会合を主催
する機会があった。そこで合意した行動計画に則り、我々はこれまで以下に述べる素晴らしい行動を実践してき
た。
－ 初の BIMSTEC 災害マネジメント年次訓練の立ち上げ
－ 国家安全保障機関の長（National Security Chiefs）による 2 度の会議の開催
－

BIMSTEC の貿易円滑化協定締結に向けた議論における進展

－

BIMSTEC のグリッド・インター・コネクション（送電線網連結）における議題の合意

2. 何世紀にもわたり、我々は民族、歴史、文化、言語、食を通じて繋がってきた。一方にはヒマラヤ山脈一帯
があり、もう一方にはベンガル湾が存在する。ベンガル湾はインド洋と太平洋の間に位置し、我々の発展、安全、
前進にとって特別な重要性を持っている。したがって、インドの「近隣第一政策」
、
「アクト・イースト」政策が
このベンガル湾において全盛を迎えているという事実は何ら不思議ではない。
3. 我々は皆発展途上国であり、平和、繁栄、幸福の実現が最大のプライオリティである。しかし、今日、相互
に影響し合う世界において、これらを一国で達成することは誰もできず、ともに協力し合う必要がある。その最
大の機会が連結性（Connectivity）
、すなわち、貿易、経済、移動、デジタル、人の移動の連結性である。将来
的に、 BIMSTEC 内における沿岸輸送と自動車に関する合意に向けた会議を実施することも可能であるし、イ
ンドは BIMSTEC 内の投資家間の連結性促進のためのスタートアップ会議（BIMSTEC Start Up Conclave）
の開催の準備ができている。
4. デジタルの連結性について、
既にインドはスリランカ、
バングラデシュ、
ブータン、
ネパールにおけるNational
Knowledge Network の強化にコミットしており、今後は、さらにミャンマーとタイも加えて、これを拡大した
いと考えている。自分（モディ首相）は、すべての BIMSTEC 加盟国が今年ニューデリーで開催予定の印モバ
イル会議（India Mobile Congress）に参加してくれることを期待している。
5. 我々を繋ぐ特別な存在は仏教と瞑想である。インドは、2020 年に国際仏教徒会議（International Buddhist
Conclave）を開催する。そこに私はすべての BIMSTEC 加盟国を主賓として招待する予定である。若者同士の
繋がりを促進するため、インドは BIMSTEC ユース・サミット、BIMSTEC バンド・フェスティバル、さらに、
BIMSTEC ユース・ウォーター・スポーツの開催を考えている。BIMSTEC 加盟国の若者のため、ナーランダ
大学における 30 の奨学金及び GIPMER 協会における先進医療研究に関する 12 の奨学金が与えられる。さら
に、同大学には、ベンガル湾の芸術、文化、海洋法等に関する研究のためのベンガル湾研究センターが設置され
る予定である。ここで、我々は互いの言語の繋がりについても研究することができる。
6. ヒマラヤ山脈とベンガル湾によって繋がる BIMSTEC 加盟国は、洪水、竜巻、地震等、頻繁に自然災害に
直面している。そのため、災害救援対策として互いに連携して人道支援にあたることが非常に重要である。地理
的に、同地域は世界的な海洋貿易航路と繋がっており、ブルー・エコノミーもまた、我々の経済にとって特別な
重要性を占めている。将来のデジタル時代では、サイバー・エコノミーの重要性が、ますます高まるだろう。し
たがって、自分（モディ首相）は、来月インドで実施される BIMSTEC 多国間軍事演習及び陸軍指揮官会議を
歓迎する。さらにインドは、BIMSTEC 加盟国間の三軍間人道支援・災害救援（Tri Services HADR）訓練を開
催する予定であり、さらに第 2 回 BIMSTEC 災害マネジメント訓練の準備ができている。また、ブルー・エコ
ノミーに関し、インドは BIMSTEC 加盟国内の若者によるハッカソン（Hackathon）イベントを主催する予定
である。
7. この 20 年間、BIMSTEC は、目覚ましい進歩を遂げてきた。しかし、我々の前にはまだ長い道のりがある。
我々の経済統合をさらに深化させる機会が沢山あるし、国民もまたそれを望んでいる。第 4 回 BIMSTEC 首脳
会合が、その期待に応えられる重要な機会であるとともに、本首脳会合の成功が、今後の BIMSTEC 強化にむ
けた重要な節目となるであろう。
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7. イベント紹介
Japan-India Events

◇ 最近のイベント ◇


スバス・チャンドラ・ボース 74 回忌が蓮光寺にて執り行われました

8 月 18 日、インド独立の英雄スバス・チャンドラ・ボースの命日を迎え、東
京・杉並区の日蓮宗・蓮光寺に今年も日印双方の関係者多数が参列し 74 回忌
の法要が営まれた。戦後 70 有余年を経て、未だにネタジ（指導者）の遺骨は
母国に帰還できないまま蓮光寺に守られているが、日印協会は毎年この日にネ
タジの霊前に献花、役職員が法要に参列し、日印関係の深化・発展を祈念して
いる。
「英雄チャンドラ・ボースの遺骨」を巡る林田達雄氏（ボースの遺骨を東京・木本営まで運ぶ任務を負った人
物）の物語を、日印協会ホームページでお読みいただくことができます。
「英雄チャンドラ・ボースの遺骨」で検
索下さい。

◇ 今後のイベント ◇


「第 26 回ナマステ・インディア 2018」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（講演会の内容に変更があります！協会発行の同封
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：2018 年 9 月 29 日（土）10:00～20:00
9 月 30 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
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、後 援：公益財団法人 日印協会、他
ホームページ URL：http://www.indofestival.com/index.html



「ディワリ・イン・ヨコハマ 2018」開催のご案内

＜2017 年のナマステ・インディア、ステージの様子＞

インドの光のお祭り、“Diwali” が今年も横浜で開催されます。
テーマを「光の中で つむぐ 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。
インドのお正月を横浜に体験しに行きましょう！
日 時：2018 年 10 月 13 日（土）～14 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
＜2017 年のディワリ・イン・ヨコハマ、灯火式の様子＞

入 場：無料

お問合せ：ディワリ・ヨコハマ 2018 実行委員会、Tel：045-263-8109、メール：yokohamadiwali@gmail.com
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ホームページ URL：http://diwaliyokohama.org/
主催：ディワリ・ヨコハマ 2018 実行委員会、公益社団法人 在日インド商工協会
後援：インド大使館、神奈川県、公益財団法人 日印協会、他



インド映画『あるがままに』上映会のご案内
父が忽然と姿を消した…町の雑踏を悠然と歩く美しい象。一人の老人が、その象に心を

奪われ、ひたすらにあとを追う。象使いは見知らぬ老人を追い払おうとするが、老人は少年
のように無邪気にほほ笑むばかりで、そばを離れようとしない。困り果てた象使いは、妻の
待つ川辺のテントに老人を連れて帰る。老人は、安住の地を見つけたかのように、象のそば
で安らぐのであった。舞台は西インドのマハーラーシュトラ州プネー。インド古典文学と哲
学の権威シャストリ博士は、
かつて東洋学研究所の長であった。
二人の娘はそれぞれ独立し、
博士は自宅で書生と暮らしていたが、アルツハイマー型認知症の兆候が現れ、記憶が失われ
つつある。娘夫婦が同居を試みるも、育児と介護の両立はたやすいことではなかった。父が
姿を消したのは、そんなある日のことである。偶然が引き合わせた二つの家族。誰にでも等
しく訪れる老い。
父の不在で立ち現れてきたものとは… 2013 年 インド国家映画賞脚本賞
受賞作。インド／2013 年／マラーティー語／123 分、日本語･英語字幕付き
日 時：2018 年 10 月 26 日（金） 18:15 開場 18:45～20:48、入 場：無料（200 名）
東京都新宿区西早稲田 2-3-1

会 場：公益財団法人 早稲田奉仕園 スコットホール

申し込み方法：HMI ホテルグループ：k.aoyama@icij.jp 宛てにお名前をお申込み下さい。
予約番号が送られます。
主 催：HMI ホテルグループ、共 催：東京外国語大学南アジア研究センター（FINDAS）
、他
後 援：公益財団法人 日印協会



映画『ガンジスに還る』10 月 27 日（土）より岩波ホールほか全国順次公開！

母なるガンジス河。そこは、幸福で安らかな死を迎えられる心のやすら
ぎの郷──死期を悟った父と、それを見守る家族たちの日々を綴った、珠
玉の感動作。ある日、不思議な夢を見て自らの死期を悟った父ダヤは、ガ
ンジス河の畔の聖地「バラナシ」へ行くと家族に宣言する。家族の大反対
もよそに、決意を曲げない父。仕方なく、仕事人間の息子ラジーヴが付き
添うことに…。辿り着いたのは、安らかな死を求める人々が暮らす施設「解
脱の家」。施設の仲間と打ち解けながら、残された時間を有意義に過ごそ
うとするダヤ。はじめは衝突しあうも、雄大に流れるガンジス河は次第に
父子の関係をゆっくりとほぐしていく。果たして、ダヤは幸福な人生の終
焉を迎えられるのか─？

インド／2016 年／99 分
本作は2016年ヴェネチア国際映画祭ビエンナーレ・カレッジ・シネマ
部門でワールドプレミアが行われ、上映後には10分間のスタンディン
グオベーションが起きる盛況となった。映画評論サイト「ロッテン・
トマト」では100%の最高点！！さらに、「小津安二郎の『東京物語』
を思わせる傑作！」（Financial Times）、「温かさと優しさに満ち溢
れている」（Hollywood REPORTER）、「人生、死、そして絆につ
いての心温まる宝石のような一品」（Glam Sham）、「あなたが今年
目にする中で最高の1本！」（Mid-day）と賞賛が寄せられている。
公式サイト：http://www.bitters.co.jp/ganges

Facebook : https://m.facebook.com/ ganges.movie/ Twitter：@ganges_movie
＊日印協会会員様 限定でチケット割引がございます＊
岩波ホールへお越しの際にこちらの『月刊インド』をお持ちの上、カウンターでこのページをご提示下さい。
一般料金 1800 円のところ、1600 円でご鑑賞いただけます（*シニア料金は割引になりません）
。
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8. 掲示板
Notice
<編集後記> 日本は、世界的に見ても様々な自然災害が起こりやすい国土です。日本の国土は全世界の 0.28％しかありませ
んが、世界中の活火山の 7%が日本にあり、世界で起こったマグニチュード（Mj）6 以上の地震の 20.5%が日本で起きていま
す。死者が出る災害の 0.3％、被害金額の 11.9%が日本での災害によるものです。このデータからも日本は比較的、自然災害
が発生しやすい国土であることがわかりますが、皆さんも近年、災害が多すぎると感じているのではないでしょうか。
2018 年を振り返ってみると、死者が出た災害が多く発生しています。年始早々、本白根山の噴火、4 月上旬に起きた Mj 6.1
の島根県西部地震、6 月には同じく M j6.1 の大阪府北部地震。6 月～8 月にかけての猛暑では、東日本において平均気温が 1946
年の統計開始以降、最高を記録し、熱中症による死者が月別で最高に達しました。猛暑も立派な「災害」と言えるでしょう。
この猛暑はさらに異常な気象行動を招き、
7月の集中豪雨では西日本を中心とした大規模な土砂崩れで多くの命を奪いました。
台風も多発し、8 月までに 21 号が発生するのは 1971 年以来 47 年ぶりだそうです。この台風による被害も深刻で、関西国際
空港の浸水とタンカーの衝突で、約 8 千人が閉じ込められ、大阪、滋賀、愛知、三重で 9 名が死亡（9 月 5 日時点）
、電柱が傾
くなど、都市にも深刻な影響を残し、経済的な打撃も見過ごせない状況となっています。今月 6 日に北海道胆振地方を襲った
北海道胆振東部地震（Mj 6.7）では 41 名（9 月 11 日時点）が命を落とし、厚真町吉野地区で起きた大規模土砂崩れで山肌が
むき出しになっている映像は全国に大きな衝撃を与えました。
インドでも、7 月に始まったモンスーンによる破壊的な水害がケララ州を襲いました。480 人以上の人々が命を落とし、少
なくとも 100 万人が避難生活と報道されています。日本列島、そしてインドでも、世界中で自然災害により多くの方が命を落
とし厳しい生活を強いられています。災害で命を落とされた全ての方のご冥福をお祈りし、一刻も早い復興を応援致します。
さて、日本とインドを襲った災害。インド人の友人が「インドでは災害が起こると、政府が信用できないから同じ州の人々が
こぞって寄附を集め、ボランティアに行く。日本では、政府が信頼できるから任せておけるね」と言っていました。確かに、
ケララ州の災害でもローカルバスの運賃を受け取らず、バスに乗る人から寄附を集めているバスの運転手が居たり、女性が炊
き出しに出かけたりと、人々の助け合いの様子が様々なメディアから伝わってきました。日本でも寄附やボランティアは一般
的ですが、やはり専門知識を持った自衛隊などの皆様への信頼感は厚く、災害が起こるたびに感謝で心が一杯になります。し
かし、政府への信頼、草の根の協力、この双方があって初めて復興の道は開けます。政府への信頼を寄せつつも、災害の記憶
を忘れずに対策、応援していくことが大切ですね。 (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。

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

学生

１口(4,000 円)から

一般法人会員

１口(100,000 円)から

特別法人会員

１口(150, 000 円)から

☆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)
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