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インド総選挙で思う事 

堤 さりい (学生会員) 

■はじめに 

 現在、私は所属している大学を休学し、ハリヤナ州グルガオンにあるインド現地企業にて、1 年間の長期

ビジネスインターンシッププログラムに参加している。今回、光栄にも『月刊インド』へ寄稿する機会を頂

いた。毎日インド人と働き、インド人と生活する中で感じた 2014年総選挙について、｢生活者｣そして｢学生｣

の目線で自らの思うところを書いていきたい。 

■日印の選挙における様々な違い 

 日印の選挙における違いを選挙制度の面から言えば、膨大な人口を抱えるインドには全国同一の投票日が

ない。4月上旬に始まった投票期間は 9回もの投票日を経て 5月 16日に開票となる。一ヶ月以上も続くこの

期間中、新聞の一面を飾るのは各政党の動きなど選挙関連の記事となり、一種のお祭りのようである。 

 また、投票率の面でも日本とは状況が大きく異なっている。例えば、2009年インド総選挙におけるデリー

首都圏の投票率(51.8%)から、今回の総選挙では 10%以上も上昇しているとの報道があったが、投票率が下が

る一方の日本と比較した時｢何故?｣と考え込んでしまった。更に、今回のインド総選挙の前哨戦として昨年末

にデリー首都圏を含めた 4州で地方議会選挙が行われたが、この投票率が非常に高く、80%を越えた州もあっ

たそうだ。日本の地方議会選挙における投票率と比べるとその差に驚く。 

 他にも、インドでは投票日が平日の場合殆どの会社が休日となり、当日は Dry day(アルコール類の販売が

禁止される日)となるなど、日印の選挙の違いを見つけ、同僚や上司にその制度が実施されている背景を聞く

のは、インドにいなければ出来ないことで非常に楽しい。 

■インド人の選挙に対する姿勢 

 インド人と一緒に働く中で、彼らは選挙期間中、仲間同

士で政治談義を頻繁に行い、かつ、それを楽しんでいると

気づいた。今回は政権交代が実現する可能性も高いとあっ

て、投票日を重ねるにつれて現在のインドの政治や自身が

フォローする政党についての議論にも熱が入り、政権交代

が実現されなければインドの未来はない、インドの成長の

ためにはまず政治家･官僚の腐敗を正す必要があるなど、ラ

ンチの時間に熱弁を振るう同僚もいる。また、インドでは

投票を行うと<写真１>のように、すぐには落とせない塗料

で指にペイントが施される(写真撮影時点では投票日から 15日が経過)。投票済証明書の代わりだそうだが、

Facebook等のSNS上にペイントされた指の写真が自慢気なコメントとともに多数アップロードされていたの

も面白かった。周囲のインド人は普段から政治や経済に関する意見交換を友人達と行っているためか、選挙

に対する関心の度合いが日本人よりも高いように思う。 

 この総選挙の意義や選挙後目指すべきインド政治のあり方についての意見をヒアリングすると、｢民間企業

のレベルが高まりつつある今だからこそ、政治をより良くすべきだ。官民両方の側面からアプローチ出来れ

1. 2014年インド総選挙 
General Election 2014 

<写真1: 爪の投票済みペイント> 
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ばインドの発展は更に加速する｣と、皆が口を揃えて熱く語る。政

治に対する期待の仕方は、私が感じる日本人の期待の仕方とは違

って見え、加速度的に成長する新興国は皆このようなのだろうか

と思うと同時に、かつての高度成長期には日本も同様だったのだ

ろうかとも考える。ちなみに、日本では一般的な争点である社会

保障について何人かに水を向けてみたが、デリー首都圏のビジネ

スマンの関心度はそれ程高くないようだった。 

■結びにかえて 

 現在までに通算 14ヶ国を訪問したが、インドの都市を歩き、イ

ンド人学生やビジネスマンと交流して感じたこの国の｢将来への期

待感」｢未来志向の躍動｣は、他のアジア各国に勝るとも劣らない。今回偶然インド総選挙の盛り上がりの中

に身を置き、ますますその想いを強くしている。その一方、日印を比較しようとした時に感じるのは、世界

の中でますます存在感を強めるインドに関する私自身の知識の少なさ、そして誤解を恐れずに言えば、日本

国内における｢リアルなインド｣への接点の少なさである。最近では徐々に注目度合いが高まっているが、大

学で欧米について学ぶのと同様に、インドの政治や経済について学び、さらに現地でインドに生きる人々と

の交流経験を持つことで、インドの魅力と抱える課題を知り、将来的に双方の協力関係構築を可能にする｢接

点｣を見出せるようになるだろう。これは私自身の目指すところでもあるし、そのような若者がもっともっと

増えれば、と強く思う。 

 

<筆者紹介>  堤 さりい（つつみ さりい） 

1991年兵庫県高砂市生まれ。大阪大学法学部国際公共政策学科 4

年生前期終了後、休学。大学 1年生から在席していた NPO法人ア

イセック･ジャパンの海外インターンシッププログラムに参加し、

2013年 10月より 1年間、インド現地企業でのビジネスインター

ンシップに参加中。現地ではインド人家庭にホームステイ。 

<←デリー近郊の留学生･インターン生 20人程が参加した交流会にて 

  筆者は後列右端> 

 

<写真提供; 堤 さりい> 

 
｢日印協会110周年記念バッチ｣ 頒布致します。 

会員の方に優先的に、実費(600円)にて頒布致します。 

価格、受け取り方法(郵送の場合は送料がかかります)等は、日印協会事務局までお問い合わせ下さい。 

E-mail  partner@japan-india.com      FAX  03-5640-1576 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 無くなり次第、頒布は終了致します。 

30mm 

16mm 表 裏 

(拡大図) 

<写真 2: 青空投票所> 
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India – General Elections 2014 

Neeraj SHARMA (Individual member) 

Facts First:  

No. STATISTICS 2014年(今回) 2009年(前回) 

1. 
Total no. of States / Union Territories for elections 

28/07 = 35 28/07 = 35 
州/連邦直轄領の数 

2. 
Total no. of Parliament Constituencies for elections 

543 543 
インド下院総議席数 

3. 
Total no. of candidates contesting elections Over 13,000 

(expected) 
8,070 

立候補者数 

4. 
Min. no. of elected members required to form government 

272 272 
組閣に必要な議席数(過半数) 

5. 
Total no. of phases for elections 9 05  

選挙回数 (7 Apr–12 May, 2014) (16 Apr–13 May, 2009) 

6. Declaration of results  開票日 16 May, 2014 16 May, 2009 

7. Total no. of voters (176 m in 1952*) 投票者数 814,591,184 716,985,101 

8. 

 M 426 M (52.4%) 374.7 million 

Gender ratio of voters for 2014 W 387.9 M (47.6%) 342.2 million 

(Transgender) T 28,341  

9. 
Total no. of voters added since last General Elections 

120 million 43 million 
新規投票者数 (前回との比較) 

10. 
Total no. of voters between age 18 – 19 years 

23 million 5.3 million 
18～19歳の投票者数 

11. Total no. of polling stations  投票所数 935,000 834,919 

12. Total no. of voting machines  投票機数 1,878,306 1,183,543 

13. 
Total no. of staff deployed for poll duty 

16.5 million 5.7 million 
選挙管理スタッフ数 

 

概要 

 India – the world’s largest democracy by size, volume & constitution, goes to polls this Apr-May to elect its 16
th
. 

government since independence in 1947. Even with 717M voters in the last general elections of 2009, India held 

the largest democratic exercise on the planet – larger than even European Union and the USA electoral combined. 

Elections to the lower house - the house of representatives (also called the ‘Lok Sabha’), are held for a term of 5 

years unless circumstances force a mid-term polls. In all, for run to 2014 elections, there are 1616 political parties in 

fray constituting 06 national parties, 47 state parties, and 1563 un-recognized parties, with more than 13,000 

candidates, including independent, contesting for 543 seats spreading across 28 states, 07 union territories.  

 120M new voters, between the age 18 – 23 years, have been added since the last general elections which makes 

the issues concerning the youth – corruption, development, law & order (including safety of women, specially after 

the infamous Delhi gang rape case of 16 DEC), pre-dominant as criterion to choose the new government. 2014 

elections are also headed to witness the highest ever turnout of voters to cast their votes. With voting in 06 out of 09 
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phases of elections having been concluded, the national aggregate of turnout of voters is 66% as against 57.53% for 

the same parliamentary constituencies in last general elections of 2009; by the end of 06th. phase of voting on 24th. 

Apr, it is estimated that a total of 350 million voters have already cast their votes as against 214.9 million in 2009 

for the same constituencies. For the first time in General Elections, the voters will have the Right To Reject all 

candidates contesting from any particular constituency by exercising the NOTA (None Of The Above) option. 

 In the National Capital of India – New Delhi, general elections were held on 10-Apr (Thrs.) for all the 07 

parliamentary constituencies. As per directions from the Election Commission of India, it becomes mandatory that 

the election day is declared as a holiday so that more and more people can exercise their ‘right to vote’. The voting 

started at 07:00 a.m. until 18:00 hrs. Where more than 66% out of total of 12.7 million electorate of Delhi exercised 

their franchise. All 11,763 polling stations across 2,527 polling premises were differently-abled friendly. Delhi, 

being a metropolitan city, had same queue for men as well as women, a striking difference from interiors of India 

where women enjoy privilege of having exclusive passage.  

 Election Commission of India has been doing rigorous campaign involving celebrities, like bollywood superstar in 

Aamir Khan (also Election Commission’s brand ambassador for poll campaign), etc., and famous personalities in 

the field of sports, etc. encouraging electoral to cast their vote. This showed results as getting inked (ink marked on 

left-hand forefinger as sign of having voted) became a fashion statement and people started flaunting the left-hand 

forefinger as sign of having voted.  

 The flip side of such elections is that most of the processes in the administration, business, projects (weather new 

or on-going), etc. gets virtually stalled over the uncertainty as to who would form the next government. The 

law-makers, the executors, other people attached to the smooth running and functioning of the government – all get 

engaged in the election process thus leaving a stand-still government. The fear among the bureaucracy that any 

change at power may trigger vast transfers of crucial positions also leaves any development or progress in abeyance. 

The word ‘elections’ is sufficient alibi to postponing of almost any matter to a later date.  

Three phases of polling – on 30 Apr, 07 May, and 12 May is still left before the entire process of voting is 

concluded. It would be exciting to know the verdict and what governance do the people of the Republic of India 

desire, and is it anyway that the young India is looking for a change; we all come to know this on 16 May when the 

results are announced. 

>>>>>>>＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞和訳＜＜＜＜＜＜＜＜<<<<<<<<<<<< 

インド、そのサイズ、ヴォリューム、構成から見ても世界最大の民主主義国家を誇るこの国は 4月 7日を

皮切りに国を挙げての大総選挙を実施し、来る 5月 16日に開票日を迎える。1947年に独立を果たして以降

16回目となる。5年前、2009年に実施された総選挙における選挙民でさえ 7億 1千 6百万であり、この数値

はヨーロッパ諸国やアメリカのそれとを合わせたものより上回っており、この地球上で最も大きな民主主義

国家と言えるものである。下院選挙(‘Lok Sabha’と呼ばれる)は何らかの状況が中間選挙を実施するに至ら

しめない限りは 5年に 1回行われる。2014年のこの大総選挙において、6の国民党、47の州政党、そして 1,563

の認容されていない政党からなる合計 1,616 の政党が、そして 13,000 人もの政党を含む立候補者がインド

28州と 7つの連邦直轄領にまたがる 543の議席をめぐって争っているのである。 

 新政府を選出するにあたり、大きな鍵を握るのは今回初めて選挙権を得る 1 億 2 千万人にも及ぶ 18～23

歳の(前回は選挙権を得ていなかった)若者たちである。前回の総選挙から今若者の間で関心事とされている

のは汚職問題や、国の発展、治安(特に 2012年 12月 6日に起こったデリーでの集団レイプ事件の後から女性

への安全が注目、課題となっている)といったもので、各政党はこれらの課題に重点を置かざるを得ない状況
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になっている。2014年の大総選挙は前代未聞となる高い投票者数を打ち出すことになるであろう。全 9フェ

ーズあるうち、6フェーズの投票を終えた現時点の段階で同選挙区と比較し、既に 2009年に実施された選挙

の投票者数の 57.73%に対して 66%という数値を出しているのである。つまり、2009年の 2億 1千 4百 90万

という数値に対して現時点で既に 3億 5千万の有権者らが彼らの票を投じていることになる。（6フェーズ終

了時点で 543のうち 349選挙区が終了している）。また、今回の総選挙から初めて NOTA(None of the Above)

という制度が適用されている。つまり、立候補者の誰にも票を投じないという権利である。 

 インドの首都ニューデリーでは総選挙は4月10日(木)に実施され、全7議席における選挙が終了している。

インド選挙管理局の命にもとづき、選挙日は祝日として制定され全国民へ投票を促している。投票は朝 7時

から夕方 6時まで行われる。デリーの有権者、1千 2百 7十万人のうち 66%以上の有権者が票を投じている模

様だ。ニューデリーでは、全 2,527の投票施設、11,763の投票所があり全てがバリアフリー対応施設となっ

ていた。また、地方の投票所では通常女性専用列があるが、都会デリーにおいては男女の列が一緒だったこ

とが見られた。 

インド選挙管理局は、多くの国民に選挙に参加してもらう為様々な手段を講じている。例えば、インドの

ボリウッドスーパースター、アミール･カーンをブランドアンバサダーとして起用したり、著名なクリケット

スター選手を起用しキャンペーンを実施したりと力を入れている。インドでは投票を終えた者の、左手の人

差し指の爪に印を付けられる仕組みになっているが、その印を見せびらかす(写真を撮影しネット上にアップ

する等)といったことが流行にまでなった。インド選挙管理局の努力の賜物である。 

 一方で、この大総選挙実施において様々な面で選挙を理由に物事が滞ってしまっているというのも一つの

側面である。つまり、仕事の後倒しをするのに選挙が良い口実になってしまっていることも事実である。新

政府が樹立されれば今の仕事のポジションも継続できるかといった不安も混じって仕事に身が入らないとい

う状況でもある。 

全投票が終了するまで残るのは 3フェーズ、すなわち 4月 30日、5月 7日、そして 5月 12日を残すのみ

となった。インドの人口が判断した結果が、来る 5月 16日には下されることになる。政治家やその関係者は

さぞかし気をやきもきさせていることだろう。                    (記 4月 29日) 

<筆者紹介>  Neeraj SHARMA (にらじゅ･しゃるま) 

1993年デリー大学(ハンスラージカレッジ)で英文 

学(English Literature)を専攻･卒業後、父より薦め 

られて 1994年に、東京の西葛西にある東洋言語学院 

で約 2年間、日本語を勉強。 

その後、日系企業(JAL日本航空)に入社、天王洲の本社に勤務し、日本

語に磨きをかける。 

現在、ニューデリーの HI-NO-DE Enterprises (P) Ltd. 代表取締役。 

写真は、執筆者の爪につけられた投票終了の印 

 

 

 

 

 

 

 

“平成 26年経済センサス – 基礎調査及び平成 26年商業統計調査の実施について” 

総務省･経済産業省では、平成 26年 7月に｢経済センサス･基礎調査｣と｢商業統計調査｣を一体的に実施する事

になりました。いずれも国の重要な調査であり、正確な統計を作成するため、統計法(平成 19年法律第 53号)

に基づいた報告義務のある調査(基幹統計調査)として実施します。調査の趣旨、必要性をご理解頂きますよう

お願い申し上げます。 

問合わせ先: 総務省統計局統計調査部経済基本構造統計課  ☎ 03-5273-1105 

            経済産業省大臣官房調査統計フループ構造統計室  ☎ 03-3501-0386 



 

8 

 

 Ⅰ. 内政  

4月3日 

3日付ザ･ヒンドゥー紙他によれば、同日、庶民党(AAP)は総選挙に向けたマニフェストを発表した。デリー

準州議会選挙の際と同様に、汚職追放をマニフェストの第一番目に掲げ、基礎インフラ、飲み水の供給な

どに重点をおいた内容となっている。 

4月7日 

7日、BJPは｢Ek Bharat Shrestha Bharat – Sabka Saath, Sabka Vikas (United India, Great India – All 

together, Development for All )｣と題する2014年下院議会総選挙マニフェストを発表した。 

メモ： 

ＢＪＰのマニフェストは同党ウェブサイト(http://bjpelectionmanifesto.com/)にて閲覧可能。なお、コングレスのマニフェ

ストは3月26日に発表済みであり、(http://inc.in/manifesto/)にて閲覧可能。 

4月8日、9日 

8日付インディアン･エクスプレス紙は、BJPが核ドクトリンに述べられている核先制不使用を見直す方向に

傾斜している旨報道した。これに対し、9日付ヒンドゥスタン･タイムズ(HT)紙は，同紙によるBJPへの取材

の結果、BJPの選挙マニフェストに述べられた核ドクトリンの見直しは、核の先制不使用等のインドの核ド

クトリンの原則的事項の見直しを意図したものではなく、時代の変化に対応し、核能力の向上を目指すも

のである旨報じている。 

4月9日 

10日付ザ･ヒンドゥー紙他によれば、モディBJP首相候補は、グジャラート州バドダラ選挙区にて、立候補

登録を行った際に、登録用紙の妻の氏名を記入する欄に｢ジャソダベン｣と記入した。これまで長らく、モ

ディ氏が同女性と婚姻関係にあるとの噂はあったものの、モディ氏本人が認めたのはこれが初めてである。 

メモ： 

モディ氏は、過去のグジャラート州議会選挙への立候補登録においては、妻の氏名の欄は未記入のまま提出してい

た。今回、モディ氏が，妻の氏名の欄を記入するに至った背景には、昨年9月に、印最高裁が、憲法に従い、有権者

は候補者の基本情報について知る権利があり、未記入事項のある宣誓供述書(※立候補登録時に提出が定められ

ている)は拒否される旨判決を出したことを受け、同年9月30日、選挙管理委員会が、宣誓供述書の全ての記載事項

の記入を義務づけたことがある。 

4月14日 

15日付タイムズ･オブ･インディア(TOI)紙は、連邦下院選挙に関する世論調査について報じている。同調査

においては、BJP率いる国民民主連合(NDA)が、閣外協力を得ずに下院過半数275(うちBJPは226)の議席を獲

得する結果となった。一方コングレス党は、自党過去最低の議席数である92となり、同党率いる統一進歩

同盟(UPA)との結果が出た。 

4月15日 

15日付TOI紙他は、インド最高裁が、トランス･ジェンダーを第3の性(Third Sex)として認識し、これらの

人々にも憲法上認められた権利が与えられるべきであるとの判決を下したと報じた。 

4月16日 

16日付ヒンドゥスタン･タイムズ(HT)紙他によれば、インド選挙管理委員会は、国内報道各社に対して、14

2インドニュース(2014年 4月) 
News from India 
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日の夜に各TV局で報道された世論調査が既に選挙実施済みの111選挙区における各党の予想獲得議席数を含

む内容となっており、人民代表令126A条に抵触するとし、今後こうした報道を控えるよう勧告を行った。 

メモ： 

インド連邦秘会及び各州議会の選挙管理につき定めている人民代表法は、第126条において、投票期間中の選挙

関連活動につき、各選挙区において投票終了時刻までの48時間の間、映画、テレビまたは他の同様の方法によ

って公表する(display to the public)ことを禁止する。本規定に違反した者には、2年以下の懲役、または罰

金、もしくはその両方を課す、と規定している。 

4月24日 

24日付HT紙他によれば、立候補届出の最終日である24日に、モディBJP首相候補が、UP州ヴァラナシにおい

て、同選挙区への立候補を届け出た。 

4月30日 

30日付ヒンドゥー紙によれば、同日、インド選挙管理委員会は、グジャラート州警察に対し、モディBJP

首相候補がグジャラート州において自らの票を投じる際に、投票所付近で選挙演説等を行ったことに関し、

同委員会が定める行動規範に違反したとして初期報告書(FIR)を作成するよう指示した。 

 

 Ⅱ. 経済  

4月1日 

1日、インド準備銀行(RBI)は、金融政策会合を開催し、政策金利であるレポ･レートを現行の8.0%のまま据

え置くと発表した。 

4月2日 

2日、インド準備銀行(RBI)は、インフラ開発金融公社及びバンダン･ファイナンシャルサービスに対し、新

銀行免許付与に関する指針に則り、銀行設立の許可を与えたと発表した。 

4月15日 

インド中央統計局は，15日、消費者物価指数(CPI)に基づく3月のインフレ率を8．31%(速報値)と発表した。

食料品価格の上昇もあり，先月に比べ緩やかな上昇となった。また、同日、インド商工省経済諮問局は、

卸売物価指数(ＷＰＩ)に基づく3月のインフレ率を5.70%(速報値)と発表した。先月の4.68%より大幅な上昇

となった。 

4月15日 

15日付ビジネス･スタンダード紙は、15日，全国ソフトウェア･サービス企業協会(NASSCOM)が、日インド間

のIT産業の促進のため、プネー市にNASSCOM･日本委員会を設置した旨報じた。同委員会は，日インド間の

IT産業の発展を目的に設置され、特に日本のオフショア先としてインドを推進していくもの。 

4月22日 

22日付ビジネス･スタンダード紙他は、インドのIT最大手のタタ･コンサルタンシー･サービシズ(TCS)と三

菱商事が、傘下に置く3社を統合する形で，合弁会社を設立すると報じた。 

メモ： 

報道によれば、ＴＣＳは、21日、①アイ･ティ･フロンティア社(三菱商事が100％出資)、②日本ＴＣＳソリューションセン

ター(三菱商事とＴＣＳが共同出資)、③ＴＣＳジャパン(ＴＣＳ日本法人)とを合併させ、ＩＴサービス事業を統合化すると

発表した。新合併会社の出資比率は、ＴＣＳが51％、三菱商事は49％となり、約6億ドルの収入となる見込み(ＴＣＳ日

本法人単独で1億ドル、三菱商事のＩＴフロンティア社が単独で5億ドル)。ＴＣＳは、1987年に日本に進出していたが、

今次事業統合をきっかけに日本を拠点に世界に向けたビジネスを7月より開始する。 
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4月22日 

23日付HT紙他は、トヨタ･キルロスカル･モーター社の労使紛争について、1か月を超える行き詰まりを終え、

カルナタカ州政府による労使双方に対する操業正常化の要請の後、22日、同社の労働者は、バンガロール

郊外の2つの工場に戻ったと報じた。 

4月25日 

26日付HT紙他は、25日、NTTドコモが、同社が保有するタタ･テレ･サービシズ(TTSL)の株式(26.5%)を売却

し、撤退することを発表した旨報じた。 

4月26日 

26日付TOI紙によれば、インド出身の著名エコノミストで、モディ首相候補のアドバイザーとして知られる

バグワティ･コロンビア大学教授は、モディ政権が誕生した場合、同教授の教え子であるアルヴィンド･パ

ナガリヤ同大学教授がモディの主席エコノミストの有力候補者であると述べた。 

メモ：  

同報道によれば、バグワティ教授は、成長促進のためには、インドが貿易やＦＤＩをもっと開放することを、モディ自身

が約束しなければならないと述べた。また、同教授は、外資を引きつけるため、モディが、現在インド人民党(ＢＪＰ)

が反対している、ウォールマート等の小売業の開放を認める決断を下すことを期待している旨示唆。さらに、早急に

対処すべき政策は、モディが高インフレの要因と指摘する政府支出の削減であると指摘。 

 

 Ⅲ. 外交  

4月14日 

インディア･トゥデイ紙によれば、14日、中国を訪問したシン･インド外務次官は、劉振民(Liu Zhenmin)

中国外交部副部長との間で、第6回印中戦略対話を実施した。双方は、インドでの政権交代、中国･パキス

タン回廊、在ラサ･インド総領事館開設等を巡り、意見を交わした。また、シン外務次官は、14日、王毅外

相を表敬訪問した。 

4月16日 

通信社エイジアン･ニュース･インターナショナルは、16日付配信記事で、モディBJP首相候補に対して行っ

た独占インタビューの概要を掲載。モディは、米印関係について、米国との厄介な個人的関係を葬り、イ

ンドの国益が最大となる未来を築いていきたい、インドは，過去にとられるのではなく、未来に向かって

走っており、インドにとって良いことであれば何でも行うと述べた。 
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メモ： 

また、モディは、印パ関係について、インドの文化は、統一、友好、尊厳を支持しており、今日の国際社会では、共に

前進すべきであり、争いや戦争は誰の助けにもならない。我々は威厳を持って生きることを望んでおり、また、他者

の威厳を尊重する、それが我々の伝統であると述べた。核の先制不使用については、1998年に核実験を命じたあ

と、核兵器の先制不使用政策を宣言したバジパイ首相のアプローチを基礎とした、継続性のある政治を追求していく

と言及した。 

4月16日 

インディア･トゥデイ紙によれば、16日、シン･インド外務次官は、チトフ露第一外務次官及びモルグロフ

露外務次官との間で年次の外務当局間協議を実施した。双方は、継続中の協力について評価するとともに、

本年インドで開催予定の年次首脳会談について議論した。また、ウクライナ情勢についても意見交換した。 

4月22日 

インド外務省発表によれば、22日、シンハ･インド電力省次官は、ブータンにて、ツェリン･ブータン経済

省次官との間で、水力発電合弁事業に関する協定に署名した。 

4月28～30日 

インド外務省発表によれば、4月28～30日、第6回｢印中国境問題の協議と調整のための作業メカニズム｣会

合が北京において開催された。インド側代表団はバンバワレ外務省東アジア局長以下、外務省、国防省、

内務省、陸軍、インド･チベット国境警察関係者で構成され、中国側代表団は、Ouyang Yujing外務省国境･

海洋局長以下、外務省、国防省関係者で構成された。 

メモ： 

同発表によれば，同会合は，率直かつ建設的な形で開かれ，双方は，特に西部セクターでの印中国境地帯におけ

る最近の事案，国境防衛協力協定(ＢＤＣＡ)の実施や更なる信頼醸成措置についてレヴューした。同会合は，設立以

来，過去2年間に6回の会合を開催しており，国境問題を管理する主要な機能となった。 

 

 Ⅳ．日印関係 

4月24日 

24日の日米首脳会談後に発出された共同声明において、日米両国は、韓国、豪州、インドを含む志を同じ

くするパートナーとの三カ国間協力を強化しているとし、また、｢日米のグローバル及び地域協力｣と題し

たファクトシートにおいて、3カ国間の連携として、韓国、豪州との連携に加えて、インドとの日米印協議

を言及した。 

メモ： 

27日付タイムズ･オブ･インディア紙は、｢安倍総理及びオバマ大統領は,インドを3カ国クラブに引き込む｣と題した記

事を掲載し、日米の共同声明では、｢アジア太平洋及び世界の平和と経済的繁栄｣のため、日米印協議を強調してお

り、同協議は、最も成功している3カ国による共同イニシアチブの一つと論じた。また、それは、日印双方において、

日印関係が優先事項になっていることを意味している、印米関係は日米関係のようにギクシャクしているが、他方、

日印関係は異なった軌道を辿っている、モディ首相候補は、シン首相と同様、日本への関心を有しており、最初の外

遊先として日本を訪問するかもしれないとそれとなく示唆していると論じた。 

4月25日 

25日、訪日したシン･インド外務次官は、齋木外務次官と日･インド外務次官対話を実施した。また、外務

省発表によれば、同日、シン外務次官は、岸田文雄外務大臣を表敬し、近年の日･インド関係の発展には目

覚ましいものがある、今後とも力強い二国間のモメンタムを維持すべく、種々の協力措置を実施していき

たいと述べた。 
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今月の注目点： インド総選挙の特徴と注目点 

 4月7日、インド総選挙が幕を開けた。投票は、543選挙区において5月12日までに9回に分け

て実施、開票は5月16日に一斉に行われる予定である。有権者は約8億人に上り、93万カ所の投票

所が設置される。これほどの規模は世界でも類を見ないため、世界最大の選挙とも言われている。 

 今回の総選挙において、電子投票の際に、新しく、有権者が｢該当無し｣(None of the Above)

を選択可能に、そして、性別についても、｢第3の性｣(Third Sex)を選択可能になった。特に、性別

の選択については、これまで、性別を明確にしたくないために選挙を棄権してきたヒジュラと呼ば

れるトランス･ジェンダーの人々の投票を促すことに繋がるだろう。 

 上記の他、今回の総選挙では、政権交代がどのように行われるか、ということが注目されている。

現職のシン首相は、2004年から2期10年務めたが、今期を最期に退任することを表明しており、

選挙の結果如何に関わらず新しい政権が誕生する。更に、最近の世論調査では、インド人民党(ＢＪ

Ｐ)がますます優勢になっているとされ、10年ぶりの政権交代の可能性も高くなっている。 

 今回の選挙戦における主な争点は、シン首相の下で一時は高成長を遂げたが、最近では経済成長

率が4％台に落ち込んでしまったなど、昨今の景気の陰りをどう立て直すか、雇用対策や開発等の国

民の生活に関わる事項の他、コングレス党政権が批判を浴びている政治腐敗の撲滅といった点が挙

げられる。今次総選挙でメインプレーヤーとされるＢＪＰ及びコングレス党は既にそれぞれのマニ

フェストを発表済み。ＢＪＰは、喫緊の課題として、物価上昇、雇用と起業や汚職といった点を挙

げており、経済に重きを置いた内容となっている。一方のコングレス党は、農業開発、地域均衡性、

後進地域の発展といった貧困層に焦点を当てた内容となっている。従来から、コングレス党は、貧

困層の支持を多く獲得してきた。これら貧困層の意見は、知識層を多く対象にした世論調査には反

映されにくいため、インド国民の多数を占める貧困層がどのような選択をするのかで選挙の結果が

変わってくる可能性がある。 

 メインプレーヤーの二党の他に注目すべきは、地域やカースト等をベースとした中小政党である。

ＢＪＰとコングレスは、メインプレーヤーではあるが、これまで両党が単独で政権を取ったことは

無い。おそらく今回の選挙でＢＪＰ、コングレス党のどちらが勝ったとしても、政権を取るために

中小政党の指示を得る必要が出てくるとされる。 

開票の後、勝った政党がどのような動きを見せるかも注目される。選挙期間中だけでなく、開票

が終わり、新政権が発足するまで目が離せない。 

 

 



 

13 

=◇ 最近のイベント ◇= 

◆Happy Holi 2014 !  

第 2回目となる“Holi Festival Of Rainbow 2014”は、お蔭様で昨年を上回るイベントとしての開催とな

りました。HOLI祭はインドの春に行われる色かけ祭りですが、今では、全米、イギリス、メキシコ他、世界

各国で広がりを見せている HOLI色祭りが横浜に上陸ということもあり、地元メディアでの紹介はもちろんの

こと、TBSの番組『王様のブランチ』に 1日取材されて(写真 2)、4月 12日の番組で放映紹介されたことも

あり、大きな反響となりました。 

今年の Holi Festival Of Rainbow 2014は、テーマカラーを“Orange”として、4月 11日～13日、横浜赤

レンガ広場 Bで開催(写真 1･4)しました。一番心配される海風が吹くこともなく、天候に恵まれた 3日間と

なり、約 25万人の方が来場されました。特に今年からスタートしました Holi Looks Contestには大勢の参

加者があり(写真 3)、来年も楽しみに必ず参加されるというかたがほとんどでした。色で日印を繋げるイベ

ント Holi Festival Of Rainbowの来年の開催は私たちも楽しみです。来年のテーマ色は、虹色の 3番目の色

の“Yellow”です。 

来年も皆様と Happy Holi！の合言葉でお会いできますことを楽しみにしております。  

Holi Festival Of Rainbow 2014 実行委員 大場多美子 

 

 

 

 

 

 

 

 

<写真提供; 大場多美子> 

 

＝◇ 今後のイベント ◇＝ 

◆インド古典舞踊カタカリ舞踊劇公演 

インド政府 ICCR派遣カタカリ舞踊団による公演です。 

 日 時: 2014年 5月 27日(火)    19:00開演 (18:30開場) 

 会 場: インド大使館インド文化センターホール 

     東京都千代田区九段南 2-2-11 

入 場: 当日 3,500円 / 前売 3,000円) 

 共 催: インド大使館、インド政府 ICCR、NPO日印交流を盛り上げる会 

 申込･問合先: NPO法人日印交流を盛り上げる会 

URL  https://x202.secure.ne.jp/~x202012/performance_ticket.html 

☎ 025-752-2396   E-mail ticket@mithila-museum.com 

3. イベント紹介 
Japan-India Events 

<←写真 1> <写真 4→> 

<写真 2→> <←写真 3> 
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◆幸運をもたらす女神｢インドのラクシュミーと日本の吉祥天｣ 

 インドのラクシュミー女神が海を渡り、日本には吉祥天として伝わってきたことを、南インド古典音楽と

日本仏教真言宗の声明に合わせて、南インド古典舞踊バラタナティヤムで表現します。 

  日 時: 2014年 6月 27日(金)    19:30開演 (19:00開場) 

  会 場: 絵空箱  東京都新宿区山吹町 361誠志堂ビル 1F 

有楽町線｢江戸川橋駅｣徒歩 2分 / 東西線｢神楽坂駅｣徒歩 8分 

  チケット: 当日 5,000円 / 前売 4,500円 (ワンドリンク付き) 

  主 催: インド舞踊研究所ナーティヤ･マンジャリ･ジャパン NMJ 

  問合先: NMJ横浜事務所  E-mail emi_mayuri@yahoo.co.jp    ☎ 080-7036-9607 

 

§アジアの自然と文化 5・6 

『綿・家畜からみる南アジア｢インド北部～西部･パキスタン｣』 

『香辛料からみる南アジア｢インド南部～東部･バングラデシュなど｣』 

著者: 小西 正捷  /  監修: クリスチャン・ダニエルス 

発行: 小峰書店 

価格: 各 3,800円+税 

ISBN 978-4-338-27305-3 C825  /  ISBN 978-4-338-27306-0 C825 

主な対象を中学生と想定した図書ですが、インドを中心にパキスタ

ンからバングラデシュを含む南アジアの衣食住と精神文化を伝える内容です。漢字の振り仮名も多く、小学

校高学年からでも充分読むことができ、南アジアについて多くの写真を見ながら学習でき、大人が読んでも

読み応え十分です。 

§月刊ファインケミカル－調査･資料･報道･抄録  Vol.39 No.5 / No.6 

発行: 株式会社シーエムシー出版 

    価格: 各 7,000円+税    ISSN 0913-6150 

ファインケミカル分野で国内唯一の専門情報誌です。 

2010年発刊の 5月･6月号ですが、｢インドの医薬品原体･中間体企業の動

向(1)･(2)｣として、今、注目を浴びているインドの化学･製薬業界の状況を

まとめた記事が掲載されていますので、ご紹介します。 

§[特許庁委託]模倣対策マニュアル インド編 

発行: 日本貿易振興機構(ジェトロ) 進出企業支援･知的財産部  知的財産課 

ジェトロが実施している、海外での知的財産保護に関する各種事業の一つである、侵害

対策事業の一環として行った情報を基に作成された、インド編、2013年度版です。 

ジェトロのホームページの下記 URLでも公開中です。 

http://www.jetro.go.jp/theme/ip/data/manual.html 

 

 

§各大学･研究機関からの機関誌･報告書 

『現代インド研究  第 4号』 編集: 『現代インド研究』 発行: NIHUプログラム｢現代インド地域研究｣ 

『広島大学 現代インド研究―空間と社会  第 4号』  

編集･発行: 広島大学現代インド研究センター/人間文化研究機構 地域研究推進事業 

『WAVOCグローバルセミナー報告書』 発行: 早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター 

4. 新刊書紹介 
Books Review 
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入会随時受付中 

1903年、大隈重信、澁澤榮一らによって創設された日印協会は、これまで日印の相互理解の促進を目的

として、両国の友好親善に関する事業を行ってきました。両国の友好関係を更に深める為にも、協会会員

の獲得は重要な課題であると考えています。 

インドに興味のあるお知り合いの方がいらっしゃいましたら、是非日印協会をアピールして下さい。ご

希望により、当協会の活動に関する諸資料をお送りいたします。日印協会の活動に賛同して頂ける多くの

法人会員･個人会員のご入会をお待ちしております。 

☆年会費：個人             6,000円/口 ☆入会金 個人 2,000円 

学生             3,000円/口 学生 1,000円 

一般法人会員  100,000円/口 法人 5,000円 

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

 

 

 

 

<次回の『月刊インド』の発送日> 

次回発送は 2014年 6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。 

<事務局からお願い> 

日印協会は、皆様からのご支援を得て活動を続けております。本年度の会費未納の方には、今号の『月

刊インド』に、再度、会費納入のお願を同封しております。是非、今後ともご支援賜りたく、会費納入

にご協力下さいますよう、お願い申し上げます。なお、行き違いにお支払いを頂きました場合は、何卒

ご容赦下さい。 

<編集後記> 

 5 月になると、協会事務所にも新規顧客獲得を目指す(事務機器のリースや貸会議室等の)各業界の営

業マンの訪問が増えます。特に新人研修の一環であろう初々しい新入社員もやって来ます。清貧を旨と

する我が事務局には一切必要無いので、全てお断りしています。そこで、折角来て頂いたのに手ぶらで

返すのも申し訳ないと思い、｢インドに興味はおありですか?｣と尋ね、『月刊インド』をお見せし、｢個人

でも入会できます。貴社がインドへ進出される時には是非法人会員としてご入会下さい。あっ、進出し

ていなくても入会できます!!｣と、申込書をお渡ししています。 

この逆営業、成功した事は無いのですが、これは種蒔き、いつか花開く時がやって来ると思い、続け

ています。世の中甘くない…、とめげたりはしません。先月号に iPhoneでデーバナーガリー文字を出す

方法が分からないと書きましたが、早速教えて下さる方がいらっしゃいました。こんな小さな編集後記

まで読んで下さっているなんて感激です。本当にありがとうございます。    (記 渡邊恭子) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

本誌に掲載致します投稿等は、執筆者のご見解･ご意見であり、 

当協会の見解を反映するものではありませんので、念のため申し添えます。 
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