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1. Challenges in India Japan Relations 

The big potential in India-Japan relations is already talked about aplenty for the last few years 

and is very evident now. The young and dynamic Indian demography offers a huge market for a 

maturing and shrinking Japanese population. India in its fast development and demands of 1.2 

billion people is in much need of Japan’s technology, expertise and investments in the fields 

like infrastructure, energy and health care. And in the true sense of a global partnership, the 

vibrant global Indian community can be the trusted partner of Japan in Japan’s need for 

globalization. 

There have been some good stories of success in bilateral business development in the recent 

years but still quite small compare to the potential and the need for both the countries. While 

some of the good news has been encouraging, many of the discussions which took a long time 

and effort but did not materialize have also created a sense of frustration on both the sides. 

The difficulties arise from the differences in the business styles of the two countries, further 

aggravated by extremely low exchange of people and information. 

Japan is a highly organized country with profuse availability of precise information and 

predictability. Accordingly all the efforts of a detailed planning before taking any decisions in 

domestic businesses help in phenomenal risk reduction and the execution becomes very smooth 

with all the prior due diligence. In the highly organized Japanese corporate structures, the 

roles and responsibilities are also very fine grained and hence the culture of consensus based 

bottom-up decision making has also been very effective locally. Further more, being very 

homogenous, its relatively easy to capture the market situation in simple aggregates and 

averages in Japan. 

On the other hand, India is a country of great dynamism, diversity and volatility. It’s also very 

difficult to gather information in India and on top of that the business environment changes 

very fast. Hence naturally, Indian style of decision making is also very different from Japan. 

The decisions need to be made based on a high level macro evaluation of the situation and 

hence top down in nature. This results in faster decision making in India but slower execution 

as all the details and planning need to be done on the run, along with a dynamic balancing with 

changes in the circumstances. Also the averages and aggregates in India have less relevance 

for most business purposes due to the huge diversity and market segmentation on various 

dimensions. 

The prevalent saying in business circles of India is “No time for talking, immediate decision 

1. 日印ビジネス･カルチャーの相違と在日インド企業のチャレンジ  
Differences in Business Cultures and Challenges in Indian business Development in Japan.  
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and action only”, while Japanese style requires a lot of discussions in advance. While Japan 

has a very high degree of organizational capacity, even to the extent of redundant employment, 

India has a very small management and technical class compare to the huge population and 

scale of required development and the growth opportunity in the country. 

The differences of business styles get further aggravated as there is an exceptionally low 

exchange of people and information between Japan and India. As a result Japanese side tends 

to seek too much information and the impossible holistic understanding of India, ending up in 

disappointment, while Indian side gets frustrated waiting too long for a decision from potential 

Japanese counterpart. In the process many very worthwhile opportunities get lost. 

 

2. Indian business entry into Japan 

Japan has high minimum standards for everything and accordingly has a higher minimum 

costs of business set up and on top of that also a long initial gestation period for relationship 

building required in Japan. First of all Indian companies are not aware of the potential with 

Japan, some who are aware do not have enough information and contacts to start business in 

Japan, and finally many of the few who take the leap of Japan entry have ended up with 

frustration of higher costs and lack of results for longer periods of time compare to the more 

familiar markets like the US. We also often hear of the difficulties of the branches of Indian 

companies to adapt to the unique Japanese practices while the head offices have grown with 

the western style of business culture and processes. In addition to the business difficulties, 

often the single representative from India for initial exploration faces significant life style 

difficulties in Japan. 

The global Indian community is very well spread out across the world but the north-east Asia 

(Japan, China and Korea) and South America are the two regions with exceptionally low 

presence and contact. Still, apparently that’s not a determining factor for the special difficulties 

between India and Japan. 

Recently I started writing various articles and small reports on our activities to promote 

bilateral relations and I specially share them with my Indian friend across the world. In 

response to a recent article a friend commended me as being very brave but wondered how I 

manage to do this. He mentioned about their company’s previous efforts to build a business in 

Japan. While they did not get any significant results even after years of stay and significant 

investments here, they saw very fast growth of their business in Korea and South America. 

Before too long, they decided to close their office in Japan and have no plans to try again for the 

time being. We frequently come across such examples. 

 

3. The new momentum 

While few years back friends in India used to just wonder what I’m doing in Japan as they had 

no idea and had hardly heard of any other friend being here, recently there is a definite rise in 

interest and awareness, though of a mixed nature. Many friends have had some negative 

experiences of, what they felt, the slow decision making from Japan, but many other friends 

are now looking for business opportunities with Japan. I get more and more of requests from 

India for potential tie-ups with specific Japanese companies. For me the first Japanese person I 

had met was my first Japanese company’s president, but recently there is also a fast growth in 

number of Japanese people in India and hence it’s no more such a rare thing to have a 

Japanese acquaintance in India and get some firsthand information about Japan (though 

nothing compare to the much faster growing exposure to Korea and China). 

As the immediate opportunity and interest is growing, we need to address all the problems 
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collectively to create a critical mass of successful examples of Indian businesses in Japan. For 

this we need an integrated platform to provide the physical facilities, help with introductions 

and business relationships, cultural and linguistic issues, professional services and life style 

support. 

Marunouchi India Economic Zone is the first of such attempts in Japan jointly undertaken by 

Sun and Sands Advisors, Mitsubishi Estate and Deloitte Touche Tohmatsu. By bringing 

together Indian companies in Japan and Japanese companies who are working with or 

interested in India, many of the above issues can be automatically resolved. In addition to the 

mutual interaction, concentration of interest and economies of scale advantages, the business 

network of Tokyo 21 Century Club, bilateral bridging expertise of Sun and Sands Advisors and 

professional services of Deloitte Touche Tohmatsu LLP are offered as a one stop window for 

various matters of concern for a company in the zone. 

 

[The partners and members of the Marunouchi India Economic Zone  

on the inauguration party July 1st 2010] 

(from left to right) 

Mitsubishi Estate, Mr. Kimura; 

Creative and Bio Green Coal Technology, 

Mr. Kiyama;  

Tata Consultancy Services, Mr. Kaji 

and Mr. Paul Ravi, Cactus Communications,  

Mr. Abhishek Goel, Sun and Sands 

Advisors and Tata Asset Management 

Japan Representative Office, Mr. 

Sanjeev Sinha; 

InMobi Japan, Mr. Tembata; 

Chuo Denryoku, Mr. Nakamura; 

Tohmatsu Group, Mr. Sato 

 

In yet the early stages of India Japan relations, we need such structured efforts as Marunouchi 

India Economic Zone, equivalent facilities in India, projects like DMIC etc. A natural open 

ended momentum of business interaction will follow once we have created a critical mass of 

people to people contacts and enough successful business examples to encourage, convince and 

emulate. 

 

4. The bigger picture and the way forward 

While the huge economic opportunity in India draws attention from across the world and India 

will continue to have a good growth despite some mistakes, there is also a need to take an 

occasional step back and look at the overall direction and structural issues. How about the 

people’s safety and protection of the environment? For examples, India continues to have very 

high incidence of road accidents, specially compared with Japan there is a huge order of 

magnitude difference. The reason of the difference also lies in the styles of the decision making. 

In Japan people would wait at a red light even if there is no traffic in sight, in India we would 

optimize the timing of crossing with a spontaneous self judgment. Japan’s management style in 

the larger socio-economic context has a lot to offer not just to India but to the whole world but 

Japan is really short of self promotion. That’s another area where I’m sure the Indian partners 

will be of great help to Japan, as India has a remarkable capability to understand the virtues of 

other cultures and a global outreach. We already see some movement in these directions as the 

Japanese management practices are reaching India along with the technology and investments 



 

6 

and on the other hand Japanese managers are going to India to learn global management. It’s a 

gradual but accelerated process, and as we see more and more of bilateral interaction and 

mutual understanding there will be no looking back in realization of the huge untapped 

potential of collaboration between India and Japan.

 

 

～インド･ニュース(2010年 6月)～ 

 Ⅰ. 内政  

6月 1日 

 タイムス･オブ･インディア紙は、ロシアの空母｢ゴルシコフ｣のインド海軍への導入時期が 2012年 12

月頃になる旨報道。 

6月 2日 

 5月 30日に行われた西ベンガル州市議会選挙の一斉開票が行われ、草の根会議派が全 81市中 26市で

単独過半数を制する。 

6月 5日 

 各紙は、印内務省が、イスラム過激派グループ｢インディアン･ムジャヒディン｣を反政府活動予防法

のテロ団体に追加する旨報道。 

6月 6日 

 各紙は、米国を訪問中のインド捜査関係者が、パキスタン系アメリカ人のデヴィッド･ヘドレイ(ラシ

ュカル･エ･トイバのメンバー)の尋問を許可された旨報道。 

 

 

 

 

6月 10日 

 インド首相府は、国家諮問会議(National Advisory Council: NAC)が初めて開催された旨発表。 

6月 23日 

 タミルナド州コインバトールで世界タミル語会議が開催される。 

6月 28日 

 インド国防省は、ヒマーチャル･プラデシュ州のロータン･トンネルの建設開始を発表。 

 

 

 

 

6月 29日 

 各紙は、コルカタ市内の地下鉄ショババザール駅近くの路上で車両の中から 5,000発以上の実弾が発

見され、警察に押収された旨報道。 

6月 30日 

 各紙は、チャッティスガール州ナラヤンプル県において、移動中の中央予備警察隊がナクサライトの

2. インドニュース 6-7月 
News from India 

メモ： 
ロータン･トンネルは長さ 8.8Kmで 3,000メートルの高地に建設される。ヒマーチャル･プラデシュ
州のラホール･スピティ地区(同州の北東部に位置し、ジャンム･カシミール州及び中国に隣接。例
年 11月から 3月は降雪のため通行が不可能になる)へのアクセスが通年可能となる。 

メモ： 
デヴィッド･ヘドレイは米国で拘束中で、2008年 11月のムンバイ･テロ事件への関与が疑われてい
る。報道によれば、同容疑者は、インド捜査当局による尋問の中で、パキスタン統合情報局(ISI)
がムンバイ･テロ事件に関しラシュカル･エ･トイバと連携していた旨の供述を行っている見込み。 
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襲撃を受け、26名が死亡、8名が負傷した旨報道。 

 

 Ⅱ. 経済  

6月 2日 

 フィナンシャル･エクスプレス紙は、日本たばこ(JT)が、たばこ産業への外国直接投資許可に関する

印政府の政策の変化を受け、政府を相手取って訴訟を起こすことを計画している旨報道。 

 ビジネス･ライン紙は、日産とアショク･レイランドが、2011 年半ばより両社の既設工場において 3

種類の小型乗用車の生産を開始する旨報道。 

6月 3日 

 各紙は、タタ･モーターズが、グジャラート州に｢ナノ｣を生産する新たな工場を完成させ、生産を開

始した旨報道。 

6月 4日 

 印財務省は、インドにおけるすべての上場企業に対して最低 25%の株式公開を義務づける｢2010 年証

券契約規則｣を発表。 

6月 9日 

 各紙は、インド最大の携帯電話加入者数を擁するバルティ･エアテル社が、クウェートの KSC 社が持

つアフリカでの電気通信事業を 107億ドルで買収した旨報道。 

6月 10日 

 インド政府は 2010年産の夏作物の最低支持価格を公表。 

 

 

 

6月 11日 

 インド通信 IT省は、BWA(Broadband Wireless Access)用周波数オークションの結果を公表。 

6月 14日 

 インド商工省は 5月の物価上昇率を発表(前年同月比で＋10.16)。 

6月 22日 

 フィナンシャル･エクスプレス紙は、主要港の民営化の動きとして、まずはジャワハルラル･ポート･

トラストから始められる旨報道。 

6月 25日 

 インド気象庁は、6月～9月の2010年のモンスーンは平年並みで、インド全体の降水量は長期平均(1941

年～1990年)の 102%と予想している旨発表。 

6月 29日 

 インド気象庁は、ケララ州及びマハラシュトラ州、ムンバイにはモンスーンが平年並みに到来したが、

インド中央部と北部に達した 6月 18日以降は、北進が停滞している旨発表。 

6月 30日 

 ビジネス･スタンダード紙他は、タタ･テレサービシズが中国製通信機器によるネットワーク構築の許

可状況が改善されるべきであるとして政府にレターを発出した旨報道。 

 

 Ⅲ. 外交  

6月 3日 

 訪米中のクリシュナ外相が、ワシントンでクリントン国務長官との間で第 1回印米戦略対話を実施。 

 

 

メモ： 
最低支持価格は、市場価格が下回った場合でも政府が農家から買い付けを行う最低水準の価格で、
毎年播種前に政府が決定するもの。 

メモ： 
第 1 回米印戦略対話では、戦略的協力、エネルギー･気候変動、教育･開発、経済･貿易、農業の 5
つの柱を中核として対話を実施。また、本年 11月にオバマ大統領による訪印も確認された。 
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 ヒンドゥー紙は、5月 30日～6月 2日まで行われた印パ両政府間のインダス川委員会について、パキ

スタン側は｢肯定的であった｣旨評価し、インド側も｢誠実かつ友好的であった｣と評価している旨報道。 

6月 4日 

 ヒンドゥスタン･タイムス紙は、インドがスリランカのジャフナとハンバントタに総領事館の設置を

計画している旨報道。(注: ハンバントタに於いては、中国の援助により港湾が建設中) 

 インド外務省は、ズマ･南アフリカ大統領が訪印しシン首相と首脳会談を実施し、共同声明を発出し

た旨発表。 

6月 8日 

 アンサリ副大統領がチェコ及びクロアチアを訪問。 

6月 9日 

 8 日～11 日の日程で、ラージャパクサ･スリランカ大統領が国賓として訪印。パティル大統領による

晩餐会等が開催される。 

6月 11日 

 ウズベキスタンのタシュケントで開催された上海協力機構にクリシュナ外相がオブザーバーとして出

席。 

6月 16日 

 インド労働･雇用省は、アフガニスタンとの間で労働関連協力覚書に署名した旨発表。 

6月 18日 

 インド外務省は、インド外務省がパキスタン側に対し、パキスタンが 4月 25日に提示したムンバイ･

テロに関する 6件の文書に対する回答を手交した旨発表。 

 インド外務省は、クリシュナ外相が訪韓し、柳明恒外交通商相との間で印韓合同委員会を開催した旨

発表。 

6月 22日 

 インディアン･エクスプレス紙は、インドの支援で建設されたアフガニスタン南部のザランジ･デララ

ム間を結ぶ道路がテロリストの襲撃の被害を受けている旨報道。 

6月 23日 

 インド外務省は、アシュトン EU外務･安全保障政策担当上級代表が 22日～25日の日程でインドを公

式訪問し、クリシュナ外相らと会談した旨発表。 

 印商工省は、22日にワシントンで第 2回米印 CEOフォーラムを開催した旨発表。 

6月 24日 

 イスラマバードで印パ外務次官協議が開催される。
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6月 25日 

 イスラマバードで行われた SAARC内相会合の機会に、印パ内相会談を実施。 

6月 26日 

 G20出席のためトロントを訪問しているシン首相は、キャメロン英首相及びサルコジ仏首相と会談。 

6月 27日 

 シン首相は G20出席のため訪問中のカナダでオバマ大統領と会談。 

 シン首相はトロントでハーパ･カナダ首相と会談。両首脳の立ち会いの下、加印原子力協力協定の署

名が行われた。 

6月 30日 

 インディアン･エクスプレス紙は、アフガニスタンに 1 兆ドル相当の鉱物資源が埋蔵されているとの

米国の報告書を受けて、インドがアフガニスタンの未開発の鉱物資源に対する関心を高めている旨報

道。 

 

 

 

 

 Ⅳ. 日印関係  

6月 27日 

 G20トロント･サミットのためカナダを訪問中の菅総理大臣がシン首相と日印首脳会談を実施。 

6月 28日 

 東京で第 1回日インド原子力協定締結交渉が開催される(～29日)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～インド･ニュース(2010年 7月)～  
 Ⅰ. 内政  

7月 3日 

 ヒンドゥー紙は、アンドラプラデシュ州において、1日深夜にマオイストと警察部隊が銃撃戦となり、

マオイスト上級幹部チェルクリ･ラジュクマールが射殺された旨報道。 

 インディラ･ガンディー国際空港ターミナル 3の開港式典が、シン首相らが出席して実施される。 

7月 6日 

 英字各紙は、ムンバイにおいて、インド人民党(BJP)及び左派政党らの呼びかけにより、ガソリン等

今月の注目点 ： 改善の兆しの見える印パ関係 

 4 月 29 日にティンプーで行われた SAARC 首脳会合の際に行われた印パ首脳会談で、両

国の外相と外務次官ができるだけ早い時期に会談することに合意されたことを踏まえ、6 月

24 日にイスラマバードで印パ外務次官協議が実施された。今回の次官協議では、テロ問題も

含め、それぞれが関心を有する全ての懸案につき協議、協議には両次官が共同で記者会見に臨

み、両者ともに今回の協議は建設的で有意義であったと評価した。 

 続けて、25日から26日にかけてSAARC内相会合のためにイスラマバードを訪問中のチ

ダンバラム印内相とマリク･パキスタン内相が、何度か公式･非公式の会談を実施し、26 日に

は、両者が共同で記者会見を行った。右内相会談では、両国の捜査当局がテロ対策の協力を行

うことや、パキスタン側がインド側にムンバイ･テロ容疑者の声紋を提供する見込みとなるな

ど、前向きな成果が得られた。 

 7月15日には印パ外相会談が予定されているところ、更なる両国関係の改善が望まれる。 

 

メモ： 
同紙によれば、ラオ外務次官が駐アフガニスタン･インド大使に、アフガニスタンの鉱物資源に関す
る評価レポートを作成するよう指示した他、米国の報告書が発表された翌日にアフガニスタンの鉱
業相とインドの鉱山相が会談を行った由。 
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の値上げに反対するバーラト･バンドが実施され、交通機関が麻痺状態である旨報道。 

7月 7日 

 ヒンドゥー紙は、国際線の運航を 7月 14日、国内線の運航を 7月末としていたインディラ･ガンディ

ー国際空港ターミナル 3の運航開始時期を、国際線が 7月 28日から、国内線は 8月 27日から実施さ

れることとなった旨報道。 

7月 8日 

 英字各紙は、警察の鎮圧作成でこの 1 ヶ月で少なくとも 14 人が死亡したことに対し過熱しているカ

シミール分離･独立運動デモを沈静化するための手段として、インド陸軍の部隊がスリナガルに初め

て配置された旨報道。 

7月 9日 

 ヒンドゥー紙は、ナーランダ大学(注)設立に関する法案が内閣の同意を得、モンスーン国会に上程さ

れる旨報道。 

（注: かつてインドおよびアジア各地からの学生、僧侶を集めた学門の中心であったﾅーランダ大学

―ビハール州―を復興しようとする国際協力構想） 

7月 12日 

 インド宇宙研究機関(ISRO)は、インドの地球観測衛星｢カルトサット 2B｣と 4 基の小型衛星を載せた

PSLVロケット C15号の打ち上げに成功した旨発表。 

7月 13日 

 英字各紙は、オマル･アブドゥッラー州首相の呼びかけで、カシミール渓谷の騒擾状態を解決するた

めの全党会議がスリナガルで開催された旨報道。 

 英字各紙は、印内務省が携帯電話事業者に対し、ジャンム･カシミール州における通信サービスの加

入者全員について本人照合を完了するよう求めた旨報道。 

7月 14日 

 英字各紙は、シン首相主催により、ナクサライト浸透地域の州首相等を集めたナクサライト対策会議

がデリーで開催され、統一治安部隊の創設などが決定された旨報道。 

 

 

 

 

7月 24日 

 シン首相主催の国家開発委員会が各州の州首相及び関係閣僚等が出席して開催される。 

 

 

 

 

7月 25日 

 英字各紙は、24日に印空軍戦闘機｢MiG-27｣1機が西ベンガル州のハシマラ空軍基地周辺で離陸直後に

墜落し、民間人に死傷者が生じた旨報道。 

7月 26日 

 連邦議会のモンスーン国会が開幕。(会期は 8月 27日までの 1ヶ月間) 

 

 

 

 

メモ： 
統一治安部隊はジャンム･カシミール州やアッサム州で例があり、州警察、中央政府からの武装警
察、軍から構成され、州政府により統率され、チャッティスガール州、オリッサ州、ジャールカン
ド州、西ベンガル州で創設されることとなった。 

メモ： 
今次モンスーン国会では、外国企業によるインドの原子力発電協力の前提となる原子力被害賠償責
任法案の審議の他、食料安全保障法案、外国大学法案、直接税改革法案等が提出されるかどうかが
注目される。 
メモ： 
今次モンスーン国会では、原子力被害賠償責任法案の審議の他、食料安全保障法案、外国大学法案、
直接税改革法案等が提出されるかどうかが注目される。 

メモ： 
国家開発委員会は数年に 1度開催されており、前回の開催は 2007年 12月。今回の開催は第 11次
(2007～12 年)5 カ年計画の進捗状況のレビューが目的で、同委員会で、2012 年までに重点的に取
り組むべき分野として農業、水資源管理、電力、都市問題、少数部族対策の 5分野が特定された。 
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 タイムズ･オブ･インディア紙は、インド政府の国勢調査事務所が行った調査結果として、過去 10 年

間にパンジャブ州及びケララ州で出生率が著しく減少している旨報道。 

 英字各紙は、中央捜査局(CBI)が、ナレンドラ･モディ･グジャラート州首相の側近であるアミット･シ

ャー元グジャラート州内務担当大臣を逮捕(ソフラブッディン･シェイク夫妻の殺害容疑)した旨報道。 

 

 Ⅱ. 経済  

7月 2日 

 インド準備銀行(RBI)は金融拡張政策からの出口政策の一環として、政策金利の引き上げを実施。 

 

 

 

 印道路交通省は、ETC方式検討委員会が、日本方式(アクティブ方式)も含む 4方式を検討した結果、

パッシブ･タグ(RFID)方式を採用する報告書をまとめた旨発表。 

7月 6日 

 印商工省産業政策振興部は、マルチ･ブランドの小売業への海外直接投資(FDI)規制に関する討議文書

をホームページ上に公開。 

7月 11日 

 ヒンドゥー紙は、ムンバイのモノレール事業を施行しているマレーシアのスコミ社は、次の数ヶ月以

内に予定されるバンガロールやデリーのモノレール･プロジェクト受注に向け準備を進めている旨報

道。 

7月 12日 

 インド統計局は前年同月比 11.5%成長となる、2010年 5月における鉱工業指数速報値を発表。 

7月 13日 

 フィナンシャル･エクスプレス紙は、インドの電気通信事業者の 2009年度の成長率が 2.5%であった旨

報道。 

7月 19日 

 ビジネス･スタンダード紙は、財務省が企業省及び投資政策促進局に対し、日本たばこ(JT)がインド

子会社に対して行った 6,500万ドル規模の増資手法について調査するよう依頼した旨報道。 

7月 20日 

 ビジネス･スタンダード紙は、アルワリア計画委員会副委員長がバナジー大臣に書簡を送り、貨物専

用鉄道公社(DFCCIL)(注)の監督体制を見直すべきとの計画委員会の強い要請に鉄道省は3ヶ月間何も

対応していないとして、DFCCILによる貨物専用鉄道プロジェクトのハンドリングに不満を表明した旨

報道。 

（注: 日本が ODA等で協力しているデリー・ムンバイ貨物新線建設計画などを担当する機関） 

7月 22日 

 ムンバイ証券取引所 Sensex30 種銘柄株価指終値は、前日比 135.92 ポイント(0.8%)高の 18113.15 と

なり、2008年 2月以来の高値を記録。 

 英字各紙は、21日に開催された州財務大臣委員会で、ムカジー財務大臣より 2011年度以降 3年間の

商品サービス税の税率の提案があった旨報道。 

 

 

 

 

7月 24日 

 エコノミック･タイムス紙は、ステイトバンク･オブ･インディア(SBI)が米国市場で 10 億ドルのドル

建債券を発行した旨報道。 

メモ： 
ムカジー財務大臣は、サービス税は 3年を通じ、中央･州とも 8%で固定し、物品については二重の
税率とすることを州財務大臣委員会で提案(物品は初年度、特定の品目について 6%、一般品目につ
いては 10%であり、中央と州がそれぞれ課税するため、合計は前者が 12%、後者が 20%となる)。 

メモ： 
RBIは、レポ･レートの 5.25%から 5.50%への即時引き上げ、及びリバース･レポ･レートの 3.57%か
ら 4.00%への即時引き上げを実施。 
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7月 27日 

 インド準備銀行(RBI)は、金融政策措置として本年 4回目となる政策金利の引き上げを発表。 

 

 

 

 

 印財務省は、二重課税防止協定上の効果的な情報交換のため、日本を含む 8つの在外公館に所得税ユ

ニットを創設することを検討している旨発表。 

 

 Ⅲ. 外交  

7月 1日 

 印外務省は、キルギス政府の要請に基づき、食料品、医薬品等の緊急人道支援の実施を決定した旨発

表。 

7月 4日 

 ビジネス･ライン紙は、スリパティ･タミルナド州首席次官以下 6名がタミルナド州への投資誘致のた

め日本に向け出発した旨報道。 

7月 5日 

 英字各紙は、メノン国家安全保障顧問が首相特使として 3日～6日の日程で訪中し、楊外相との間で

経済関係の拡大やアフガニスタンを含む第三国における印中協力の可能性に焦点を当てて協議が行わ

れた旨報道。 

7月 6日 

 クリシュナ外相は 2日～6日の日程で、モーリシャス、モザンビーク、セイシェルを訪問。 

7月 7日 

 印外務省は、1年 8ヶ月ぶりとなる第 16回インド･イラン合同委員会(インド側クリシュナ外相及びイ

ラン側ホセイニー経済財政大臣が共同議長)がデリーで開催される旨報道。 

 印商工省は、シャルマ商工大臣が CEO15 名からなる訪問団を率いてマレーシアを訪問し、ナジブ･ラ

ザク首相と会談した旨報道。 

7月 11日 

 インディアン･エクスプレス紙は、インドとイランの合弁による船舶会社｢イラン･オ･ヒンド｣が国連

安保理決議 1929において制裁リストに含まれている旨報道。 

7月 12日 

 英字各紙は、ラオ外務次官がダラムサラでダライラマと会談した旨報道。

メモ： 
RBI発表の金融政策は、レポ･レートを 25bps(Basis Point Spread)引き上げ 5.50%から 5.75%とし、
リバース･レポ･レートを 50bps引き上げ 4.00%から 4.50%とする。また、預金準備率は 6.0%のまま
維持。 
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7月 15日 

 イスラマバードで印パ外相会談が開催される。 

 インディアン･エクスプレス紙は、12月 6日～7日にサルコジ･フランス大統領がカーラ夫人を伴って

訪印する旨報道。 

 英字各紙は、ジョーンズ米国家安全保障担当補佐官が訪印し、メノン国家安全保障顧問との間で、ハ

イテク製品･技術の輸出に関する制限の緩和に関し議論を行った旨報道。 

7月 19日 

 インド国防省は、アントニー国防大臣が 18日～19日にセイシェルを訪問し、ミッシェル大統領らと

の会談で、インド洋地域での海賊対策に関し協力して取り組むことに合意した旨発表。 

7月 20日 

 クリシュナ外相はアフガニスタンで行われたカブール国際会議に出席。 

7月 21日 

 印外務省は、コール外務担当閣外相がハノイを訪問し、東アジア首脳会議(EAS)参加国非公式外相協

議に出席、地域協力のための優先事項として東アジア包括的経済連携(CEPEA)及びメコン･インド回廊

実現に向けた取組の重要性につき述べたと発表。 

7月 22日 

 各紙は、ホルブルック米特使が 21 日訪印し、アフガニスタン情勢につきメノン国家安全保障顧問と

協議を実施するとともに、その翌週にインド政府がランバー特使を米国に派遣して、オバマ政権や米

議会にインドの対アフガニスタン政策につき説明する旨報道。 

7月 23日 

 印外務省は、コール外務担当閣外相がハノイで開催されているASEAN地域フォーラム(ARF)に出席し、

包括的テロ防止条約の早期締結の重要性を訴えた旨発表。 

7月 24日 

 ビジネス･スタンダード紙は、駐インド EU 大使が、本年初めに EU 貿易担当委員が訪印した際、本年

10 月までにインド EU･FTA 交渉を終了することを誓っており、8 月最終週には首席交渉官級の会合が

開催されると発言した旨報道。 

7月 26日 

 印外務省は、カジュ外務次官(西地域担当)がウガンダで開催された第 15回 AUサミットに出席し、イ

ンド･アフリカ･フォーラム･サミットのフォローアップ等につき話し合った旨発表。 

 印外務省は、キャメロン英首相が国賓として 7月 27日～29日に訪印する旨発表。 

7月 27日 

 英字各紙は、漏洩した米軍情報によって、パキスタンの ISI が在アフガニスタン･インド大使館への

攻撃に関与していたことが明らかになった旨報道。 

 

 Ⅳ. 日印関係  

7月 6日 

 デリーで佐々江外務審議官、中江防衛事務次官、ラオ印外務次官、クマール国防次官との間で第 1回

日インド次官級｢2＋2｣対話が、また、佐々江外務審議官及びラオ印外務次官の間で日印外務次官級政

務協議がそれぞれ実施される。 

7月 7日 

 デリーで中江防衛事務次官とクマール国防次官との間で第 2回防

衛政策対話が実施される。 

 

 
<第 2回日印防衛政策対話 

写真: 防衛省提供> 
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7月 23日 

 英字各紙は、日系鉄鋼大手 JFEスチールがインド民間鉄鋼大手 JSWスチール社株の約 15%を買収する

旨報道。 

7月 26日 

 デリーで、堂道駐印大使とサクセナ印財務省局長との間で、対インド円借款｢貨物専用鉄道建設計画(フ

ェーズ 2)｣及び対インド一般無償資金協力｢インディラ･ガンディー国立放送大学教材制作センター整

備計画｣に関する交換公文への署名が行われる。 

7月 29日 

 エコノミック･タイムズ紙は、日インド EPA 交渉は他のほとんどの案件が解決したにも拘わらず知的

財産権の問題で両国が歩み寄りをみせず行き詰まっている旨報道。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 今号のインド･ニュースは編集の都合で 7月 29日までとなっております。以降につきましては、次号で取

り上げます。何卒ご了承下さいますよう、お願い申し上げます。

 

◇ナマステ☆インディア 2010 

  今年も｢ナマステ☆インディア 2010｣の季節が近づいてきました。 

 開催日時: 9月 25日(土)  10:00AM～8:00PM  

 9月 26日(日)  10:00AM～7:30PM 

 会    場: 第 1会場  代々木公園(東京都渋谷区代々木神園町、神南 2丁目) 

第 2会場  たばこと塩の博物館(東京都渋谷区神南 1-16-8) 

  日印協会では恒例の講演会を、第 2会場“たばこと塩の博物館”で同博物館と共催で、下記の通

り行います。詳細は 9月号でご案内致します。なお、今年は博物館の特別展(｢和田誠の仕事｣)と日

今月の注目点 ：インド･パキスタン外相会談 

 7 月 15 日、クリシュナ･インド外相がイスタンブールを訪問してクレーシ･パキス

タン外相との間で外相会談が行われた。これは、2008年11月のムンバイ連続テロ

事件以降に、インド･パキスタンいずれかの首都で行われた最初の会談であり、2010

年4月にティンプーでのSAARC首脳会談の際に行われた印パ首脳会談で、両国の実

質的な対話の再開に向け両国の外相ができるだけ早期に会談することに合意したこと

を受けて行われた会談であったため、印パ関係の大きな前進が期待されたものであっ

た。 

 しかしながら会談の結果は、両国は協議の継続には合意したものの、それ以外では

具体的成果に乏しく、共同声明も発出されなかった。会談後、クレーシ･パキスタン外

相は外相会談におけるインド側の姿勢を非難し、クリシュナ外相も帰国後これに反論

するなど、両国間の溝の深さを浮き彫りにする結果となった。 

 インド･パキスタン双方における報道振りは、成果の乏しい会談であったと報じる一

方で、そもそもムンバイ事件以降中断されていた対話が再開されたこと自体が成果で

あるととらえるものも少なくない。日本政府は印パ外相会談の開催を歓迎する外務報

道官談話を発出した他、米国務省もクロウリー国務相報道官が外相会談の開催を歓迎、

報道によればクリントン米国務長官も印パ双方の外相に電話して協議の継続を働きか

けた模様であり、今後の印パ関係の改善が望まれる。 

3. イベント紹介 
Japan-India Events 
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程が重なっているため、入館料が特別料金となります。何卒ご了承下さい。 

 

 

9月25日(土) 

  13:00〜14:30  『インドを旅しよう―インドの世界遺産』   講師  平林博(当協会理事長) 

  15:00〜16:30  『神々が選んだ国インド(2)―500人の魔法使いから教わったこと』 

講師  山田真美氏(作家､日印芸術研究所言語センター長､当協会新理事) 

9月26日(日) 

  13:00〜14:30  『最近のインド映画事情･2010年秋』   講師  松岡環氏(アジア映画研究者) 

  15:00〜16:30  『ワンダー･ワンダー･インディア』   

講師  広瀬公巳氏(NHK国際放送局チーフ･プロデューサー) 

◆外務大臣表彰 

7 月 14 日(水)、平成 22 年度外務大臣表彰式及び同祝賀レセプションが、外務省飯倉公館で行わ

れました。この表彰の目的は、多くの方々が国際関係の様々な分野で活躍し、日本と諸外国との友

好親善関係の増進に多大な貢献をしている中で、特に顕著な功績のあった個人および団体について、

その功績を称えるとともに、その活動に対する一層の理解と支持を国民各層にお願いすることです。 

今回表彰されたのは、個人58名、団体39(国内受賞者 個人15名、10団体，海外受賞者は43名、29

団体)です。日印相互理解に貢献した印日商工会議所(INDO-JAPAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

会長(President): Narasimhachari Krishnaswami）とABK-AOTS DOSOKAIタミルナドゥ支部(会長

(Chairman): Mulvadi Raghupathy Ranganathan)の2団体も表彰されました。チェンナイ総領事公邸で

表彰式が行われる予定です。 

  当協会と本年3月に協力の為に覚書を交わした両団体が表彰されることは、非常な喜びであり、日

印の良好な関係がより一層推進されるよう、協会としても更に尽力していきます。 

(覚書締結については、『月刊インド』2010年4月号をご参照下さい) 

 

✐｢現代インド･フォーラム｣2010年夏季号 №6  公開中 

  7月 1日、当協会の HPにて公開しました。 

今号は､南インド特集です。 

◆南インドの政治を社会          皆川一夫(在チェンナイ総領事) 

◆南インド経済とビジネス･チャンス   

西田淳一(チェンナイ日本商工会元会長) 

◆南インドのインフラストラクチャー   

久保木一政(前ジェトロ･バンガロール事務所長) 

の三氏による執筆です。 

南インドに関してはまだ情報も少なく、今後の進出を考えている

企業にとっても貴重な論文集であり、高い評価を頂いています。是

非ご覧下さい。 

 

  最新号(№6)発刊に伴い､第1号から第5号までの閲覧にはユーザー名(ID)･パスワードが必要とな

ります。E-mailアドレスを協会に登録されている会員の方には連絡済ですが、登録しているのにま

だメールが届いていないという方は、協会事務局までお問い合わせ下さい。また、登録後に E-mail

アドレスを変更される場合は、協会までご連絡下さい。 

大人･大学生  300円 (150円)  /  小･中･高校生  100円 (50円) 
()内は 20名以上の団体料金 
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三角佐一郎氏が、1938年に日

印協会事務局入りされ、2006年

に専務理事として退職されるま

で、68 年間に亘り日印の友好･

親善の発展に尽力されたことは、

日印関係者では知らぬ人はいな

いと思います。 

先月『月刊インド』と共にお

知らせしましたように、今年 6

月に94歳の誕生日を迎えられた

のを機に、7 月 3 日(土)益々お

元気な三角氏を祝う会が、東京

都千代田区の永楽倶楽部で催さ

れました。 

会には世話人として当協会理

事の鹿子木謙吉氏、比良竜虎氏、

評議員の小島秀樹氏を始め、長

年副会長として三角氏と共に日

印関係の発展に貢献された小林

俊二元駐印大使など、三角氏と

親交のあった方々約40名が参加

しました。昔話や思い出に花が

咲き、今後の日印関係にも思い

を馳せ、楽しい会となりました。 

会に参加された、産経新聞の

藤本欣也氏(協会個人会員)によ

る記事を、許可を得て紹介致し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<平成 22 年 7月 14 日付産経新聞> 

無断転載･複写不可 

<三角氏(左から 4番目)と参加者> 
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§『地球の歩き方  aruco5  インド』 

 著作編集: 地球の歩き方編集室 

 発 行 所: 株式会社ダイヤモンド･ビッグ社 

 定 価: 1,200円+税 

 ISBN 978-4-478-05817-6  C0326 

  ｢地球の歩き方｣から“元気な旅好き女子を応援します!”として新シリーズ登

場。“旅好き女子のための”と銘打っただけあって、これまでのガイドブックと

は一味違う、女子にははずせないポイントを押さえた内容です。インド旅行に欠

かせない知識や簡単なヒンディー語、諸手続やガイド等は勿論のこと、コスメ、雑貨、プチプラみ

やげ、マストショップ、更に危険回避のこつまで、必要なことがコンパクトにまとまっています。 

  インド旅行のお供にお薦めです。 

 

§『アサー家と激動のインド近現代史』 

 著者: 森 茂子 

 発行: 彩流社 

 定価: 1,900円+税 

 ISBN978-4-7791-1547-9  C0036 

1960年代にインド人ラムシン･アシャー氏(メリーランド州立大学教授)と結婚

し、世界銀行に勤務後アジア銀行のインド駐在代表を務めた著者が、40 年余り

の関わりで得た、皮膚感覚のインドが伝わってきます。 

著者や夫、その親戚、友人･知人の経験を通してインドを語りながら、決して

私小説的なものに陥ることなく、日印間の理解に必要な近現代歴史観を軸に、高度成長を続けるイ

ンドが描かれています。そこにあるのは、高度成長に活気づくだけではない明と暗の現実です。 

日印協会の平林博理事長と近藤正規理事が表紙の帯にて推薦をしております。日印関係に関心を

持つ多くの方々にとって、良書となるでしょう。 

 

＊『インド 物流ネット･ワーク マップ』 

 編集･発行: ジェトロ(日本貿易振興機構) 

 販売書: 官報取扱所 

 定価: 8,400 円+税 

 ISBN: 978-4-8224-1065-0 

発展するインド経済の長年の課題であり、進出を検討している企業にと

って未知の分野でもある｢インドの物流事情｣について、ジェトロが総力を

挙げ、現地の関係機関の協力も得て、調査し完成したものです。 

執筆チームが意図した、従来ブラックボックスであった、 

①物流コストの算出、②インドビジネスに関する相場観の形成、そして 

③物流を通したインド(経済社会)の理解、については情報収集と分析、現

地調査により、見事に描きだされています。本書は 2部構成になっていて、CD-ROM 化された資料編

と本編をあわせて活用することにより、更に理解が深まります。 

1 万円近い価格で購入を躊躇される向きもあると思いますが、協会所蔵の図書として閲覧可能に

なりましたので、ご希望の向きは遠慮なく協会で CD-ROM を含めご覧ください。 

4. 新刊書紹介 
Book Review 
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秀逸な調査報告書として発売当初から大変好評でしたので、2009 年 3月の発刊ではありますが、

改めて本欄で紹介致します。 
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5. 日印貿易概況 (2010年第 1四半期-前年との比較) 
Trade statistics between Japan & India (January-March 2010)  

 
 

輸  出  総  額
2009年1～3月
第1･四半期

2010年1～3月
第1･四半期 輸  入  総  額

2009年1～3月
第1･四半期

2010年1～3月
第1･四半期

(日本 → インド) 124,613 186,024 (インド → 日本) 82,804 125,723
食 料 品 71 101 食 料 品　 16,470 13,497
原 料 品 1,214 3,078 　魚介類 4,611 5,297
鉱 物 性 燃 料 5,271 4,840 　(えび) 3,392 3,373
化 学 製 品 13,894 18,853 　肉類 0 0
　有機化合物 4,621 6,929   穀物類 123 101
　医薬品 282 551 　野菜 28 30
　プラスチック 3,965 5,815 　果実 919 949
原 料 別 製 品 24,767 40,852 原 料 品 22,713 21,038
　鉄鋼 13,580 25,209 　木材 26 6
　非鉄金属 1,299 2,826 　非鉄金属鉱 2,295 2,192
　金属製品 5,416 5,401 　鉄鉱石 13,152 13,646
　織物用糸・繊維製品 1,460 1,728 　大豆 0 0
  非金属鉱物製品 1,129 2,324 鉱 物 性 燃 料 5,790 49,786
  ゴム製品 1,562 2,499   原油及び粗油 0 0
  紙類・紙製品 320 864 　石油製品 5,520 49,558
一 般 機 械 27,924 54,444 　(ナフサ等) 5,518 49,554
  原動機 4,099 11,738 　石炭 147 27
  電算機類(含周辺機器) 267 365 化 学 製 品 7,094 10,140
  電算機類の部分品 204 390 　有機化合物 4,117 6,224
  金属加工機械 7,524 7,523 　医薬品 439 960
　ポンプ・遠心分離器 4,883 7,377 原 料 別 製 品 14,005 16,777
  建設用・鉱山用機械 3,110 3,465 　鉄鋼原料製品 2,292 4,898
  荷役機械 3,476 4,173 　非鉄金属 70 517
  加熱用・冷却用機器 2,077 2,187   金属製品 386 415
  繊維機械 1,542 3,752   織物用糸・繊維製品 3,630 3,092
  ベアリング 739 1,386   ダイヤモンド加工品 6,737 7,119
電 気 機 器 21,981 32,799   貴石及び半貴石加工品 218 182
  半導体等電子部品 4,115 5,345   その他非金属鉱物製品 346 293
  (ＩＣ) 2,787 3,744   木製品等(除家具) 21 21
  映像機器 346 278 一 般 機 械 3,112 2,721
  (映像記録・再生機器) 232 247 　原動機 399 458
  (テレビ受像機) 114 31   電算機類(含周辺機器) 121 27
  音響機器 14 22   電算機類の部分品 571 627
  音響・映像機器の部分品 59 923 電 気 機 器 2,210 1,553
  重電機器 2,578 3,422   半導体等電子部品 56 96
  通信機 3,294 1,928   (ＩＣ) 36 16
  電気計測機器 3,278 3,994   音響映像機器(含部品) 10 21
  電気回路等の機器 3,169 5,998   (映像記録・再生機器) 0 0
  電池 77 659   重電機器 823 423
輸 送 用 機 器 9,043 26,682   通信機 34 19
  自動車 858 9,940   電気計測機器 65 111
  (乗用車) 808 2,327   輸送用機器 651 652
  (バス・トラック) 25 101 　自動車 104 151
  自動車の部分品 6,800 11,942   自動車の部分品 524 465
  二輪自動車 19 86   航空機類 0 0
  船舶 0 0 そ の 他 10,756 9,557
そ の 他 10,908 15,390   科学光学機器 78 184
  科学光学機器 3,326 2,908   衣類・同付属品 6,813 6,208
  写真用・映画用材料 1,624 1,333   家具 79 66
  記録媒体(含記録済) 781 1,020   バッグ類 483 669

０は表示単位に満たないもの －はデータの無いもの  

(単位：100万円)

資料：㈶日本関税協会『外国貿易概況』『日本貿易月表』
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<次回の『月刊インド』の発送日> 

次回の発送は 9月 10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、開催日等

お考えあわせのうえ事務局までご連絡下さい。 

また、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。どうかご検討下さい。 

<事務局夏季休暇のお知らせ> 

8月12日(木)～8月18日(火)まで、夏季休暇とさせて頂きます。期間中の事務局へのお問合せ等

は、E-mailにてお願い致します。休暇終了後回答致します。 

<編集後記> 

猛暑に茹だる日本列島。出社するだけで熱中症になりそうで、｢インドに比べれば 30℃台なんて

まだまだ｣と我が身を奮い立たせていたのに、何とインドの方が涼しいじゃないかっ!? 雨季とは

いえずるい!! と思ったら、益々暑くなってきました。(7 月某日 東京 最高 35℃/最低 27℃  

NewDelhi 最高 33℃/最低 26℃) この調子でいったら、お盆の頃は一体どうなるのでしょう。 

こういう時こそインドの知恵を拝借して、生玉ねぎ･レモン･熱いチャイ･カレーなどを摂っては

如何でしょうか。体に水分を溜める(体を冷やす)食物、疲労回復効果のあるもの、水分補給、塩

分･香辛料、と理に適っています。 

まだまだ暑い日が続きますので、体調管理には十分お気をつけ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 
 

 日印親善のために会員の輪を広げましょう  

法人会員･個人会員の入会をお待ちします 

1903年、大隈重信、澁澤榮一らによって創設された財団法人日印協会は、これまで日印の相互理解と両

国の親善増進のために、日々地道な努力を続けてまいりました。ここ数年来の日印の良好な関係をより一

層深めるためにも、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: 一般個人会員    6,000 円/口                ☆入会金：一般 2,000 円 

学生個人会員    3,000円/口                          学生 1,000 円 

一般法人会員  100,000 円/口                          法人 5,000 円 

維持法人会員  150,000 円/口            (一般法人･維持法人会員共) 

月刊インド Vol.107  No.6 (2010年8月6日発行)     発行者 平林 博    編集者 青山 鑛一 

発行所  財団法人 日印協会   

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-14 スズコービル2階 

Tel: 03-5640-7604    Fax: 03-5640-1576    E-mail: partner@japan-india.com 

ホームページ: http://www.japan-india.com/ 

 

 

 

 

 

 

6. 掲示板 
Notice 


