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於 東京都代々木公園イベント広場  



2 



 

3 

 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 9月 26、27日に東京代々木公園イベント広場にて開催され

ました。 

昨年はデング熱の影響で、参加者、出店数ともに減らした

ナマステ･インディア。しかし、今年は暑くも寒くも無く、丁

度良い気候でもあり、多くの人が足を運んで下さいました。

これは、昨今日本でもインドへの関心が高まっていることを

現しているものと思われます。 

会場内は盛況で、続けざまに行われるステージは魅力的で

した。ステージでは、インドのダンスだけでなく、日本の踊

りや音楽も演じられ、日印両文化を楽しむことが出来ました。

また、タンドリーチキンやラッシーなど日本でもおなじみの

インド料理の出店も多く見られました。出店数の回復したレ

ストランブースはどこもおいしそうな料理が並び、選ぶのに

迷っている方も多く見られました。サリーやネックレスなど

の服飾品店も賑わっており、メヘンディーやヨガなどインド

関連の文化に触れる機会もありました。ショッピングで多く

の人が注目していたのは香辛料コーナーです。日本のスーパ

ーではそれほど見ることのないスパイスの数々に、驚きの顔

が見られました。 

そんななか、当協会はエアインディア･セミナーハウスに

おいて、2日間で合計 4名の方に御講演を頂きました。初日

(9/26)は、当協会理事長平林が｢インド理解のコツ｣と題して

インドの基礎を判りやすく解説、次いで、T.M. ホッフマン氏

による｢アメリカ人と和楽器が奏でる、語るインド音楽｣とす

る実演も行われた講演でした。翌日(9/27)は、古賀義章氏に

よる、日本ではなかなか目にする機会の無かった｢インド版『巨

人の星』の特別上映と日印共同制作秘話｣、そして山田真美日

印協会理事による｢教壇に立ってみたインド工科大学～笑いと

怒りの 31日間｣という、理事ご本人がインド工科大学で体験

された日々についてご講演頂きました。各講演については、次頁以降に概略を述べます。 

ステージ･出店･講演ほか盛りだくさんのこのイベントでは、日本にいながらインドに行ったかと思

わせるような充実した時間を、来場者の方々が過ごされたのではないでしょうか。 

日印協会ブースには、会員･非会員の方々が訪れ、声を掛けて下さいました。本イベントを機会に、

入会して下さったかたもいらっしゃいます。この場を借りて、御礼申し上げます。 

 

今年で 23回目を数えましたが、恒例のこのイベントが今後も長く続くことを願っています。

1. ナマステ・インディア 2015 

NAMASTE INDIA 2015  

<ナマステ･インディア 2015 点火式 

左から、NPO法人日印交流を盛り上げる会長谷川代表、 

ワドワ駐日インド大使 平林理事長> 

＜日印協会ブース> 

<エアインディア･セミナーハウス> 
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★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

9月 26日(土) 

①｢インド理解のコツ｣ 

講師 平林博 (公益財団法人日印協会理事長) 

 平林理事長は、自ら作成したパワーポイントを使い、講演内容

を目で追えるように工夫をし、下記のような話をしました。 

 これまで日本人は、インドに関してカレー、タージマハル、人

力車、道に横たわる(聖なる)牛などのイメージ、少しわかった人

はタゴールと岡倉天心の交友やガンジーおよびネルーといった指

導者を思い浮かべます。しかし、実際にインドに数年滞在し、そ

の後も日印協会でインドにかかわってきた経験では、このような

イメージは大きく変わってきました。 

 新しいインドは、大都市近郊の高速道路や大型で近代的なモー

ル、さらには日本の ODAが支援して建設されたデリーほか大都市

のメトロ･システムに象徴されます。日本の資金や技術が多く盛り

込まれたメトロは、日本式に時間厳守、清潔、整列乗車だが、先頭車両は始発から終電まで常に女性

専用車両となっているというインドらしさも見られます。 

新旧インドを表すシーンとして、デリー南西郊外グルガオンにおいて撮られた人力車、オートリキ

シャ(三輪自動車)と新型自動車が並行して走る写真が紹介されました。 

インドを理解するための基本項目は、①国の大きなこと、②多様だが統一されていること、③政治

制度が安定していること、④伝統的に親日であること、⑤戦略的に重要であること、の 5つです。 

第 1に、インドは EU 全体の面積に近く、また 28州と７連邦直轄地がありますが、EUも 28カ国と

似ています。人口は世界第 2位で、この点は EUの 2.5倍ぐらいの多さです。 

第 2に、インドは、歴史や文化、言語、宗教など多様であり、地域ごとに大きな相違もあるが、統

一性は確保されています。インド最大の宗教はヒンズー教で全体の約 8割を占めますが、昨今は若干

減少しています。一方、イスラム教徒が少し増えています。ヒンズー教、仏教、シーク教、ジャイナ

教はインドで生まれた宗教です。(ヒンズー教とイスラム教を取り上げ、その二つを比較しながらの解

説ののち)、ヒンズー教は多神教であるのに対し、イスラム教は一神教であること、また、輪廻転生を

うたうヒンズー教に対し、イスラム教は現生の生き方によって死後の世界が決まるが生まれ変わりは

ありません。ヒンズー教の多くの神々が、日本の仏教の守護神などとしてまつられています。ヒンズ

ー教の三大神は、宇宙創造の神ブラフマ、宇宙維持管理の神はヴィシュヌ、宇宙が乱れたときにこれ

を破壊してブラフマに新たな宇宙を作らせる役のシバです。日本ではそれぞれ梵天、毘沙門天(多聞天)、

大黒天となっています。各神とも妃があり、それぞれサラスワティ(弁財天)、ラクシュミ(吉祥天)、

パールバティです。 

第 3の政治制度の安定性について、インドは世界最大の民主主義国ともいわれ、政権は選挙で交代

します。国民の選挙への関心が高く、開発途上国としては質の高い司法制度が支えています。また、

マスコミも独立しています。独立以来、軍事政権もクーデターもありません。これは途上国としては

例外的なことです。しかしながら、インドの民主主義にも課題はあり、とくに、憲法や法律で禁じら

れているにもかかわらず、社会的にはカースト差別が根強く残っています。ヒンズー教に密着したカ

ースト制度なので、抜本的な解消は難しいです。 

インドが親日なのはなぜなのか。両国をつないだのはまずは仏教であり、その精神でつながる部分

は今でも大きいです。また、日露戦争での日本の勝利が独立運動中のインドの指導者(ガンジーやネル

ーたち)を鼓舞したこと、第 2次大戦中にシンガポールで英国軍を降伏させ、その中にいたインド出身

の将兵を中心にインド国民軍の創設を支援したことなど、インド独立へ向けた貢献もインド人の心に

残っています。戦後の極東裁判や日本との講和についても、インドは欧米に反発し、パル判事は日本

人戦犯の無罪を主張し、ネルー首相はサンフランシスコには行かず、独り立ちした日本と翌 1952年に
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講和条約を結びました。ネルー首相が日本の子供の願いを聞いて、自分の娘インディラの名を付けた

仔象を上野動物園に送ってくれたことはよく知られています。インディラ･ガンジー首相やフェルナン

デス国防大臣寄贈の 3頭の象は、今でも上野動物園の人気者です。 

冷戦中、日本とインドは異なった行き方をしたが、2000年に、森喜朗首相(当時、現日印協会会長)

の訪印で｢日印グローバル･パートナーシップ｣と称する関係を樹立して以来、｢戦略的グローバル･パー

トナーシップ｣、さらには昨年以来｢特別戦略的日印グローバル･パートナーシップ｣に格上げされた緊

密な関係を結ぶようになりました。 

日印両国間の良好な関係は、毎年の首相の相互訪問をはじめ、多層に及ぶ政治安全保障協力、経済

協力(ODA)、貿易投資、科学技術などの各方面で発展しているが、両国の潜在力からするとまだまだで

す。原子力の平和利用などの二国間問題が懸案です。安保理改革など日印が協力して当たっている諸

問題も少なくありません。 

最後に平林理事長は、日印協会は、友好関係のために貢献してきた 112年の伝統があるが、今後と

も皆様と共に努力していきたいと述べて、講演を終了しました。 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

②「アメリカ人と和楽器が奏でる、語るインド音楽」 

講師 T.M. Hoffmann(ティ･エム･ホッフマン)氏 

<演奏家(北インド古典音楽、天竺尺八等)/教育家(慶應義塾大学、大東文化大学等)/日印音楽交流会(25周年)代表> 

 今回、T.M. ホッフマン氏は、ご自身の経歴を披

露されながら、インドの音楽と訪れた様々な国の

文化の関わりについて、お話されました。 

最初に自己紹介をされ、これまでの演奏旅行の

様子を、写真と演奏を交えてお話されました。そ

のなかで、1987 年に南インドに派遣された時に、

11世紀のインド音楽の演奏を行った時のことがあ

りました。アメリカ出身のホッフマン氏の視点か

ら見て、インド人は非常に好奇心にあふれており、

演奏意欲が湧いたそうです。また、インドの有名

なシタール演奏家ラヴィ･シャンカールが、数度に

わたって家に招待してくれ、そこで演奏を披露さ

せてもらったこともあるそうです。 

インド人のそうした好奇心や、芸術などへの意欲を感じる一方で、活動拠点としている日本ではイ

ンドについての学問や芸術などがなかなか広がらず、もどかしいと感じられることも多いようです。

それは日本人の謙虚さから来る控えめなところに要因があると分析し、そういった面を尊重しながら

も、より一層の意欲を期待している、と訴えられました。音楽を通じて、日印の精神文化に関する考

察も述べられました。 

インド音楽の旋律や英文と和文が含まれた楽譜の読み方にも触れた後、尺八の曲の楽譜も紹介され

ました。その楽譜には穴の呼び方が記載されていました。インドでは言語が多数あるにもかかわらず、

すべて同じ記号で記載されているそうです。そして、一番興味をひかれたのは、“うれしいひな祭り”

の楽譜にヒンディー語の歌詞が付けられたものでした。ホッフマン氏が、｢〽あかりをつけましょ、ぼ

んぼりに～｣の部分をヒンディー語で歌われました。インド国際センター(IIC)で演奏をされた経験も

あり、母音からもとてもマッチするとおっしゃっていました。日本語の民謡に外国語の歌詞が付いて

いる楽譜を見ることはありますが、実際聴くとなるとなかなか新鮮でした。言葉と言葉の出会いの中

で、歌は新たな世界を発見することが出来るという言葉から、ホッフマン氏の音楽への情熱を感じま

した。 

 そうしたスライドに続いて、大阪での日本人とのコラボレーションやニューヨークの博物館での演

奏、チェンナイ、シンガポールと各地での演奏の様子をご紹介されました。 
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最後にもう一度、日本人の外国人に対する眼差しに疑問を呈し、｢好奇心を以て客観的な視点から

見てくれることを期待します｣と述べ、締め括られました。 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

9月 27日(日) 

③「インド版『巨人の星』の特別上映と日印共同制作秘話」 

講師 古賀義章氏 

<講談社クーリエ･ジャポン創刊編集長/日印共同アニメ｢スーラジ ザ･ライジングスター｣チーフプロデューサー> 

 2012年～2013年にインドのテレビ局で放映された、

インド版｢巨人の星｣こと｢スーラジ ザ･ライジングス

ター｣についての制作秘話をご紹介いただきました。 

古賀氏は、学生時代にラダックやカシミール地方

など北インドを旅し、当初 1ヶ月の予定が気付けば

4ヶ月になっていたというほどにインドに魅了され、

｢いつかインドに戻ってきたい｣という思いを持ち続

けていたそうです。｢帰国し、就職した後もインドに

関係した仕事ができないかと模索し、雑誌『クーリ

エ･ジャポン』でもインド特集を 3度組みました。そ

して学生時代から 24年経った 2010年には 1ヶ月の

休暇を取り、インドで何かできないかという思いを

もちながら現地を旅しました。訪れた先は映画『スラムドッグ＄ミリオネア』の舞台となった、ムン

バイのダラヴィ地区。そこで見たのがクリケットでした。野球の原型でもあるクリケットのボールや

試合を見る中で、なにか懐かしさを感じた｣そうです。その滞在中にインドのクリケットの大スター｢サ

チン･テンドゥルカル｣選手に遭遇したが、その時サチンを出待ちする大勢の人々を見て、彼が日本の

野球界での以前の長嶋選手や王選手を思わせるような人気ぶりだということを知ります。そこで子供

のころに見たアニメ｢巨人の星｣を思い起こし、野球をクリケットに代える、インド版アニメ｢巨人の星｣

を制作する事を思い付いたそうです。 

 全 26話放映されたインド版「巨人の星」は初の日印共同制作アニメで、実現に向けては多くの課題

も。まずは原作者の許諾が得られるのかという問題。これは、原作の故梶原一騎氏の高森篤子夫人、

そして作画の川崎のぼる氏に企画を説明し、川崎氏からは｢インド版アキコ姉さんはとにかくきれいに

描いて欲しい｣と言い添えられ、了承が得られたそうです。資金集めは最大の難関です。｢アニメ制作

はお金がかかります。通常、日本で製作すれば１話 1,300万円以上、インドなのでそこまでかかりま
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せんが、それでも 26話で 2億円以上はかかります。資金を捻出するため、インドに進出する日本企業

に協賛してもらい、お金を集めました。スポンサーにメリットを出すために作中に企業の看板や製品

を登場させたりもしました｣。社内の理解者が少ない中で社外の協力を得て、放映実現へと何とか動い

ていったそうです。 

 インド側の制作会社は海外との共同制作の経験は豊富だったそうですが、制作段階に入ってからは

文化と慣習の違いで難問が続出。例えば｢ちゃぶ台返しの場面は食べものを粗末にしている｣、｢養成ギ

プスの金具は虐待にあたる｣など、インド側からのクレームに対し、原作にあるシーンを上手くアレン

ジして制作を進めたそうです。日印の文化や慣習の違いを乗り越えながら見事、完成。インドの中で

は高い視聴率をマークし、逆輸入された日本国内でもいくつかの媒体で放映され、教科書でも取り上

げられたそうです。 

 講演の後で第 1話が放映され、講演会参加者は興味深く視聴されていました。 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

④｢教壇に立ってみたインド工科大学～笑いと怒りの 31日間｣ 

講師 山田真美理事 

<作家/博士(人文科学)/インド工科大学(IIT)ハイデラバード校教養学部客員准教授/日印協会理事> 

インド好きの山田真美理事の講演タイトルの副題

に｢(笑いはともかく)怒り｣とあるのは何だろうかと

訝しく思ったものです。しかし、講演をお聞きして

いるうちに理解できたのは、日本の考え方やシステ

ムとは異なるインド流の進め方に振り回されながら、

振り回されることに対する怒りを笑い飛ばして異文

化を楽しむ心の余裕が感じられることでした。 

インド工科大学(IIT)ハイデラバード校(同校は、

日本政府と JICAが支援して拡張中です)に、客員准

教授として招かれるに至る経緯が極めてユニークで

す。山田理事の講座名は“Indian Gods in Japan”、

東大大学院に留学していたインド工科大学卒業生に、

日本にはインドを祖とする多くの神々が存在することを教えたのが、縁だそうです。入試科目が数学、

物理、化学の 3科目の IITは、学部講座に文系科目を組み入れるのはたいへん特殊なことのようでし

た。大学院の授業も理系の学科しかないのかと思われますが、実は大学院博士課程では想像以上に多

くの文系の科目が履修されているそうです。必須科目ではないとしても、IIT 博士課程の学生が経済

学、歴史学、文学などの科目を受講しているのは重要なことだと思います。 

男女 3人ずつ計 6人(後に 7人)の学生に、1ヶ月余りの間に 14回の講座を持つというのはかなり忙

しい集中講座と思いますが、そこはそもそもアニメやマンガで日本好きのオタクが集まっていたらし

く、本来の講義に関連して教えた日本語も直ぐに初級程度のひらがなも漢字もできるようになるとは

何とも優秀な学生たちだと感心したそうです。またゲーム機メーカー元祖として有名なニンテンドー

の原点の花札遊びを教えたら、ゲーム必勝ソフトを開発したいという学生がいたそうですが、そのよ

うにこの間の話題は尽きないようでした。 

数ある IITの中で、ハイデラバード校の特徴は女子学生が多いことだそうです。4～5人に 1人くら

いが女子で、他校の男子学生に羨ましがられているそうです。また、ハイデラバード校ではIndia-Japan 

Education Summit(日本留学･就職フェア)が開催され、“Come, Study in Japan”の掛け声のもと東大

をはじめ慶応、立命館、早稲田などが留学生獲得を目指して参加しています。山田理事の授業を受け

た 7人の学生のうち 3人が日本留学を希望しているそうです。 

この貴重な経験に基づく書籍が来年の 2～3 月頃に講談社から出版される予定だそうです。楽しみ

です。 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
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= 日本インド学生会議 19期インド活動レポート = 

日本インド学生会議 広報局  中村 允 

本年度、日本インド学生会議 19期のメンバー9名は、インドにて 8月 12日～9月 4の 24日間(デリー: 

5 日間、チェンナイ: 9 日間、コルカタ:10 日間)の本会議を無事終了いたしました。インドとはどうい

う国であるのか、直接インドへ赴き肌で感じるチャンスを得られた私たちが実際にどのような体験をし、

そして何を感じたのか、ここに報告いたします。 

 

ビジネス面での日本とインドの関係ならびに今後の展望、インド人の人当たりの良さは特にメンバー

の印象に強く刻まれました。 

現在インドでは交通インフラ整備が国策として大変重要視されており、同時に日本の ODA(政府開発援

助)支援額はインドが群を抜いて世界第１位であります。日印のインフラ発展の協力関係が強くなる中で、

メトロ(都市鉄道網)事業の開発には一段と日本の技術力が垣間見えました。私たちの最初の滞在先のデ

リーで、メトロをはじめて利用した日のことです。ホームに整然と並ぶ人々、電車の先頭車両には女性

専用車両の文字、そしてほぼ定刻どおりに発着する電車、飲食禁止の車内。1 日 250 万人が利用するデ

リーメトロは、インド経済を支える立派な公共交通機関の１つとなっていました。デリーメトロの発展

は深刻化する交通渋滞緩和と大気汚染の防止にも役立っていました。インドの道路について思ったこと

は、信号が少なく、車線はあってないようなもので、少しの隙間さえあれば我先にと車間すれすれで通

り抜けるドライバーたち、インドの地上の交通網は何もかもが予想外でした。車が密集している上に渋

滞も頻繁に起こるので、排気ガスがひどくてタクシーの窓を開けられないときもありました。こういっ

た現状からも、自家用車の削減やそれに伴う排気ガスによる大気汚染の軽減に対する日本の協力は、よ

り重要であると考えられます。 

インド人の人間性に深く触れることが出来たのも、この団体に入ってよかったと思う理由のひとつで

す。私たちはチェンナイ、コルカタでそれぞれホームステイを経験しました。インドの家庭に実際に住

まわせていただくことは、学生だからこその経験である上、インドの本質的な文化や人の温かさに触れ

ることのできる大切な時間である、と考えられます。実際、メンバーはそれぞれのステイ先で、家族の

おもてなしに感動してきました。インドではゲストは神様のようにもてなすという考えがあるようで、

食事も私たちに合わせて辛さを抑えた食事を作ってくださり、それぞれの州の有名な名所に案内してく

ださり、常に私たちを気にかけていただき、何一つ不自由のない素晴らしい時間を過ごすことが出来ま

した。このようなおもてなしの背景の一つに、インドでは親戚家族みんなでまとまって暮らす｢つながり

の深さ｣があると考えられます。チェンナイに滞在していた際のコーディネーターの方は、１つ屋根の下

2. 学生団体によるインド･ツアー報告 

Trips to India of Student Groups of Japan 

<デリー; JICA事務所訪問> <チェンナイ; JETRO事務所訪問> <コルカタ; 日本国総領事館訪問> 
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に 25人が暮らしているというケースもあり、人同士のつながりが非常に密接なので、そんな彼らと少し

の期間とはいえ一緒に暮らした私たちを、家族の一員として迎えてくれたのだと思います。ホームステ

イ最終日の別れ際に、｢おまえは私たちの家族なんだから、いつでも(インドに)帰ってきて良いんだぞ｣

という言葉を掛けられ、感極まりました。私たちに

同様のことが出来るでしょうか。そもそも疎遠にな

っている親戚も少なくなく、もし彼らに、しばらく

の間泊めてくれないかと頼まれて、快く迎え入れる

ことは出来るでしょうか。今回のホームステイは、

人としての本質的なつながりについて考えさせられ

る体験となりました。 

最後に、日本インド学生会議は来年が記念すべき

20周年の節目の年となります。団体発足以来脈々と

受け継がれてきた日本とインドの学生を通じたこの

関係が、今後益々の友好と発展に繋がることを願い

ます。 

  第 19期日本インド学生会議 URL  http://jisc17th.jimdo.com/ 

 

＝ インド タミルナードゥ州ディンディグル県での調査を終えて ＝ 

学生団体 SIBOPindia 

明治学院大学 経済学部 2年 菊池希 

私達｢SIBOPindia; Student Inclusive Business Organization for Progress INDIA｣は、2011年に早

稲田大学の学生を中心に発足した学生団体です。“日本企業が世界のより良い生活に貢献できる未来の

実現”というビジョンの下、クライアントである日本企業からの調査依頼を受け、インドでの市場調査

を行い、その調査結果を基に事業提案をしています。半年に 1 回、春季と夏季の長期休暇中に渡航を実

施、今回報告する内容は、先日の夏季休暇中に行った調査の様子です。 

2015年 8月 17日～24日に亘り、メンバー計 5名で、タミルナードゥ州ディンディグル県に滞在し、

太陽光パネルを搭載した携帯型充電器の潜在需要調査を行いました。充電器に付属されているパネルに

よって発電される電気を、携帯電話につなぐことで充電ができ、さらにパネル自体を巻物のように巻く

ことができます。そのため、人々は手軽にその充電器を持ち運ぶことができます。この調査の概要は以

下の通りとなっております。 

 対象…タミルナードゥ州ディンディグル県およびその近郊の家庭 91件と店舗 14件 

 場所…家庭･店舗(ペティショップ･携帯電話販売店･床屋) 

 方法…インタビュー･デモンストレーション 

調査の結果として、太陽光携帯型充電器に対する需要は

高かったと言えます。91件中約 85%の 78件で、この太陽光

携帯型充電器が欲しいという回答を得ました。デモンスト

レーションを行うと、驚きの声があがった家庭も多く、太

陽光発電自体を間近で初めて見たという声や、折り曲げら

れる太陽光パネルは素晴らしいといったような声が聞かれ

ました。 

しかし実際に、人々がこちらの充電器を購入するには、

現在設定されている値段のままだと、人々には受け入れら

<在インド日本国大使館の天皇陛下植樹の菩提樹の
前にて、八木毅大使(中央)を囲んで>  

<現地での様子; 前列右から 2人目が筆者> 
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れにくいということも判明しました。購入する際は、1,000～4,999ルピーの間の価格ならと提示した家

庭が最も多いという結果になりました。実際の値段は、その倍以上となる 10,000ルピーの製品です。こ

うした結果を踏まえて、こちらの製品独自の｢折り曲げられて、持ち運びが容易｣な太陽光パネルの性質

を残しつつ、値段の切り下げが実現できるのならば、市場での伸びが期待できると感じました。 

この製品の潜在需要を調査した際、農村における電気供給の実態も調査致しました。滞在中ほぼ毎日

のように、数 10分から長いときは数時間の停電を経験しました。また、月に 1度電気設備の点検を実施

するため、すべての家庭で停電になる日もあります。このように、停電が恒常的に起こるために、停電

が人々にどのように捉えられているかについて調査しました。 

まず停電の頻度は、所得階層によって差異がありました。低所得者層の地区では、9 割以上の家庭に

おいて、また中所得者層では、8 割弱の家庭において、月に 1 回以上の停電が起こっていました。さら

に、高所得者層では予備電源として自家発電や蓄電池を保有している家庭が多く、停電が起こっても不

自由さを感じていないようでした。低･中所得者層の間では、停電が起こった際に困ることとして、｢頭

上のファンが回らないから、空気が循環せずに暑い｣ということが、最も多く挙げられました。 

一方で、以前より停電の頻度が減ったという話も聞きました。そこには、州政府の電力政策が大きく

関係しています。インドでは各州の政府が、その州の電力使用の方針を取り決めるという形を取ってい

ます。 

低所得者層の家庭を訪れた際、州政府から支給されたという扇風機やノ

ートパソコンがありました。非常にユニークだと思ったのは、扇風機の中

心に州首相であるJ. ジャヤラリータ氏の写真が貼付されていたこと(写真

1)です。低所得であっても、一通りの家事ができて不自由な思いをしない

ほど、家電製品が揃っている家庭が非常に多かったです。このように、調

査中には州政府の電力政策も知ることができました。 

こうした SIBOPの調査は、インド農村部の日常に深く迫れることが大き

な特徴です。滞在先は現地の NGOのオフィスなので、その NGOのリーダー

のお母さんが作ってくださる南インドの家庭料理(写真 2)を、毎食

いただきました。朝食の後は必ずチャイを入れてくださって、それ

を飲むと｢今日も調査が始まるな｣と気合が入りました。 

調査以外の場面では、農村地域のインド人女学生の方々との交流

がありました。彼女達とは年齢が近いこともあり、すぐに打ち解け

ることができました。休日には一緒に山登りをして、ディンディグ

ル県を一望(写真 3)したり、採れたての様々な果実をその場で食し

たりしました。彼女達と過ごした時間は非常に楽しい時間で、別れ

るのが惜しかったです。 

あっという間に過ぎてしまったディンディグルでの調査は、非常

に充実したものでした。再び私達はクライアントとなる日本企業様

を探し、来年の春にインドへ渡航します。また、次期渡航から農村

部のみではなく、都市部にもフォーカスした調査を展開して参りま

す。 

 

学生団体 SIBOPindiaの活動にご興味を持たれた方は、以下に記載しましたメールアドレスへのお問い

合わせ、または弊団体の HPをご覧下さい。 

E-Mail  sibp23@gmail.com 

URL    http://sibp2014.wix.com/sibp

写真1 

写真2 

写真3 
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Ⅰ. 内政 

9月 9日 

 9日、インド選挙管理委員会は、11月 29日で任期満了となるビハール州議会の選挙日程等概要を以下の

とおり発表した。 

 州議会議席: 243議席(指定カースト(SC)に対する留保38議席、指定部族(ST)に対する留保 2議席) 

 有権者(9月 7日時点): 66,826,658人 

 投票所数: 62,779所 

 投票日 

第 1回投票(49選挙区): 10月 12日(月) 

第 2回投票(32選挙区): 10月 16日(金) 

第 3回投票(50選挙区): 10月 28日(水) 

第 4回投票(55選挙区): 11月  1日(日) 

第 5回投票(57選挙区): 11月  5日(木) 

 開票日: 11月 8日(日) 

9月 10日 

 10日、ムンバイ高等裁判所は、マトン販売者協会からの訴えを受けて、ジャイナ教の宗教行事に合わせ、

ムンバイにおける全ての食肉の殺傷及び販売を 4日間(9月 10日、13日、17日、18日)禁止するという

ムンバイ市議会の決定は、ムンバイのような大都市では不適切であると疑義を呈した。11 日には、BJP

率いるムンバイ市議会が、各方面からの批判を受けて、食肉の殺傷及び販売を禁ずる処置を、4日から 2

日(10日、17日のみ)に減らすと発表した。14日、ムンバイ高等裁判所は、ムンバイ市議会の、17日に

食肉の販売を禁じる決定は市民の食生活を突然制限することになり正しい行為と見なせないとして、食

肉の販売を許可すべきとする暫定的な判決を下した。 

メモ:  

14日のムンバイ高裁の暫定判決は、殺傷については言及していない。  

9月 13日 

 13日付タイムズ･オブ･インディア(TOI)紙によれば、インド政府は、国内の防衛産業基盤活性化のため、

航空機及び戦闘艦艇から戦車及び誘導ミサイルに至る 6つの重要な分野で、選定された防衛産業関連企

業と｢戦略的パートナーシップ｣を結ぶとした。パリカル国防大臣は、元国防研究開発機構(DRDO)所長の

アートレ氏が率いる委員会にて、｢メイク･イン･インディア｣の一環として、戦略的パートナーシップを

結ぶ民間企業選定に係るガイドラインが間もなく提言されるだろう、と述べた。 

メモ:   

国内の戦略的パートナーに選ばれれば、国外の技術提供者あるいは海外直接投資(FDI)パートナーとプロジェクトの

実行のための交渉を開始する。ただし、6つの重点分野の内の一つの分野のパートナーに選ばれた民間企業は、他

の分野で選ばれることはない。 

9月 18日 

 18日付 TOI紙他は、米国の調査機関｢Pew Research Center｣が 17日に発表した本年 4月から 5月にかけ

てインドで実施した調査で、モディ首相が引き続き高い支持を得ているとの結果が出た旨報じている。

モディ首相の人気は、就任後 1年を経ても引き続き上昇しており、調査を行った人のうち 87％が、モデ

ィ首相に対し｢好意的な｣( favorable)見方を持っている旨回答した。その中にはコングレス党等の BJP

のライバル政党の支持者も含まれている。 

メモ:   

指導者に対する人気としては、ラフル・ガンディー・コングレス党副総裁が62％、ケジリワル・デリー準州首相が

60％、ソニア・ガンディー・コングレス党総裁が58％となった。 

モディ首相の外交については、対パキスタン関係について｢満足している｣(approved)と答えた人は僅か25％で、｢不

満｣(disapproved)は50％で、最も強い不満があることを示す結果となった。( 残り25％は｢わからない｣) 

なお、米国との関係については、66％が｢満足｣と回答し、｢不満｣は13％であった。 

3. インドニュース（2015年 9月） 

News from India 
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Ⅱ. 経済 

9月 1日 

 インド財務省発表によれば、インド政府は、2015年4月1日より前の期間について、外国人機関投資家に対

して最低代替税(Minimum Alternate Tax: MAT)課税を不適用とすることとし、所得税法(Income-Tax Act)

の適切な改正を行うことを決めた。 

9月 14日 

 14日、インド商工省は、同省産業政策・振興局、世銀、インド工業連合会(CII)及びインド商工会議所連

盟(FICCI)等が共同で実施した、インド各州の改革実施状況の調査をまとめた報告書｢州別ビジネス改革実

施状況評価｣を発表した。 

メモ:  

ビジネス環境改善のための98項目のアクション・プランに基づき、各州が2015年1月～6月の期間に実施した改革の

現状を初めてとりまとめたもの。各州のランキングは1～5位までは、グジャラート州、アンドラ・プラデシュ州、ジャー

ルカンド州、チャッティースガル州、マディヤ・プラデシュ州となった。 

 

Ⅲ. 外交 

【インド･米国関係】 

9月 22日 

 インド外務省発表等によれば、22日、ワシントンにおいて、スワラージ外相はケリー国務長官と初の米

印戦略･通商対話を実施した。同対話後、共同声明、テロとの戦いに係る米印共同宣言、ファクトシート

(①グローバルの協調、②商業、貿易及び経済に関する米印協力、③エネルギー･気候、環境、科学技術

及び保健、④高等教育と技術研修)を発出した。 

9月 23日～28日  

 インド政府発表や報道によれば、モディ首相は、9月23日から28日まで米国(ニューヨーク及びサンノゼ)

を訪問した。28日にオバマ大統領との首脳会談を実施した。 

 モディ首相は、米金融セクターCEO、メディア及びエンターテイメント･セクターCEO、Fortune500･CEO、

ブルームバーグ前NY市長、アップルCEOとそれぞれ会合を行った。また、デジタル･インディア･フォーラ

ム(グーグル、マイクロソフト、アドビのCEO等)、フェイスブックCEOとのタウンホール･ミーティング、

スタートアップ(新興企業)イベントを実施した。更に、企業視察(テスラ･モーターズ、グーグル)も実施

した。 

 モディ首相は、サンノゼにおいてインド人コミュニティ( 約18,000人)との会合を実施。 

メモ:  

インド外務省によれば、28日の印米首脳会談後のモディ首相発言は以下のとおり。 

・オバマ大統領の友情、ビジョン、そして印米関係に対するコミットメントを高く評価。印米二国間協力や印米の国際

的なパートナーシップが著しく強化された。 

・シリコンバレーで、米国の成功を支えるイノベーションや事業の力強さを身をもって実感。 

・オバマ大統領と自分は、人類の開発に対する渇望に配慮しながらも、気候変動に対する強いコミットメントを共有し

た。 

・インドの国連安保理常任理事国入りに対する米国の支援に感謝。また、印は、改革プロセスを一定の期限の中で

実現するための米国の支援を求めた。 

・印米パートナーシップは広く戦略的・安全保障上の懸念についてもカバー。防衛協力、とりわけ防衛装備品貿易や

訓練における協力は拡大。テロの脅威を受け、両国は、テロや過激主義に立ち向かうための協力を深化させてき

た。先日、印米でサイバー・セキュリティー対話を行った。 

・自分は、日本のような地域のパートナーと行っているように、印米間で｢アジア太平洋及びインド洋地域のための共

同戦略ビジョン｣の具体化に向けた前進を歓迎した。 

・印米の経済面でのパートナーシップは、二国間関係の主要な活力。 

【インドの国連外交】 

9月 23日～28日  

 モディ首相は、9月23日から28日まで国連総会に際して米国を訪問し、国連サミット(｢持続可能な開発の

ための2030アジェンダ｣採択)、国連平和維持に関する首脳会合に参加した。 

 モディ首相は、今次訪米に際して、米、英、仏、バングラデシュ、スリランカ、ブータン、セントビンセ
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ントおよびグレナディーン諸島、ガイアナ、スウェーデン、キプロス、エジプト、セントルシア、ヨルダ

ン、パレスチナ、メキシコ等の首脳、国連事務総長、世銀総裁と会談を実施した。また、G4(インド、日

本、ドイツ、ブラジル)首脳会合を実施した。 

10月1日 

 インド外務省発表によれば、10月 1日、スワラージ外相は、国連総会一般討論演説において演説した。 

メモ:   

演説の概要は以下のとおり。 

・国連創設70周年の今年は、創設時の目的の達成状況を分析する絶好の機会。現在の国連は、国際の平和と安定

の分野においては役に立たない組織。 

・インドは、引き続き国連平和維持活動に従事。今後より一層の貢献を行う用意がある。 

・パキスタンに関し、インドの対話の窓は開かれているが対話とテロは相容れないもの。昨30日、パキスタン首相

が、新しい平和イニシャティブとして4点掲げたが、4つも必要なく1つで足りる。7月のウファにおける両首脳間の合

意のとおり、テロをやめ、対話を始めようではないか。 

・インドは、核保有国としての責任を認識しており、今後も変わることなく無差別で検証可能な形の世界規模の軍縮を

支援していく。 

・安保理改革は最も喫緊の課題であり、妥当性のある、バランスのとれた形に変容してこそ、安保理は再び信頼性や

問題解決能力を備えることが出来る。 

【インド･スリランカ関係】 

9月 15日  

 モディ首相は、15 日、就任後初の外遊先としてインドを訪問したウィクラマシンハ･スリランカ首相と

首脳会談を実施した。 

【インド･ネパール関係】 

9月 20日  

 ネパールは、20日、新憲法を公布した。これを巡り、インド外務省は懸念を表明した。 

 19日、ジャイシャンカル外務次官は、プレスステートメントを発出し、モディ首相の特使としてカトマン

ズを2日間訪問した旨、国民に幅広く受け入れられ、永続性と順応性を有する憲法を望む旨述べた。 

 インド外務省は、21日、ネパール情勢に関する声明を発出し、20日の憲法公布後、インドとの国境沿いに

あるネパール国内の地域において、死傷者を出すに至る暴力事件が生じていることに対し、深い懸念を有

する旨表明した。  

メモ:  

ネパール南部のインド国境付近のタライ地域には、インド系母語を持つマデシと呼ばれる住民が在住。マデシの人

口は総人口の約20％であり、共通言語はヒンディー語。ネパールがマデシを通じたインドの影響力拡大の虞等も懸

念してきたため、マデシは歴史的に差別的な待遇を受けてきた。 

 

Ⅳ. 日印関係 

9月2日～4日 

 城内外務副大臣は、9月2日～4日の日程でインドを訪問し、デリーで開催されたセミナー｢紛争回避と環境

配慮に関するグローバルなヒンドゥー教・仏教イニシャティブ｣に出席し、開会式でスピーチを行った。

開会式では、安倍総理のビデオ・メッセージが紹介された。城内副大臣は、開会式の機会を捉えてモディ

首相と短時間立ち話を行った他、リジシュ内務担当閣外大臣等と懇談した。 

メモ:   

同セミナーには、日本の他、インド、ミャンマー、スリランカ、タイ、カンボジア、モンゴル、ブータン、ネパール、ロシ

ア、ベトナム等から政治指導者、仏教僧及び有識者が参加した。 

9月8日～13日 

 ファドナヴィス・マハーラーシュトラ州首相は9月8日から13日の日程で訪日した。訪日中、同州首相は、

宮沢経済産業大臣、太田国土交通大臣及び企業関係者と懇談した。宮沢経済産業大臣との懇談の際には、

経済産業省とマハーラーシュトラ州の間で官民協力に関する覚書に署名がされた。 

メモ:   

ファドナヴィス州首相は、訪日後、自身のツイッターのアカウントにて、①日本の成長ストーリーに大きく感銘を受け

た、今後我々の成長ストーリーに日本の投資家が加わることを強く望む、②宮沢経済産業大臣との面会が叶い光
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栄、③ムンバイ湾横断道路建設計画の工期短縮に対し、宮沢大臣の理解を得ることができ幸い、④太田国土交通大

臣と非常に良い懇談を行った、⑤太田国土交通大臣に対し、アーメダバード・ムンバイ間高速鉄道計画への新幹線

の支援を申し入れた、とツイートした。 

9月21日 

 21日、モディ首相は、自身のツイッターのアカウントに、安倍総理の誕生日に寄せて｢自分の友人である

安倍総理の誕生日を祝福します。安倍総理のご長寿とご健康を祈念します。安倍総理との交流をいつも大

切なものとして思い起こしています。｣とツイートした。 

9月26日 

 外務省発表によれば、26日、モディ･インド首相が主催し、安倍総理、メルケル･ドイツ首相及びルセーフ･

ブラジル大統領が出席して安保理改革に関するG4首脳会合がニューヨークにおいて行われた。 

9月30日 

 外務省発表によれば、ニューヨークにおいて、初の日米印外相会合が開催された。今次会合には、我が国

から岸田外務大臣、米国からケリー国務長官、インドからスワラージ外務大臣がそれぞれ出席した。 
  

今月の注目点:  ビハール州議会選挙 

9日、インド選挙管理委員会は、ビハール州選挙(下院)が10月12日(月)から11月5日(木)までの期間

に5回に分けて実施されることを発表した。各種報道やシンクタンクは、今回のビハール州議会選挙はモ

ディ首相にとって、これまでで最も大きな挑戦となると見ている。今回の州議会選挙でインド人民党(BJP)

が勝利すれば、現在コングレス率いる統一進歩同盟(UPS)が大多数を占める連邦上院議院において、2016

年及び2017年の選挙で大多数を奪うためのモメンタムを得られるとされている。一方、モディ首相の評

価は選挙キャンペーンとも深い関わりがあることから、負ければ大きな打撃になる可能性があるのだ。 

今回の州議会選挙は、モディ首相にとってのみ重要なわけではないようだ。各紙は、現ビハール州首相

のニティシュ･クマール氏にとっても非常に重要な選挙であるとし、BJPとJD(U)の戦いに注目している。

ニティシュ･クマール州首相は、かつては、全州首相の中でもひときわ輝く存在であったが、2014年の

総選挙での大敗以降、その威光は陰りを見せており、今回の選挙では挽回を図らなければならない。 

 既に選挙まで2ヶ月を切った現在、各政党はすでに自らのポジションを決めているようだ。特に、ニテ

ィシュ･クマール州首相率いるジャナタ・ダル統一派(JD(U))とＢＪＰのポジションの違いは興味深い。8

月23日付ヒンドゥー紙によれば、過去のビハール州での選挙と同様に、今回もカーストが重要な役割を

担うことは間違いないが、両政党は、勝利のためには、さらに別の要素が必要であることを十分に認識し

ているという。その認識に対する答えとして、JD(U)は’Bihari Pride’、BJPは｢ビハールの発展｣を掲げ

ている。そもそもJD(U)の’Bihari Pride’の発端は、以前にモディ首相が、ビハール州は｢BIMARU*

の州であり、病気で後れている｣と発言したこととされる。(*BIMARU=経済的に後れているとされる4つ

の州(Bihar、Madhya Pradesh、Rajasthan、Uttar Pradesh)の頭文字をとったもの。｢病気の｣の意

味を持つヒンディー語(bimar)とかけている) 一方、モディ首相は、最近、ビハール州ガヤでの選挙集会

でも大規模な経済パッケージを表明するなど、明確に経済発展の重要性を掲げている。これまで経済成長

を重要視してきたモディ首相らしい戦略であると言えるだろう。 

 経済発展重視のBJPと、ビハールのプライドをかけて戦うニティシュ･クマール州首相率いるJD(U)、

それぞれの選挙対策は今後どのような結末を迎えるのか。9月初めの各紙の報道によると、インドのある

TV局が実施した世論調査では、JD(U)、民族ジャナタ･ダル(RDU)及びコングレスの｢グランド･アライ

アンス｣は、243議席のうち116から132議席を獲得するとの結果が出た。また、インドのリサーチ会

社であるC-Voter社が実施した世論調査では、人民の力党(LJP)、民族ローク･サマタ党(RLSP)及びイン

ド人民戦線(HAM)を含むBJPの同盟は94から110議席を獲得するとの結果がでた。州首相に最も相応

しい人物についての質問には、53％が｢ニティシュ･クマール現州首相｣、18％がBJPの｢スシル･モディ

氏｣と答えた。現在の貧しいビハール州の状況は誰に責任があるか、という質問に対しては、52％が｢州

政府｣、35％が｢連邦政府｣と答えている。そして、今次州議会選挙は変化のための投票となるか、との質

問には、55％が｢はい｣、44％が｢いいえ｣と答えるとともに、州首相の交代を求めるか、との質問には、

52％が｢はい｣、48％が｢いいえ｣と答えた。現時点での世論調査では、数字の上では、現状の変化を求め

る人々が僅かに上回る状態といえるが、今後、BJPやJD(U)の戦略の違いが、この状況にどのような影

響を与えるかは興味深いポイントである。 
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=◇ 最近のイベント ◇= 

◆Ananda ―インド伝統文化に触れる夕べー 

昨年 12月に国連が、『運動としてのみならず、自分と自然との調和を発見する』重要性を詠って、『国際

ヨーガの日』を制定しましたが、その一環として、インド伝統文化にふれる夕べとして、ヨーガを中心と

したイベント『Ananda』が、9月 15日(火)にインド大使館で開催されました(写真 1 (左から 2人目)チョ

ップラ博士を囲んでの主催者と来賓)。 

『Ananda』とは、インドの言葉で、『至福』を意味し、正に、運動としての体の向上のみならず、体と心

が一体化して、思考と行動に調和を生み出すことを目指すものです。インドから、ヨーガのエキスパート

である心理学者のリチャ･チョップラ博士をお迎えして、ヨーガの神髄のお話をされました(写真 2)。その

前後には、インド音楽、ダンスヨーガ、瞑想や呼吸法などの紹介と実践が行われました。 

開会式には、自らヨーガを嗜む 2015年ミスワールド日本代表(中川知香さん)が参加されて、ミスワール

ドとは外見上の『美』だけと捉えられがちだが、ヨーガを通して内面からの『美』を追求していると挨拶

されました(写真 3)。ヨーガダンスを通して、ダンサーの優雅さに加え、驚くほどの体の柔らかさに目を

見張るものでした。 

最後に、呼吸法を実践し、感情の起伏によって呼吸が異なる(自分では意識できない)けれども、どの様

な状況でも、ヨーガによる呼吸法を実践すれば、瞑想をしつつ、意識を集中させ、心穏やかに、そして、

如何なる状況をも受け入れる意識が芽生えると伝授されました。短時間ではありましたが、ヨーガの良き

面を見ることが出来ました。                                                         (記 笹田勝義) 

 

◆インド･マハラシュトラ州における投資機会セミナー(東京) 

 9月11日(金)に東京で開催された｢インド･マハラシュトラ州に

おける投資機会セミナー｣で基調講演に立ったデンドラ・ファドナ

ヴィス州首相(写真上)は、｢今までマハラシュトラ州に進出する外

国企業は欧米が中心であったが、今後は日本企業の投資受け入れ

に一層力を入れて行きたい。その拠点としてスパ日本企業専用工

業団地を活用してもらいたい｣と語りました。 

 セミナーでは(写真下)、同州プネ近郊で開発が進む｢スパ日本企

業専用工業団地｣の土地区画図や分譲予定などが明らかにされたが、

2013 年 4 月にマハラシュトラ州産業開発公社(Maharasytra 

Industrial Development Corporation; MIDC)とジェトロが交わし

た投資促進に向けた覚書(MOU)により進められていたものです。プ

ネから北東約 75km、プネとは幹線道路で結ばれており、車で約 1

時間半の距離、南北に長いインドで、同じ州内のムンバイや隣州

4. イベント紹介 

Japan-India Events 

写真2 写真3 写真1 

<写真: ジェトロ> 
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のグジャラート州はもちろんのこと、北のデリー周辺(ハリアナ州、UP州、パンジャブ州)から南のバンガ

ロール、チェンナイにもその位置的なメリットが生かせることを強調されていました。 

スパ工業団地の総面積は 2,300エーカー(約 931万㎡)、このうち 500エーカー(約 202万㎡)が日本企業

専用工業団地として分譲の予定です。基礎インフラを含む土地価格は 2017年 12月までは特別価格として

2,200ルピー/㎡です。MIDCによると、土地取得申請は、MIDCのウェブサイトで受付、分譲開始は 2016年

3月を予定しています。 

詳細はジェトロにて照会可能、セミナーで配布された資料各種は当協会でも閲覧可能です。 

MIDC URL       http://www.midcindia.org/Pages/DefaultMIDC.aspx 

ジェトロ URL   https://www.jetro.go.jp/                                   (記 宮原豊) 

 

◆インド･マディアプラデシュ州における投資機会セミナー 

 9 月 30 日に、インド･マディアプラデシュ州政府が、駐日イ

ンド大使館、インド工業連盟(CII)、ジェトロとの共催で、同州

への投資を誘致するセミナーを開催しました。 

シブラジ･シン･チョウハン州首相が、州政府要人や同州の企

業集団を率いて来日し、同州への熱い日本企業誘致講演を行い

ました。ジェトロの支援もあって、同州の状況把握が成されま

した。マディアプラデシュ州は、インドのほぼ中央部に位置し、

過去においては、熱狂的な日本企業の投資が多くなく、日本で

の知名度が今一つでありました。しかし、セミナーで提供され

た情報では、州政府による良好な恩典、州の高度成長見込み、

労働環境の良さ、日本企業向けの専用団地(ピタンプール)整備、

陸上/航空の良好な物流環境、ムンバイ－デリー産業大動脈

(DMIC)の内 20%が同州を経由するので、DMICからの産業の発展

性、インドでは珍しい強固なインフラ整備状況等の、数多くの

利点を強調されました。 

チョウハン州首相は、ジェスチャー豊かに、説得力ある、演

説をされました。インド中央政府のナレンドラ･モディ首相を更

にパワフルにしたような印象でした。既に進出して久しいブリ

ヂストン社の現地代表、太陽光関連企業代表者など、現地企業

4社からのプレゼンがなされました。 

モディ首相の目玉である『Make in India』(インドでもの作り)キャンペーンを、強烈に実行していこう

との熱意を感じました。                                                            (記 笹田勝義) 

 

◆GANDHI JAYANTI－マハトマ･ガンディー生誕祭－ 

2015年 10月 2日の夕方に、インド大使館にて、マハトマ･ガンディー生誕祭が挙行されました。冒頭に、

主催者側としてワドワ･インド大使と Discover India Club(DIC)会長のラビンダー･マリック博士から、基

調演説がありました。 

マハトマ･ガンディーは我々日本人にも、非暴力の思想を徹底して守り抜いて、インドを独立に導いた、

インド人にとって神様のような存在として、非常に馴染の深い方ですが、今や、ガンディー思想はインド

国内のみならず、世界にその影響力を強くしております。国力として世界の双璧として例えられる中国の

毛沢東思想とは合い入れない考え方ですが、その中国ですら、ガンディー思想を研究する組織が出来てい

るそうです。お二方の言葉からは、マハトマ･ガンディーを信奉し、称えるお気持ちが良く表れていました。 

その後、グジャラート州から招かれた、グジャラティ･ダンスが披露されました。インド伝統ダンスは、

<熱弁をふるうチョーハン州首相> 

<チョーハン首相(中央)とワドワ大使(左)> 
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ゆったりと優雅に、目の動き、手足の動きに繊細に表現されるとの

認識であったが、グジャラティ･ダンスは全身を使っての極めて激し

い踊りで、ステージ一杯に動き回る姿は今までのイメージを大きく

覆すものでした。特に男性ダンサー達は、クルクルと回りながらの

踊りが特徴のようで、相当に早く回るため、観客の方が目が回りそ

うになってしまいました。 

最後に、インド料理が振舞われましたが、インド国内で生誕祭は

国民の祝日となっており、ドライデー(禁酒日)であるため、遠く離

れた日本でもお酒はサーブされませんでした。       (記 笹田勝義) 

 

=◇ 今後のイベント ◇= 

◆東京ディワリ フェスタ 西葛西 ―山形県鶴岡市物産展同時開催― 

  西葛西での恒例のディワリ･フェスタです。今年で 16回目を迎えます。“今年は昼間の秋祭り”です。 

皆様、お誘い合わせのうえお越し下さい。 

日 時: 2015年 10月 24日(土) 10:00～16:30 

会 場: 西葛西新田 6号公園 

    東京都江戸川区西葛西 8-6  徒歩 15分  

入 場: 無料 

主催･問合先: ディワリフェスタ西葛西 実行委員会   東京都江戸川区西葛西 3-3-15  

☎  03-3688-6612      E-mail  shanti@peace.ocn.ne.jp 

 

 

 

◆インドを語る集い <様々なインド> 第 38回  『翁久允とタゴール』 

先月の『月刊インド』の｢もう一つの日印関係｣でご紹介した、翁久允についてのミニセミナーです。 

講師に、公益財団法人翁久允財団代表理事であり翁久允のお孫様でもある須田満氏をお迎えし、『翁久

允とタゴール』について、お話をして頂きます。 

同封の参加申込用紙をご確認のうえ、必要事項をご記入し、お申込み下さい。 

日 時: 2015年 10月 30日(金)  18:00～19:30 

会 場: 公益財団法人日印協会 事務所 東京都中央区日本橋茅場町 2－1－14 スズコービル 2階 

定 員: 先着 30名 

〆 切: 2015年 10月 23日(金) 

入 場: 無料 (非会員 500円) 

◆交流会開催のお知らせ  

 11月 20日(金)に、交流会を開催致します。今年 2回目の交流会は、ラス･ビハリ･ボースで有名な新

宿中村屋で行います。 

参加ご希望の方は、11月 11日(水)までに、同封の申込用紙をご確認の上、必要事項をご記入し、お

申込み下さい。 

 日 時: 2015年 11月 20日(金)  18:00～20:00 

  会 場: 新宿中村屋 レストラングランナ  東京都新宿区新宿 3-26-13新宿中村屋ビル 8F 

☎ 03-3352-6167  東京メトロ丸ノ内線 新宿駅 A6出入口直結 

会 費: 一般 4,500円 / 学生 2,500円 

  定 員: 50名(先着順) 

〆 切: (申込み 並びに 振込期限) 2015年 11月 11日(水)必着 

<煌びやかな衣装のダンサー達> 
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§『現代インド･フォーラム』2015年 秋季号 №27 

10月 1日に発刊し、10月8日に、協会HPにアップ致しました。 

今号では、“インドの安全保障問題”を特集し、下記 3論文を掲載しております。 

1.インドの軍事力 

 長尾賢 (公益財団法人東京財団) 

2.インドの安全保障と印中国境問題 

 笠井亮平 (岐阜女子大学南アジア研究センター) 

3.インドの安全保障からみたパキスタンと中国 

 伊藤融 (防衛大学校) 

右記 URLからもご覧頂けます。   http://www.japan-india.com/forum 

インドに関する調査研究活動を活発化させるとともに、「現代インド･フォーラム」の向上をめざし、9月1

日付で、日印協会内に「現代インド研究センター」を設立致しました。 

センター長(Director)は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)が就任いたしました。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、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ことを期待しております。 

また、「現代インド研究センター」は、学者、研究者、実務家などでインドを研究し、インドに関与する皆

様との交流も重視しておりますので、よろしく御指導御鞭撻をお願い申し上げます。 

 

§『インドよ！』 

著者: 東京スパイス番長 

(シャンカール･ノグチ/ナイル善己/メタ･バラッツ/水野仁輔) 

発行: マイルスタッフ(インプレス) 

価格: 1,800円+税ISBN 978-4-8443-7668-2 C0095 

4 人組｢東京スパイス番長｣の各人のインドに対する思い入れエッセイ集とでも言う

べき本書は、｢インドに行ったら人生観変わらなきゃ｣と張り切るインド未体験者にと

っても、｢インドなら結構知っているよ｣と言う上級者にとっても、一味違ったインド

を見せてくれます。こんなインドもあるね、と気づかせてくれるお勧めの本です。 

5. 新刊書紹介 

Books Review 
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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             8,000 円/口 ☆入会金 個人 2,000 円 

学生             4,000 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、2015年11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。 

<編集後記> 

本誌でも取り上げましたが、今年のナマステ･インディアも、予定通り無事開催されました。日印協会も、

例年通りに参加し、沢山の方々が協会テントを訪れて下さいました。 

｢トイレはどこですか?｣、｢○○はどこに売っていますか?｣、｢代々木駅はどっちですか?｣、｢今日は、何

のイベントですか?｣等々、様々なお問い合わせに忙殺さる 2日間。もっと日印協会の存在意義に迫るよう

なお問合せを望んでいたのに、なかなか…。中には、｢今話題の森元総理がなぜ会長?｣と尋ねて下さる方も

いらして、｢2000年に訪印して～｣、と色々説明、最後に｢会長職は無給です｣と締めくくると、｢お～～｣と、

感嘆の声を上げられます。 

隣はインディアン･フィルム･フェスティバル･ジャパンのブースで、シャー･ルク･カーンの幟を上げて、

｢(SRKの幟との)写真は300円、キスは 1,000円!!｣(実際は無料)の掛け声。SRKの集客力は凄まじく、協会

は全く太刀打ちできません。揚句に、チラシを配るイケメン(?)インド人は、SRK を指さし｢My Brother｣。

会場に来ていた友人に、絶対嘘だ! 信じる人がいたらどうする、と話していたら、｢大丈夫、インド好きは

怪しい話には慣れているから｣と断言。続けて、｢それよりも、上はパンジャビで、下はデニムにスニーカ

ーのあなた(編集子)の恰好が、一番怪しい｣と手厳しい指摘。集客を妨げていたのは、編集子でした。 

そんな協会ブースや協会主催のセミナーにお立ち寄り下さった皆様、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。 

6. 掲示板 
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