
 

 

ｙ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Monthly Journal of the Japan-India Association 

 
公益財団法人 日 印 協 会 (日印間の政治･経済･文化交流に貢献して 113 年 ) 

 

      Vol. 113, No. 3 April 2016                  題字 故 一萬田 尚登氏 

 

1. 2016年度予算理事会報告 ·············································· P.  3 

2. インドニュース(2016年 2月～3月) ····································· P.  7 

3. イベント紹介 ························································ P. 16 

4. 新刊書紹介 ·························································· P. 18 

5. 掲示板 ······························································ P. 19 

 

月 刊 

目 

次 
 

  

《中央：インド大使スジャン･チノイ閣下、右：平林理事長》  

開会セレモニー 於 インド大使館 
                    2016 年 3 月 25日 



2 

 

2016年予算理事会の報告 

 

3月 7日(月)に、2016年 4月から始まる新年度事業計画(案)ならびに実行予算(案)が

理事会に上程され、審議されました。理事会は港区六本木の国際文化会館にて、森会長、

副会長 3名(岡様･坂根様･山田様)を含め、20名中 14名の理事ならびに監事 2名のご出

席を得て開催されました。 

 

一昨年のモディ首相の日本訪問時に｢日印特別戦略的グローバル･パートナーシップ｣

に格上げされた両国関係は、昨年 12月の安倍首相が訪印により様々な分野で具体的かつ

強固な協力関係を築いていくことが確認され、まさに｢日印新時代｣の到来を強く印象付

けました。このような大きな流れの中で、日印協会としても更なる発展を期して、2016

年度の実行計画と実行予算について審議いただきました。その結果、出席理事の全会一

致により原案通り承認いただきました。 

 

 
 

 

(決議事項) 

第 1号議案：2016年度(平成 28年度)事業計画(案)の承認の件  

第 2号議案：2016年度(平成 28年度)予算(案)の承認の件 

第 3号議案：評議員会の招集の承認の件 

 

(報告事項) 

 (1)：会員の現状 

 (2)：その他  

 

Ⅰ、議案： 

1. 2016年度予算理事会 報告 

The Board Meeting of the Directors 
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3月7日(月)に、2016年4月から始まる新年度事業計画(案)ならびに実行予算(案)が理事会に上程され、

審議されました。理事会は港区六本木の国際文化会館にて、森会長、副会長 3名(岡様･坂根様･山田様)を

含め、20名中 14名の理事ならびに監事 2名のご出席を得て開催されました。 

 

一昨年のモディ首相の日本訪問時に｢日印特別戦略的グローバル･パートナーシップ｣に格上げされた両国

関係は、昨年 12月の安倍首相が訪印により様々な分野で具体的かつ強固な協力関係を築いていくことが確

認され、まさに｢日印新時代｣の到来を強く印象付けました。このような大きな流れの中で、日印協会とし

ても更なる発展を期して、2016年度の実行計画と実行予算について審議いただきました。 
 

 

Ⅰ、決議事項： 

(1)第 1号議案｢2016年度事業計画(案)｣の承認の件(決議事項) 

  理事長より計画案を説明し諮ったところ、出席理事の全会一致により原案通り承認されました。 

 

2014 年 8 月末から 9月にかけてのモディ首相の訪日時に、｢日印戦略的グローバル･パートナーシップ｣

が｢特別戦略的グローバル･パートナーシップ｣に格上げされました。2015年 12月中旬には安倍首相が訪印

され、モディ首相との間で、｢日印ヴィジョン 2025特別戦略的グローバル･パートナーシップ：インド･太

平洋と世界の平和と繁栄のための協働｣と題した共同声明を発しました。 

今般の安倍首相の訪印中には、防衛協力やインド各地における日印経済協力の推進、インドの若手人材

1 万人(今後 5 年間)の訪日受け入れなど多くの合意が表明されましたが、中でも民生用原子力協力協定に

ついての原則合意とインド国鉄によるムンバイ･アーメダバード間の高速鉄道計画への新幹線の採用とい

う画期的な成果がうたわれました。また、両国政府は、国連安保理改革、核兵器廃絶や核軍縮のための国

際的枠組みの早期構築、気象変動への対策などの世界が直面する諸課題の解決のために協力を強化するこ

とを誓い、日印関係は新たな時代を迎えています。 

当協会としては、2016年度は、このように盛り上がっている日印関係を、人と人との交流やビジネスの

拡大を通じてさらに強固なものにすべく、内外の関係各位と協力して参ります。 

そのために、特にホームページをさらに充実させるとともに、機関誌『月刊インド』や Web版季刊誌『現

代インド･フォーラム』に工夫を凝らして参ります。2015年 9月に日印協会内に発足させた｢現代インド研

1. 2016年度予算理事会 報告 

The Board Meeting of the Directors 
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究センター｣は、2016年度から本格的な活動を開始します。本研究センターは、インドに関する調査研究活

動を活発化させるとともに、定期発刊している『現代インド･フォーラム』の向上のため、より専門的な編

集企画、執筆者の推奨･選定ならびに論文原稿の審査(査読)、校正を目的として設立されました。センター

長は当協会平林 博理事長が兼務し、上席研究員(Senior Fellow)として、国際政治学者 堀本 武功京都大

学大学院前特任教授と小島 眞拓殖大学国際学部教授(経済学)が就任。今後、この｢現代インド研究センタ

ー｣がわが国のインド関連の調査研究活動の活性化に貢献し、学者、研究者、実務家などとの交流が深化･

拡大し、引いては当協会会員や『現代インド･フォーラム』読者に今まで以上により広く深い情報提供が可

能になると考えます。 

当協会としては、日印間の経済交流や人的交流が活発化するにつれ法務･税務等に関するより専門的な

分野へのニーズが高まっていることから、協会の法人会員でもある法律事務所や会計事務所をはじめ、在

印日本大使館･総領事館や在日インド大使館、さらにジェトロや JICA、日印経済委員会や経団連、在日印

度商工会議所等の内外の関係機関や団体と連携･協力して、既存の会員は勿論、インド進出を計画してい

る企業や日印関係に関与したい団体･企業に対する情報提供や相談活動に力点を置いて行きます。 

これらに加え、経常的な事業として、次のような事業を実施します。 

1、インドの政治、経済、社会、文化に関する情報収集、調査を行い、それらを講演会、機関誌『月刊イン

ド』や web季刊誌『現代インド･フォーラム』を通じての紹介。(公①) 

2、一段と機能を充実した当協会のホームページをさらに充実させるとともに、フェイスブックを通じたイ

ンド関連情報の発信とインド･ネットワークの拡充。(公③) 

3、日本企業のインド進出に対するアドバイスや企業の幹部の方々を対象として講演会の開 

催および個別の照会に対するアドバイス、さらに大学や大学院の｢インド紹介講座｣に対する支援や学生

団体の交流事業への支援。(公⑤) 

4、多様な国インドの社会や歴史に関する行事、舞踊や音楽などの文化行事を行う団体及び個人に対する後

援やナマステ･インディアのような日本各地のインド祭への参加並びに支援。若者の交流支援。(公④) 

5、在日インド人コミュニティとの交流、さらにインド各地の印日協会や経済団体との交流促進。(公②) 

 

(2)第 2号議案｢2016年度予算(案)｣の承認の件(決議事項) 

  笹田常務理事より、2016年度予算(案)に基づいて説明し諮ったところ、出席理事の全会一致により承認

されました。内容については、別表をご参照ください。 

1、事業活動収入は、約 31百万円と前年予算に比して約 80万円の増加を見込みます。 

主たる収入である会費収入源は法人会員、個人会員ですが、予算額は法人会費 80万円増、個人会員は増減

ありません。 

2、事業活動支出の内、直接事業費は、インド首相の訪日が見込まれていますので、首相歓迎レセプショ

ンを予定しています。その他、講演会の開催、役員及び事務局員のインド出張経費、文化行事の開催費用

等で、約 26百万円の支出を見込み、前年度と比して約 1百万円の増加見込みです。 

3、管理費支出は、人件費は抑制を旨として参りましたが、世間的には賃上げが一般的で、日印協会に置

きましては、予算制約の観点から外注を避け、ほぼ全ての事業を少人数の常勤役員と常勤職員が担ってお

ります。これら役職員の業務の負担が増す傾向にありますので、待遇面で多少改善をしたく、役員報酬並

びに職員給与の少額アップを行いたいと考えます。他方、事務機器などの事務所経費を合理化しますが、

約 4.75百万円の計上見込みで、収支差額は前年度に比して約 1百万円程度の増加を避けられません。 

4、事業活動の経常収支額では、約 8万円の赤字を見込みます。 

5、約 26百万円の繰越金がありますので、当面の収支に不安はありませんが、他方、会員の急増も見込 

めません。従って、公益事業を効率的に執行するとともに、協会が自ら資金を負担する主体的行事や活動

を行なうことは最小限にせざるを得ず、知恵と知見、ネットワークの活用などが重要と考えます。 
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(3)第 3号議案｢評議員会の招集｣の承認の件(決議事項) 

理事長より、来る 6 月中の評議員会の招集を諮ったところ、出席理事の全会一致により原案通り承認さ

れました。 

 

Ⅱ、報告事項：                     

会員の現状 

(1)法人会員： 

協会の活動と財政基盤を支える法人会員の数は、2016 年 2 月

末現在 124 社(昨年度末比 5 社増)です。インドに新規に進出す

る企業が増える反面、企業業績の不振や当協会からの直接的な

メリットが見えないとして脱会する法人会員もあり、予断は許

さない状況ではあります。今年度は差引で 8～10社増を目標とします。 

日系企業は 2014年 10月現在 1,209社(前年より 172社増加)でしたが、2015年 12月には 1,230社近く

になっています(在印日本大使館の速報)ので、これからも法人会員増加の余地は少なくないと考えており

ます。 

(2)個人会員： 

2016年 2月末現在、昨年 3月より差引 49名減の 448人です。1997年以来 18年間にわたり 6,000円に据

え置いて参りました個人会員の年会費は、消費税の引き上げ、メール便の廃止、印刷費用等の諸物価高騰

などにより出費の増加がありますので、2015年度からは一般会員は 8,000円に、学生会員は 4,000円に引

き上げました。その結果、2015年度は前年比 49名減となりましたが、金額ベースでは 64万円増となって

います。2016 年度は、個人会員は安定的に 500 人を超すことを目標とします。特に学生会員(現在 20 人)

とインド人会員(現在 43名)を増やす努力を行います。 

 

Ⅲ、その他(意見交換)： 

   機関誌『月刊インド』の掲載内容の改善、個人会員(学生等)の拡大、各種イベント等のより効果のあが

る事業展開のあり方についての意見がありました。一方で、協会の体力や事務局体制等を考慮すると、類

似の他団体に比べれば機関誌の発行回数も多く内容の濃い仕事をしているとの評価もあり、出来ることを

出来る範囲で(地道に工夫して)実行し、持続的な協会運営を図ることが重要との意見も出されました。 
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◇◆◇◆◇ インド･ニュース(2016年 2月) ◇◆◇◆◇ 

1.内政 

2月 12日 

 各種報道によれば、12日、ジャワハルラル･ネルー大学(JNU)のクマール学生自治会長が、9日に同大

学構内でアフザル･グル(注：2001 年 12 月のインド国会議事堂襲撃事件に関与したとされるテロリスト

集団｢ジャイシェ･ムハンマド(JeM)｣に所属。カシミール出身。2013 年 2 月に死刑が執行された。)の処

刑 3 周年にあたり処刑の是非を問う集会を行ったとの理由で、sedition(反国家的扇動)罪でデリー警察

に逮捕された。JNU は、左翼的思想を持つ学生や教授を輩出してきた伝統があり、また様々な政治思想

を自由に議論する開かれた大学として知られていることから、今回の騒動を契機に、警察当局が同大学

構内に立ち入り、自治会長ら学生運動家を逮捕したことは、警察権力による大学自治の侵犯であるとし

て大きな社会問題となった。また、自治会長を警察に通報したのは、与党 BJPの支持団体である｢民族奉

仕団｣(RSS)傘下の学生組織(ABVP)であったため、モディ政権が大学自治に介入しているとの野党による

政権批判にもつながり、政治抗争にも発展した。 

メモ：ラージナート･シン内相は｢反インド的スローガンを唱える人間や、国家の団結に疑義を持つ者は、誰であれその

罪から逃れることはできない｣と発言し、ＪＮＵの学生に対しても強い対応をとるよう指示したと述べた。他方、13日

にＪＮＵを訪問したラフル･ガンディー･コングレス党副総裁は、クマール学生自治会長の逮捕に対して抗議活動を行っ

ている学生らと共にデモに参加し、『最も反国家的な者とは、ＪＮＵの学生の発言を抑圧している者達のことである』

として政府を批判した。また、ＪＮＵ出身でもあるイエチューリー･インド共産党(マルクス主義)(ＣＰＩ(Ｍ))党首も

同日、ＪＮＵを訪問し、ＢＪＰは、彼らのイデオロギーに反対する学生達を取り締まる言い訳を探している、警察が発

表した今回の事件への関係者リストには、団体に所属しているが集会には参加していたという証拠が無い学生も含まれ

ていると政府･警察の対応を批判した。 

 17 日、クマール自治会長がデリー地裁に出廷した際、同敷地内にいた弁護士らが同氏及び地裁に集

まっていた支持者や報道関係者に対して暴行を加える事件が発生した。ラフル･ガンディーらコングレス

党関係者は、18 日、ムカジー大統領に面会し、NDA 政権下の｢無法状態｣を強く憂慮する旨の書簡を大統

領に提出した。 

2月 13日 

 各種報道によれば、13 日、ムンバイにおいてモディ首相出席の下、製造業誘致を目的とした国際見

本市｢メイク･イン･インディア･ウィーク｣の開会式典が行われた。同式典にはフィンランドやスウェーデ

ンの首相らが出席し、日本からは高木経済産業副大臣が参加した。同見本市は 1週間に渡って実施され、

約 50カ国の代表団が訪印し、70カ国からビジネス関係者が集った。 

2月 14日 

 各種報道によれば、ケジリワル･デリー準州首相が、庶民党政権 1 周年を記念する演説を行い、2017

年 12月までに安全な飲み水を供給する政策を発表した。 

2月 19日 

 各種報道によれば、2月 15日頃から、ハリヤナ州ロータック地区を中心に、ジャート･コミュニティ

が、その他後進階級(OBC)のステータスの付与を求めて、鉄道や道路を封鎖する等のデモが始まった。18

日にはデモ隊と治安当局が衝突し、19名が死亡、200名以上が負傷(23日、ハリヤナ州警察発表)する事

態に発展したほか、ヒサール地区等ハリヤナ州内の他の地域にも抗議活動が拡大した。州政府は 8 つの

2. インドニュース(2016年 2月～3月) 

News from India 
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地区に対して外出禁止令(curfew)を発動し、治安当局による監視を実施した(24 日までに外出禁止令は

段階的に解除された)。今回のデモを受けて、州政府は、ジャートとその他の 4 つのカーストを、｢特別

後進カースト(Special Backward Communities)｣として、留保枠を設ける法律を作成する決定を下した。 

メモ： 留保制度：教育機関への入学，雇用と昇進，議会における議席配分等，一定比率を特定のカテゴリーの人々に

優先して割り当てる制度。歴史的な差別制度を是正する制度として憲法に規定されているが，対象カテゴリーや対象領

域が州毎に異なり，また拡大されるにしたがって政治問題化してきている。ＯＢＣ：その他後進階級(Other Backward 

Classes)の略。社会的教育的後進階級の中から，指定カースト･指定部族を除いたもの。ＯＢＣに対する留保が広がる

につれ，留保制度対象になるべくＯＢＣ枠を獲得しようとする政治運動が各州で見られる。 

2月 23日 

 23 日、インド連邦議会の予算国会が開幕した。同国会は 5 月 13 日(金)までの予定(この間の休会期

間は 3月 17日～4月 24日まで)。 

 

2．経済 

2月 2日 

 2 月 2日、インド準備銀行(RBI)は、2015年度第 6回隔月金融政策会合を開催し、政策金利の据え置

き等を発表した。同発表の要旨は以下のとおり。 

－政策金利(レポ･レート)は 6．75％で据え置く。 

－モンスーンが通常通りとなり、国際原油価格及び為替レートが現在の水準で推移すると仮定すると、

インフレ率は 2016年度末には 5％程度となることが見込まれる。 

－GVA(粗付加価値)ベースの成長率については、2015 年度は下振れする可能性はあるものの、7.4%と

いう予測を維持する。2016年度は、モンスーンの正常化、交易条件の改善、家計の実質所得の改善、

企業の投入コストの低下が成長モメンタムの強化に寄与する。民間国内投資、生産設備能力等が逆

風となり得るが、成長は穏やかに加速し、2016年度成長率は 7.6%となると予測される。 

メモ：なお、インフレ率の見通しについては、今後1～2年の間物価動向に上方圧力を与える第7回中央政府給与委員会

の勧告の実施については考慮していない。  

2月 4日～5日 

 2月 4日及び 5日、インド財務省が主催する｢インド投資サミット｣が開催され、国家投資インフラフ

ァンド(NIIF)のプロモーションが行われた。同サミットに出席し講演したジャイトリー財務大臣は、NIIF

は政府出資と民間出資を併せて約 60億ドル(4,000億インドルピー)の規模でスタートするとし、インド

はインフラ開発が急務であるが、NIIF はインド及び投資家の双方にとってウィン･ウィンなものとなる

と考えられ、インドの発展のために、国内外の資源が最大限活用されることを期待する旨述べた。 

2月 8日 

 2 月 8 日、インド政府統計･計画実施省傘下の中央統計局は、2015 年度(2015 年 4 月～2016 年 3 月)

の GDP 成長率見通し及び 2015 年度第 3 四半期(10 月～12 月)の GDP(速報値)を発表した。同発表によれ

ば、2015年度の実質成長率は 7.6%となる見込み。2015年度第 3四半期の実質 GDP成長率は前年度比 7.3%

となり、前四半期の 7.7%を下回った。 

メモ：2015年度実質成長率見込みは、これまでのインド政府予測では7～7.5％とされていた。  

 

3．外交 

【インド･アフガニスタン関係】 

2月 1日 

 1日、インド首相府の発表によると、モディ首相は、1月 31日から 2月 4日の日程で訪印中のアブド
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ゥッラー･アフガニスタン行政長官と面会した。モディ首相及びアブドゥッラー行政長官は、二国間及び

地域間における戦略的パートナーシップの更なる深化について見解を共有するとともに、両国の外交パ

スポート保持者のための査証免除について合意した。 

【インド･バングラデシュ関係】 

2月 1日－2日 

 2 月 1 日及び 2 日、ホック･バングラデシュ外務次官が訪印した。同外務次官は、ジャイシャンカル

外務次官、ドバル国家安全保障担当補佐官と会談し、テロ対策における協力の拡大等について協議した。

この他、ホック･バングラデシュ外務次官は、シン水資源省特別次官と会談し、ティースタ河水共有問題

について協議した。 

【インド･ブルネイ関係】 

2月 1日－3日 

 アンサリ副大統領は、2 月 1 日から 3 日の日程でブルネイを訪問した。同副大統領は、ハサナル･ボ

ルキア･ブルネイ国王、ビラ･ブルネイ皇太子及びブルネイ立法評議会議長と会談した。同副大統領のブ

ルネイ訪問中に、インド･ブルネイ防衛協力に関する覚書が締結された。 

【インド･中国関係】 

2月 4日 

 インド外務省の発表によれば、4日、ニューデリーにて、印中海洋問題に関する対話を初めて開催さ

れた。インド側は外務省軍縮･国際安全保障局長、中国は外交部長助理がヘッドを務めた。今次対話にお

いて、海洋安全保障に関する両国の認識に関する意見交換や、国連海洋法条約(UNCLOS)や国際海事機関

等の国際レジームの発展、海洋協力の可能性等を含む双方の関心事項について議論が行われた。 

メモ：次回対話は、双方の都合の良い時期に北京にて行われる予定。 

【インド･ネパール関係】 

2月 10日 

 10日付各紙は、スワラージ外相が、9日にネパールのカトマンズで行われたコイララ前ネパール首相

の葬儀に参列した旨報じた。スワラージ外相は、逝去したコイララ前ネパール首相に対する弔意を表す

るために、全ての政党の代表として、代表団を率いてカトマンズを訪問したが、同代表団には、シャル

マ前商工相(コングレス党)、ヤダブ JDU 党首、イエチューリーCPI(M)総書記、ドバル国家安全保障担当

補佐官が参加していた。 

2月 19日－24日 

 オリ･ネパール首相は、2月 19日から 24日の日程で、昨年 10月の首相就任以来初の外遊先としてイ

ンドを国賓訪問した。オリ首相は、モディ首相と首脳会談を実施した他、ムカジー大統領、アンサリ副

大統領、スワラージ外相、シン内相、ジャイトリー財務相とそれぞれ会談した。オリ首相は、デリーの

他にウッタラカンド州デヘラドゥーンのテリー水力発電事業、グジャラート州ブージ及びマハラーシュ

トラ州ムンバイを訪問した。 

インド外務省の発表によれば、今次訪印の際に、ネパールの震災復興支援の一部である 2.5 億ドルの

無償資金協力援助の活用方法に関する覚書や、ネパールのタライ地方における道路インフラの強化に関

する覚書を含む多数の二国間文書が署名、交換された。 

【インド･UAE関係】 

2月 10日－12日 

 12 日、インド外務省発表及びヒンドゥー紙他の報道によれば、10 日から 12 日の日程でムハンマド･

アブダビ UAE皇太子兼連邦軍副最高司令官が訪印した。11日には、ムハンマド皇太子はモディ首相と会

談した。同皇太子訪印中に、インドと UAE は、通貨スワップ、文化、インフラ分野への投資、再生可能
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エネルギー、宇宙研究、保険管理、サイバーセキュリティ、技能開発、商業に関する情報共有分野にお

ける協力に関する 9つの合意事項に署名した。 

メモ：今回のモディ首相とムハンマド･アブダビ皇太子との会合においては、今後5年館で年間貿易規模を60％以上拡大

する方法に加え、石油分野、食料安全保障、インドの戦略的な石油備蓄に対するＵＡＥの貢献、海洋安全保障、テロリ

ズムについても両国共通の脅威として議論が行われた。  

【インド･ブータン関係】 

2月 17日 

 2月 17日付タイムズ･オブ･インディア紙は、訪印中のトブゲー･ブータン首相とスワラージ外相が 16

日に会談した旨報じた。会談において、ブータン国内の水力発電その他セクターの開発援助実施を含む

二国間及び地域の問題について協議を行った。 

メモ：トブゲー･ブータン首相とスワラージ外相の会談に関するインド外務省の発表によると、トブゲー首相は、スワ

ラージ外相に、498の小規模開発案件が承認された旨伝達した。 

なお、現在合計3,000件のインドが支援するプロジェクトがブータンで実施されている。 

 

4．日印関係 

2月 2日 

 2 日付外務省発表によれば、我が国は、2 月 15 日から、インド国民の商用目的の方や文化人･知識人

に対する短期滞在数次ビザの緩和措置を開始した。 

メモ：本緩和措置は、昨年12月の日･インド首脳会談において、安倍総理大臣が決定した旨発表したことを受けて、今

般運用を開始するもの。具体的には、従来発給している商用目的の方や文化人･知識人に対する短期滞在数次ビザの発

給対象者の範囲を拡大することに加え、有効期間を現行の最長5年から最長10年に延長するもの。有効期間10年の数次

ビザを発給するのは、我が国においては初めてのことである。 

2月 14日 

 外務省発表によれば、インドのムンバイにおいて、インド高速鉄道に関する第 1回合同委員会が開催

された。第 1 回合同委員会では、今後のスケジュールや、二国間の協議の進め方を含め、資金、技術及

び人材育成面での協力について議論を行った他、次回の第 2回合同委員会を、2016年 5月を目途に開催

することとし、それまでの間、課長級の協議を重ねていくことで合意した。 

2月 26日 

 外務省発表によれば、東京において、日本側から齋木昭隆外務事務次官、オーストラリア側からピー

ター･ヴァーギーズ外務･貿易省次官、インド側からS. ジャイシャンカル外務次官が出席し、第2回日豪

印次官協議が開催された。北朝鮮、東シナ･南シナ海を含む地域情勢につき、広く意見交換が行われたほ

か、ASEANとの関係強化や、海洋の安全の重要性等の認識を共有し、特に北朝鮮問題に関して、国際社会

として断固とした対応をとるべく連携していくことを確認した。また、これに合わせて、25日に日豪外

務次官協議、26日に第11回日印外務次官対話がそれぞれ開催され、戦略的協力や最近の国際情勢等につ

いて、幅広く意見交換が行われた。 

今月の注目点： 予算国会の開幕と今後の内政状況 

ジャイトリー財務大臣は、29日(月)、予算国会で演説し、2016年度の政府予算案を発表した。歳出総額は約19兆8,000

億ルピー(約32兆6,000億円、前年度比10.8％増)に拡大し、インフラ投資･農業振興(特に貧困層･農民向けの施策)に予

算を重点的に配分して成長率を持続させる一方、財政規律は堅持した。 

インド財務省が26日(金)に公表したエコノミック･サーベイでは、2016年度の成長率見通しは7.0～7.75％、今後数年

で8％に加速する可能性もあるとして、引き続き高成長率維持を目指す。一方、2016年度の財政赤字の対国内総生産(Ｇ

ＤＰ)比は、3.5％と前年度比3.9％から圧縮させる見通しで、補助金についても、2.5兆ルピーと前年度比2.9％減少さ
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せ、財政規律の目標は堅持した。 

経済成長重視路線を取った前年度とは異なり、2時間弱に及んだジャイトリー大臣の演説の中で最も時間を割いたの

は農業･農村政策であった。灌漑整備･農産物保険の普及･農村向け貸出の拡充など農業関連の予算には、前年度比84％

増の4791億ルピーをつぎ込み、今後5年で農民収入を2倍に引き上げるとの野心的目標を示した。モディ政権にとって折

り返しの年となる本年は、夏以降の州議会選挙等を見越して、地方での支持率回復を目指すべく、弱者に焦点を当てた

経済政策の必要という政治的判断があったと考えられるが、同時に、持続的な高度成長を確保すべく、前年度に1％成

長に留まった農業に梃子入れし、よりバランスの取れた経済成長への舵取りが期待される。 

また、政権発足以来の懸案となっている、物品･サービス税(ＧＳＴ)法案の、今国会での行方にも注目が集まってい

る。ＧＳＴは、州毎に異なる複数の間接税を一本化するための税制改革で、大きい経済効果が期待されるが、憲法改正

が必要であるため、その道のりは容易ではない。ジャイトリー大臣の演説でも一言触れられるのみであり、今国会の議

事運営が、先に行われた国会のように内政問題等で紛糾すれば、法案成立はさらに遠のいてしまうであろう。 

 

◇◆◇◆◇ インド･ニュース(2016年 3月) ◇◆◇◆◇ 

1．内政 

3月 2日－16日 

 2 日、ネルー大学内で反国家的スローガンを唱えたとし扇動罪で逮捕されていたクマール･ネルー大

学学生自治会長に対し、デリー高裁は 6ヶ月間の保釈を認めた。 

 16日、ラージナート･シン内相は、議会でインド共産党(CPI)やジャナタ･ダル統一派(JDU)から、｢扇

動罪(sedition)｣について批判されたことを受けて、全党会議を開催し、同法の改正について協議する意

向を述べた･ 

3月 4日 

 4日、インド選挙管理委員会は、5月中旬から 6月初旬に任期満了となるアッサム州、西ベンガル州、

ケララ州、タミル･ナド州、プドゥチェリー（旧ポンディチェリー）連邦直轄地の選挙日程を以下のとお

り発表した。開票日はいずれも 5月 19日となっている。 

【アッサム州】  

･選挙区数： 126選挙区、･有権者数： 19，866，496人 

･投 票 日  第 1フェーズ：4月 4日 、第 2フェーズ：4月 11日 

･開 票 日： 5月 19日 

【西ベンガル州】  

･選挙区数： 294選挙区、･有権者数： 65，546，101人 

･投 票 日  第 1フェーズ：4月 4日及び 11日、第 2フェーズ：4月 17日  

第 3フェーズ：4月 21日、第 4フェーズ：4月 25日 

第 5フェーズ：4月 25日、第 6フェーズ：5月 5日 

･開 票 日： 5月 19日 

【ケララ州】  

･選挙区数： 140選挙区、･有権者数： 25，608，720人 

･投 票 日： 5月 16日 

･開 票 日： 5月 19日 

  【タミル･ナド州】 

･選挙区数： 234選挙区、･有権者数： 57，915，075人 

･投 票 日： 5月 16日 

･開 票 日： 5月 19日 
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 【プドゥチェリー連邦直轄地】 

･選挙区数： 30選挙区、･有権者数： 927,034人 

･投 票 日： 5月 16日 

･開 票 日： 5月 19日 

メモ：4日、ママタ･バナジー西ベンガル州首相は、全インド草の根会議派(ＡＩＴＣ)の候補者リストを発表した際に、

なぜ西ベンガル州だけ6フェーズに分けて投票が実施されるのか、異議を唱えた。  

 12日、庶民党(ＡＡＰ)の幹部アシュトシュ氏は、ＡＡＰが2017年に予定されているパンジャブ州での選挙に集中する

ため、プドゥチェリーでは立候補者を擁立しないことを発表した。 

3月 7日 

 7日、イラニ人的資源開発大臣が乗った車列が、5日ヤムナ･エクスプレスで二輪車と接触し、二輪車

を運転していた医者の男性が死亡したとして、死亡した男性の家族がイラニ大臣を警察に訴えた。 

メモ： 死亡した男性の家族は、イラニ大臣が重傷の男性を助けなかったと批判しているが、人的資源開発省は、接触

したとされる車の番号はイラニ大臣の車列には存在しないとして、車列が事故に関与していることを否定。さらに、事

故に直面したイラニ大臣が、男性が救急車で運ばれるまで現場にいたと釈明した。 

3月 9日 

 9 日、アート･オブ･リビング財団(AOL)がヤムナ川河川敷で計画していた世界文化祭の会場設置作業

が深刻な環境破壊を引き起こしているとして環境保護団体が同作業の中止をもとめる請願書を提出して

いた件について、インドの国家環境裁判所は、世界文化祭の実施を認めるとともに、AOL に対し、同文

化祭の開始までに環境破壊に対する賠償金として 5,000 万ルピーを前金として支払うとともに、環境の

修復に必要な費用を後日支払うことや同文化祭開催後は会場を生物多様性公園とすることを命じた。他

方、イベントの規模について説明を受けずに許可を出したデリー開発機構に対し異議を唱えた。 

メモ： ＡＯＬは、上記裁判所の決定を不服として上訴することを発表している。 

※アート･オブ･リビング財団(ＡＯＬ)は、シュリ･シュリ･ラビシャンカル氏が創設した人道支援･教育支援を目的とし

た非営利国際ＮＧＯ。呼吸法、瞑想、ヨガなどの普及活動を行う。 

3月 10日－11日 

 10日、国会上院は、不動産法案を可決した。 

 11日、国会下院は、不動産法案を可決した。 

メモ： 不動産法案は、不動産取引における消費者保護のため、不動産取引の透明性を高め、罰則強化を規定している。 

3月 14日－21日 

【各州上院議会選挙】 

 14 日、ヒマチャル･プラデッシュ州で、BJP のスード上院議員の任期満了に伴う上院議員選挙が実施

され、コングレス党のアナンド･シャルマ元商工相が選出された。 

 14日、パンジャブ州で、上院議員 5名の任期満了に伴う上院議員選挙が実施され、シロマニ･アカリ･

ダルが 2議席、コングレス党が 2議席、ＢＪＰが 1議席をそれぞれ維持した。コングレス党からは、ア

シュワニ･クマール議員とマノーハル･シン･ギル議員に代えて、シャムシェール･ドゥーロ議員とパルタ

プ･シン･バジワ議員が選出された。ＢＪＰからは、アヴィナーシュ･カンナー議員に代えて、シュエート･

マリク議員が選出された。 

 14 日、ケララ州で、上院議員 3 名の任期満了に伴う上院議員の選挙が実施され、コングレス党、イ

ンド共産党(M)(CPI(M))、ジャナタ･ダル統一派(JDU)がそれぞれ 1議席ずつ獲得した。コングレス党から

は、A. K. アントニー元国防大臣が再選された。JDU はコングレス党との協力により 1 議席を獲得し、

CPI(M)は 1議席減となった。 
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 21日、アッサム州議会で、連邦上院議員の選挙が実施され、コングレス党のリプン･ボラ氏とラニー･

ナラ氏が選出された。 

 

2．経済  

3月 9日 

 各種報道によれば，ジャイトリー財務相は，2016 年度予算案で発表していた従業員退職準備基金

(Employees' Provident Fund：ＥＰＦ)(注：民間労働者向けに強制適用される老後の所得保障制度)

に関する課税案につき，中間層を中心とした国民からの反発及びモディ首相の見直し指示を受けて，

包括的に見直すことを発表した。 

メモ： インドでは，いわゆる年金(ＥＰＳという)と合わせて，退職準備金制度(本件のＥＰＦ。積立金を退職後に受け

取る制度)があり，月収によって加入対象が変わる。 

 

3．外交  

【ライシナ対話】 

3月 1日－3日 

 インド外務省は，オブザーバー･リサーチ基金(ORF)との共催で、第 1回ライシナ対話を開催した。テ

ーマは｢アジア：地域及びグローバルな連結性｣とされ，クマーラトゥンガ元スリランカ大統領、カルザ

イ前アフガニスタン大統領、マンチャン元モーリシャス大統領、アリ･バングラデシュ外相等、各国から

首脳、閣僚級が参加、またシンクタンク、ビジネス界の出席もあり、約 40か国から 400人以上が参加し

た。開会式ではスワラージ外相が講演を行った。日本からは、長嶺外務審議官が基調演説を行った他、

堂道 JICA副理事長、田中明彦東京大学教授、田中直毅国際公共政策研究センター理事長がパネリストと

して参加した。 

メモ： ｢ライシナ｣とは，インドの大統領府，首相府，サウスブロック(外務省･財務省)，ノースブロック(内務省･国防

省)が置かれている丘を指す言葉。 

【インド･サウジアラビア関係】 

3月 8日 

 各種報道および首相府発表によれば，ジュベイル･サウジアラビア外相はモディ首相を表敬し，貿易･

投資･エネルギー及び安全保障などの二国間関係強化に関する議論を行うとともに，サウジアラビアの発

展におけるインド人コミュニティの建設的な役割についてモディ首相から言及があった。なお，モディ

首相は 4月 2－3日にサウジアラビアを公式訪問予定である。 

メモ： インド首相による同国訪問は2010年のシン首相による訪問以来。 

【インド･SAARC関係】 

3月 16－17日 

 インド外務省発表によれば、ネパールのポカラで第 42 回 SAARC 常設委員会会合が行われ、インドか

らはジャイシャンカル外務次官が出席した。また翌 17日には、第 37回 SAARC閣僚級会合が開催され、

スワラージ外相が演説した。その中で、同外相は、インド政府の『近隣国第一(neighborhood first)政

策』に対するコミットメントを強調しながら、南アジア経済同盟(South Asian Economic Union)実現の

ための協力の重要性を指摘するとともに、連結性こそが発展の中心であり、経済活動、文化的連携、人

の交流はこうした連結性によって活発になっていく旨述べた。 

【インド･パキスタン関係】 

3月 17日 
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 各種報道によれば、スワラージ外相は、SAARC 閣僚級会合の際、アジズ･パキスタン外務担当首相顧

問と会談し、パタンコート空軍基地襲撃事案の検証等につき協議を行った。 

3月 27日 

 ラホールで起きたテロ事件に関して、モディ首相はツイッターで発信し、テロに対する強い非難を表

明するとともに、犠牲者に対して哀悼の意を表した。また、インド外務報道官によるツイッターによれ

ば、モディ首相はシャリフ首相と電話会談を行い、テロに対する戦いには不屈の努力が必要である旨述

べた。 

3月 28日 

 インド外務省発表によれば、パタンコート空軍基地襲撃事案の検証のため、パキスタンの合同捜査チ

ームが同日インドへ到着した。同チームは、翌 28 日から、国家捜査庁(NIA)ら関係者との協議や、現場

調査を行う予定である。 

【インド･メキシコ関係】 

3月 11－12日 

 インド外務省発表によれば、クラウディア･ルイス＝マシュー･サリーナス外相が訪印し、スワラージ

外相との会談及びモディ首相への表敬訪問を行った。また、CII 主催のビジネスイベントに参加すると

ともに、ICWAで｢国際社会におけるメキシコと対インド関係｣と題する講演を行った。 

【インド･EU関係】 

3月 30日 

 首相府及び外務省発表によれば、モディ首相は、第 13回印 EU首脳会議に参加するためブリュッセル

を公式訪問した。さらにモディ首相は、ミシェル･ベルギー首相と首脳会談を行い、22 日に起こった空

港及び地下鉄駅連続テロに関して、ベルギーの人々の精神力と回復力への敬意を表明するとともに、愛

する家族を失った家族の方々への哀悼の意と凄惨なテロに対する戦いへの協力を表明した。また、対イ

ンド貿易額が EU 域内で 2 位であるベルギーとの間で、貿易･投資のさらなる拡大に対する意欲を表明す

るとともに、在外インド人やダイヤモンド商人との意見交換も行った。 

【核不拡散･テロ対策】 

3月 31日 

 モディ首相は 31日、米国のワシントン DCで開催された第 4回核セキュリティ･サミットに参加した。

同サミットでは、核の脅威についての喫緊の課題について議論が行われ、世界的な核の安全保障の構築、

核テロ対策に関する基本姿勢や取組状況、非国家主体による核物質へのアクセスの回避について各国首

脳が提案を行った。 

メモ：このサミットは，2009年4月,オバマ米大統領がチェコのプラハにおける演説で，核テロは地球規模の安全保障に

対する最も緊急かつ最大の脅威とした上で,核セキュリティ･サミットを提唱したことに端を発するもの。 

 

4．日印関係 

3月11日 

 11日、インド首相府は、東日本大震災5周年に関しする以下のモディ首相メッセージを発表。 

｢『モディ首相は、東日本大震災5周年にあたり、被災者に対する深い同情の念を表明』 

ナレンドラ･モディ首相は、東日本大震災5周年を迎え、被災者に対する深い同情の念を表明した。モ

ディ首相は、『東日本大震災5周年にあたり、インドは被災者の方々に深い同情の念を表明します。我々

は国民の回復力を賞賛します』と述べた。｣ 
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今月の注目点： ＪＮＵ学生連合会長の逮捕 

3月2日、デリー高裁はジャワハルラル･ネルー大学(ＪＮＵ)学生自治会のカンヘイヤー･クマール会長に

対し、6ヶ月間の保釈を認めた。クマールＪＮＵ学生自治会長は、2月9日にＪＮＵで開催されたアフザル･

グル(注)に関するメモリアル集会において、反国家的な扇動を行ったとして同月12日にデリー警察によっ

て逮捕された。(注：アフザル･グルは、2001年12月に発生したインド国会議事堂襲撃事件に関与したとさ

れるジャイシェ･ムハンマド(ＪｅＭ)の構成員。2013年2月9日に死刑が執行されたが、カシミール州では死

刑執行後に抗議行動が発生した。) 

この逮捕については、ラフル･ガンディー･コングレス党副総裁が｢ＮＤＡ政権は学生の発言を抑圧してい

る｣としてモディ政権を批判し、また、イエチューリー･インド共産党(Ｍ)(ＣＰＩ(Ｍ))党首も｢ＢＪＰが彼

らのイデオロギーに反対する学生達を取り締まる言い訳を探している｣と批判した。これら政治家だけでな

く、｢大学の自治や言論の自由の侵害｣として研究者等からも批判され、大きな議論を呼んでいる。 

インドの大学には各政党を支持する学生組織があり、ＪＮＵにはＢＪＰ系のＡＢＶＰ、インド会議派系

のＮＳＵＩ、共産党(ＣＰＩ)系のＡＩＳＦなどがあり、ＪＮＵにおいてはＢＪＰ系よりも左派系組織が優

勢とされる。クマール学生自治会長はこのうちＡＩＳＦに所属していた。一部報道によれば、クマール自

治会長は、アフザル･グルを支持していないし、デリー警察に提出された集会の映像に映る反国家的スロー

ガンを叫ぶ学生を支持しない、と裁判所に抗弁しているという。 

インドの憲法は、第19条で全ての国民に表現･言論の自由(freedom of speech and expression)を保障し

ているが、｢国家主権｣、｢インドの統一｣、｢国の安全保障｣、｢外国との友好関係｣、｢公共の秩序｣、｢品位や

道徳｣、｢法廷での侮辱･名誉毀損･犯罪の扇動に関連すること｣のために法律により合理的な制限を課すこと

は妨げないとしている。扇動罪については、刑法(India Panel Code、1860年制定)等に定められている。

これまで、最高裁で扇動罪として有罪判決を下した例は無いことから、インドの司法は表現･言論の自由を

相当程度認めていると言える。 

死刑にもなり得る扇動罪について、政府は、上記の司法の立場も勘案した上で、状況を精査しつつ慎重

に取締まりを行う必要がある。今回のクマール学生自治会長逮捕に至った背景には、どのような事情があ

るのだろうか。一つの見方として、政府としてそれをしなければならないある事情があったとされている。

本年1月に起きたハイデラバード大学の学生の自殺がそのきっかけの一つである。自殺した学生は、キャン

パス内で、1993年のムンバイ･テロ事件に関与したとして死刑判決を受けたヤクブ･メノンの死刑に反対す

る抗議活動を行ったことで、ハイデラバード大学から処分を受けており、大学に対して処分の撤回を求め

ていたが叶わず自殺したとされている。この自殺した学生がダリットであったため、政府はダリットの学

生を｢反国家的｣と批判して自殺に追いやったとして、ダリットの人々、そしてダリットと同じく国内で差

別を受けているムスリムの人々の反発を招いた。ダリットとムスリムは2017年に選挙が予定されるウッタ

ル･プラデーシュ(ＵＰ)州の重要な票田であるため、ＢＪＰにとっては相当なダメージとなったはずだ。こ

の件について、モディ首相がラクナウ(ＵＰ州の州都)にある大学の学位授与式における演説の中で遺族へ

の弔意を表明したり、ラオＢＪＰ幹事長が、学生を処分したことは、学生がダリットであることとは無関

係であり、純粋にキャンパス内でのテロリストの支持といった反国家的な言動を問題にしたのであるとい

うことを説明したりしているが、火消しは上手くいっていない。このような窮地に追いやられた状況の中

で、ＪＮＵで起きた事案は、政府にとって、1月の事案を｢政府による純粋な反国家的言動への取締まり｣

によるものであることを証明し、挽回するための好機だったとも考えられる。 

政治的事情によって法の執行が左右されることは，人の人生を左右する重罪においてほどあってはなら

ないことである。今回のクマール自治会長の一件は，引き続き様々な方面での議論を呼ぶと考えられるが，

政治の動向と照らし合わせて動向を注目していくことも興味深い。 
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≪講演中の三谷氏(左)、宮原事務局長(右)≫ 

=◇ 最近のイベント ◇= 

◆第 39回〈様々なインド〉 

 2016年 3月 4日(金)夕方、日印協会事務所で〈様々なインド〉が開かれました。今回の講師は、海外

産業人材育成協会(HIDA)の三谷知氏とかつて HIDAに在籍した当協会事務局長宮原豊の 2氏が｢ものづく

りの人材育成｣をテーマに講演しました。 

はじめに、宮原氏より、『インドの｢ものづくり人

材育成｣への日本の協力』というテーマで、HIDA と

いう組織が誕生した経緯や役割、研修交流について

説明がありました。なかでも官民連携による技術研

修の一つの成果として形成された、HIDA-AOTS 同窓

会についての話は印象に残るものでした。インドに

は HIDA-AOTS同窓会が 9カ所あるそうです。同窓会

と聞くと一般に、同じ学校や会社に勤めた人たちが

集まり、会食、談笑するというイメージが浮かんで

きますが、HIDAの同窓会はそういう楽しみもあるけ

れど、それぞれの研修生が日本で学んだ知識や経験

を共有し、社会や国のために役立てようとしている

点で、大変前向きな会であるとのことです。実際、海外から日本にやってくる研修生は、専門分野の知

識･ノウハウ･スキルの習得だけではなく、日本人の習慣やルールを学び、帰国後はそれを自分の所属す

る会社のためだけでなく、国の経済や産業の発展へつなげていこうと熱心に活動しています。 

インドの経済成長のためには、｢雇用への貢献度の高い製造業が大切である。インドは長い歴史と伝統

を持っているが、いま若く新しい力をもって変わろうとしている中で、初等教育が今後の課題である｣

と指摘していました。 

 続いて、三谷氏は、現役の HIDA職員として現在の HIDAの活動と、インドに対する取り組みについて

話をされました。 

講演の中で、｢インドへ進出する日本企業が増えるとともに HIDA研修生の数も他のアジア新興国のレ

ベルに近づき、インドへの注目度が確実に上がっていると実感している｣とのことでした。｢高等教育の

レベルは高いのに対して、初等教育が十分でなく成績上位者はどんどん進学するものの、他方ドロップ

アウトしてしまう児童も多い｣と同様の指摘をされ、『インドにとっては IT 産業も重要だが、HIDA とし

ては製造業振興の観点から職能階層間の大きなギャップを埋めるために、先ずは日本企業の集中するエ

リアを重点とする階層別アプローチを通じて、より効率的な｢ものづくり人材育成｣を支援する方針であ

る』と語っていました。 

インドでは日本との関係が希薄になった 1960 年代～70 年代に、若くして日本で研修した先駆者達が

インド各地で親日家･知日家のキーパーソンとして若い人たちをリードして活躍していることを聞き、人

的交流の重要性を再認識しました。出席者からの質問も多く出され、有意義な意見交換の場となりまし

た。HIDA-AOTSの活動については、HIDAジャーナルをご参照ください。 

HIDAジャーナル：http://www.hidajapan.or.jp/jp/pr/magazine/index.html       

 (筆者：湊和貴) 

 

3. イベント紹介 

Japan-India Events 

http://www.hidajapan.or.jp/jp/pr/magazine/index.html
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◆インド･マニプリダンス鑑賞会  

 

2016 年 2 月 22 日 インド大使館にて、本場のマニ

プリダンサーを招いての鑑賞会があった。マニプール

州(ミャンマーとの国境)に発する伝統インド伝統舞踊

で、色彩豊かな衣装、軽やかな足使い、踊りの持つ物

語性、リズミカルな音楽と静的ダンスの半面、極めて

活動的、ダイナミックな踊りが特徴と云える。 

｢日印交流を盛り上げる会｣の主催で行われたが、会

場は立見席になるほど盛況で、インド古典舞踏と云う

独特な雰囲気の中、女性ダンサーはあでやかな衣装を

まとい、日本舞踊に通じるのではないかと思わせる所

作で、華麗な舞を演じてくれた。男性ダンサーが演じ

る舞も、非常に優雅で、男性を演じるが女形を思わせ

るような踊りであった。一方で、他の男性ダンサーは

極めて大きな激しい動きを呈し、太鼓を打ち鳴らして

の舞を演じてくれて、寒い中汗をかきながらの熱演で

あった。観客は、司会者による演目の説明を聞きなが

ら、晴やかな気持ちで鑑賞することができた。 

マニプリダンスは日本では見る機会が少ないので、

良き鑑賞会であった。(筆者：笹田勝義) 

 

 

◆女川町東日本大震災追悼式 

 

2016年 3月 11日(金)、あの東日本大震災から 5

年。今年も女川町東日本大震災追悼式がしめやか

に営まれました。インド国家災害対応部隊NDRF(イ

ンド隊)が行方不明者の捜索を、津波の被害の大き

かった宮城県女川町で行ったことからはじまった

インドと女川町の相互交流。スジャン･R･チノイ駐

日インド大使の代理として式典に参列したサティ

ンダー･シン駐在武官が献花しました。式典には村

井嘉浩宮城県知事、女川町須田善明町長、安住宣

孝前町長も顔を揃え、大震災で犠牲となった魂に

哀悼の意を表しました。その中で、ご遺族代表の

神田瑞季さんは、祖父･明夫さんの遺体をインド隊が発見したと述べられ、式典が終わると母･祐子さん

とともに武官に歩み寄り｢祖父を見つけてくださり本当に有り難うございました｣と深々と頭を下げられ

ました。そして、瑞季さんはその場に持参していたご自身の新刊書｢なみだは あふれるままに｣(PHP研

究所 2016.2.24発売)に署名し、インド隊への感謝の気持ちを込めてインド大使館に寄贈されました。 

(報告･写真：平本謙一郎･個人会員)  
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§｢インドビジネス 40年戦記｣～13億人市場との付き合い方～ 

著者：中島敬二 

発行：日経ＢＰ社 

定価：本体 1,600円＋税  ISBN：9784822251468 

 

著者は大手商社社員として長年にわたりインドと関わり、3 度目のインド

赴任の後は、日本企業のインド進出を支援するコンサルタント会社を起業

するとともにインドで日本食レストランやホテル経営の経験を有する。そ

れだけの経験があり、40年以上インドとのビジネスを続けてきたのに、イ

ンドについては自分なりの解釈で多少のことが語れるようになったレベル

だと謙遜する。昔はやればやるほど問題が山積するインドから逃げ出した

いと思ったこともあったが、運命はそうはさせなかった。インドとの付き

合いは平坦なものではなく、はじめは嫌い憎み軽蔑し憤慨し悲しみを経験しながら、1 度目の赴任の時

は｢ビジネス･チャンスがある国を無視することはできない｣と商社員魂を奮い立たせ、｢実は自分はイン

ドが好きなのだ｣と自己暗示をかけた。そして 2度目の駐在である現地社長時代を経て、いつの間にかイ

ンドに対して愛情や畏敬の念を抱くようになり、振り返ればインドとの付き合いが 40年、インド滞在期

間が通算で 18年を越えていたと言う。インドにある｢日本村｣から独立して｢インド村｣に生きる著者ほど

『インド人を｢頼れる友人｣にするコツ』を語るのに相応しい日本人はいないだろう。表紙の帯で日印協

会平林理事長(元駐印大使)が太鼓判！ 

 

“新刊書紹介”コーナーで取り上げた書籍は、協会図書として会員の方には貸出をしております。他の

協会所蔵の図書も貸出可能です。貸し出し期間は 2週間、1回につき 5冊まで可能です。どうぞ、ご利

用下さい。 
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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) 

《｢月刊インド｣の HPアップと会員サービスについて》 公益財団法人のため情報の公開が求められおり、4月

号は 5月号発行後に HPにアップします。今後は、次号が発刊される毎に前号を HPにアップ致します。HP は

非会員の方でもご覧になれますが、会員の皆様には印刷物でいち早くお届けしております。 

《次回の『月刊インド』の発送日》は、2016年 5月 13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。 

《事務局からのお願い》 日印協会では、『月刊インド』を通じて会合催事等のご案内をしておりますが、急

な催事の場合は、E-mailを用いて行っております。E-mailアドレスのご登録がまだの方は、事務局にご連絡

を下さいますようお願い申し上げます。また、『月刊インド』はヤマト運輸のクロネコ DM 便を使用していま

す。郵便局に転居届を出されても、クロネコ DM 便は転送されませんので、ご住所･連絡先等の変更につきま

しても、事務局にご連絡下さい。連絡先は下記をご参照下さい。 

《編集後記》 東日本大震災 5周年追悼式では、女川町で振る舞われたインドカレーが美味しかったと、また

インド隊の活躍振りも話題になりました。ここに新たな絆が生まれていることを知りました。犠牲になられ

た方々に心からご冥福をお祈り申し上げます。（宮原） 

 

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。

5. 掲示板 
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