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1月 23日は、インド独立運動指導者にして日本とも深いつながりを持つスバース・チャンドラ・ボース（以下、

彼の敬称「ネタジ」を使う）の誕生日だ。これを記念して、ボースを顕彰し、その業績について研究・調査を行

う団体「ネタジ・リサーチ・ビューロー（以下NRB）」では毎年会合を開いている。会場はかつて 1941 年 1 月

に極秘裏に脱出するまでネタジも住んでいたコルカタ（旧カルカッタ）の邸宅で、いまでは「ネタジ・バワン」

と呼ばれる建物だ。ボース生誕 125周年に当たる今年も、本来であれば会場におおぜいの参加者が集まるはずだ

った。しかし残念なことに、インドでも新型コロナウイルスのオミクロン株が猛威を振るっていた時期に重なっ

てしまったことから、会場は人数を大幅に制限し、ユーチューブによるライブ中継が行われた。このため、筆者

も日本にいながらにして一部始終を見届けることができた。本稿では、この記念行事の様子を筆者の解説や経験

も交えながら伝えるとともに、ネタジ関連の出来事についても触れることにしたい。 

ボース家の人びとと「空席の椅子」 

壇上には2人のインド人男性の姿があった。ひとりは司会のスマントラ・ボース氏、もうひとりは兄でこの日

の基調講演を行ったスガタ・ボース氏だ。彼らの祖父は、ネタジの兄でともに独立運動を展開したサラット・チ

ャンドラ・ボース。つまりスマントラ氏とスガタ氏から見ると、ネタジは大伯父ということになる。 

2 人ともアカデミズムの道を歩み、スマントラ氏はロンドン・スクール・オブ・エコノミクス（LSE）で長年

教鞭を執った経験がある。兄のスガタ氏はハーヴァード大学で歴史学の教授を務めており、著書の A Hundred 

Horizons: The Indian Ocean in the Age of Global Empire（100の水平線——グローバル帝国時代のインド洋）は、

インド洋歴史研究の必読書だ。また、His Majesty’s Opponent: Subhas Chandra Bose and India’s Struggle 

against Empire（国王陛下に抗う者——スバース・チャンドラ・ボースとインドによる帝国との闘い）は、大伯父

であるネタジについての評伝だが、歴史家として一次史料に当たり、客観的にインド独立運動指導者の生涯を描

き出した、いわばボース伝の決定版と言える。なお、スガタ氏は 2014 年から 5 年弱、西ベンガル州を地盤とす

る地域政党・全印草の根会議派（トリナムール・コングレス）所属の連邦下院議員を務めたこともある。 

壇上には誰も座っていない席が 1 つあった。そのわけを、司会のスマントラ氏が説明してくれた。その席は、

彼とスガタ氏の母クリシュナ・ボース氏のためにとってあるのだという。クリシュナ氏は政治家として 2004 年

まで 18 年にわたり連邦下院議員を務めたほか、ネタジの事績を伝える活動にも積極的に取り組んだ（スマント

ラ氏からは、ネタジや INAについて彼女が書いた文章をひとつにまとめた本が数か月内に英語で刊行される予定

との紹介があった）。筆者も2019年 3月にコルカタを訪問した際、ネ

タジ・バワンで彼女と会って話を伺ったことがある。当時 80 台後半

だったと思うが、ネタジについての質問に丁寧に答えてくれたことが

今でも印象に残っている。ところが、2020 年 2 月、そのクリシュナ

氏が逝去したという報せが飛び込んできた。当時筆者は3月開催のコ

ルカタでの国際会議に招待されて出席する予定があり、その際にクリ

シュナ氏とも再会をと思っていたのだが、それは叶わなくなってしま

った（加えて、新型コロナウイルスの感染拡大のためインドへの渡航

自体が中止となった）。 

安倍元首相への「ネタジ賞」授与 

ネタジ生誕記念行事に合わせて、「ネタジ賞」の発表・授与が行われた。同賞はインド独立に貢献した者を称え

る目的で NRB が 1986 年に創設したもので、同年の第 1 回受賞者は藤原岩市元陸軍中佐（自衛隊での最終階級

は陸将）だった。開戦当時少佐だった藤原は、日本軍のインド工作を担う「F機関」を率い、1942年にマレー半

島やシンガポールで投降した英印軍のインド兵から志願者を募って「インド国民軍（INA）」を立ち上げた。   

1.「スバース・チャンドラ・ボース生誕 125周年 
記念行事」レポート 

Subhas Chandra Bose's 125th Birth Anniversary Event  
by Netaji Research Bureau 

生前のクリシュナ・ボース氏（右）と筆者 
ネタジ・バワンにて 
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1944年のインパール作戦でも、第15軍の情報参謀として参加した。 

その後ネタジ賞は INAで活躍した元幹部や司令官、女性部隊「ラーニー・オブ・ジャーンシー」隊長などに授

与されてきたが、2022年は再び日本人が受賞することとなった。安倍晋三元首相である。司会のスマントラ氏は

安倍氏について、「グローバルな政治家であり、日本の首相として歴代最長の在任期間を持つ」、「インドにとって

誠実な友人」「ネタジの熱心な信奉者」と形容した。安倍氏は第一次政権を担当していた2007年、インドを公式

訪問した。このとき安倍氏はニューデリーだけでなくコルカタも訪問し、ネタジ・バワンでクリシュナ・ボース

氏と懇談しているが、会場にはその際の写真が掲示されていた。 

これを受けて、中村温・在コルカタ日本総領事が安倍氏のメッセージを代読した。そこでは、ネタジ賞授与へ

の謝意にはじまり、首相として日印関係の強化に取り組んで来たこと、2007 年 8 月のネタジ・バワン訪問のこ

とをよく覚えていること、日印国交樹立70周年という節目に当たる2022年に両国の「特別戦略的グローバル・

パートナーシップ」がさらに発展することを願っていることなどが述べられていた。 

次いで、鈴木哲・駐インド大使によるビデオメッセージが会場に流された。ここでも今年が国交樹立 70 周年

に当たることへの言及があったが、両国のつながりはそれだけにとどまらず、スワミー・ヴィヴェーカーナンダ、

ラビンドラナート・タゴール、ラダビノード・パル判事、そしてネタジといったベンガル出身のインド人が大き

な役割を担ってきたことに言及されていたのが印象的だった。 

筆者の注意を引いたのは、鈴木大使がバーラティ・アシャ・チョードリー（旧姓サハーイ）さんの話をしたこ

とだった。アシャさんは1928年に神戸で生まれたインド人女性だ。父のアーナンド・モーハン・サハーイは「中

村屋のボース」ことラーシュ・ビハーリー・ボースとも連携しつつ、戦前・戦中の日本やアジアでインド独立運

動に取り組んでいた活動家だった。ネタジとも接点があり、1943年にシンガポールで「自由インド仮政府」が樹

立した際には、サハーイは官房長官的な役回りの閣僚に任命された。母のサティも祖国の独立実現に向けた熱い

想いを持っていた。こうした父母のもと、日本で生まれ育ったアシャさん——「朝子」という日本名も持つ——は、

1943年に東京を訪問したネタジと言葉を交わしたのがきっかけで、1945年に INAの女性部隊に参加した（その

後戦争が終結したため彼女が実際の戦闘に参加することはなかった）。彼女は戦後インドに帰国し、いまでも健在

だ。筆者はアシャさんに強い関心を抱き、本人や関係者へのインタビュー、各地への取材、日印双方の資料調査

にもとづいて『インド独立の志士「朝子」』（白水社）という本を 2016 年に上梓した。それだけに、彼女のこと

がネタジや日印の歴史的つながりのなかで取り上げられることは、筆者にとってはとりわけ嬉しく感じられた。 

スガタ・ボース氏の基調講演 

NRB の出版活動やバングラデシュ独立の立役者ムジブル・ラーマンの

ネタジについての発言紹介、詩の朗読を経て、会の後半はスガタ・ボース

氏の基調講演に充てられた。テーマは「ネタジと日本」。ネタジにかかわる

写真の数々をスライドショーで掲示しながら、彼と日本のかかわりについ

てスガタ氏が解説してくれた。 

最初に掲示されたのは、1967年にネタジ・バワンで行われた、藤原岩市

氏がネタジから日本側に贈られた日本刀を当時 NRB 所長だったシシル・

クマール・ボース氏に手渡している様子を捉えた白黒写真だった。それ以

降は、ネタジが副官のアビド・ハッサンを伴ってドイツから日独の潜水艦

を乗り継いで日本に渡航したときの写真を示しながら、1943年に東京で軍・

政府の要人やラーシュ・ビハーリー・ボースらと精力的に会談を重ねてい

ったプロセスが紹介された。さらに、シンガポールでの INAの指揮権継承

や先述した自由インド仮政府の樹立に至る流れについても要点を押さえた

説明が行われた。1943年 11月の大東亜会議にネタジがオブザーバーとし

て参加し、出席者の気持ちを強く揺さぶる演説を行うなど、訪日が大きな反響を呼んだことについては、スガタ

氏はとくに詳しく語っていた。「スバース・チャンドラ・ボースは、一度会ったら忘れられない人間だ」という、

バー・モウ（1943年にビルマが独立した際の首相）の言葉も引用された。 

写真のなかでとくに貴重だったのは、ネタジが渋沢敬三とその家族と一緒に収まっている一枚だった。2021

年のNHK大河ドラマ『青天を衝け』の終盤で登場したので覚えている読者も多いと思うが、渋沢敬三は渋沢栄

一の孫で、彼の後継者となった人物だ。1943年当時は日本銀行副総裁（翌44年に総裁。終戦直後の幣原内閣で

NRB主催「スバース・チャンドラ・ボース
生誕125周年記念行事」のチラシ 
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は大蔵大臣も務めた）という要職にあった。大東亜会議出席のためネタジが1943年 11月に東京に赴いた際、宿

泊先となったのが三田にあった渋沢敬三邸だったという。渋沢栄一がインド航路の開設に取り組んだり、来日し

たタゴールを飛鳥山の自邸でもてなしたりしたほか、日印協会の第3代会長を務めるなどインドとさまざまな場

面で重要な接点を持っていたことは、近年彼への関心が高まるなかで知られるようになってきている。だが、渋

沢家とインドの縁は栄一だけにとどまらず、孫の敬三の代でも続いていたことがうかがえた。なお、1958年にチ

ャンドラ・ボース・アカデミーが発足した際、渋沢敬三は初代会長に就いている。 

ネタジは大東亜会議出席後、中華民国に立ち寄り、南京で中山陵（孫文の墓）を訪れており、その模様を捉え

た写真も掲示された。このときネタジは、蒋介石率いる重慶の国民政府と中国国民に向けた 40 分にわたるラジ

オ放送を行ったという。スガタ氏によると、ネタジは、中国革命における孫文の役割を高く評価している、アジ

ア主義を唱えたC・R・ダス（インド国民会議派の指導者で、ネタジのメンター的存在）、孫文、岡倉天心の足跡

をたどったことで自分も汎アジア連合という思想に感銘を受けた、アジアは「解放」と「団結」という2つの目

標を達成する必要があると語ったという。シンガポールへの帰途、ネタジはフィリピンのマニラも訪問した。 

1944年のインパール作戦におけるネタジと INAの活動についても触れられた。作戦に参加した INAの部隊が

3 月 18日にインド・ビルマ国境を越えて祖国の地を踏んだこと、日本軍撤退時には INAが殿を務めて英印軍の

猛攻に抗ったこと、インパール作戦と連動して 2 月から行われた第二次アラカン作戦にも INA が参加したこと

などが語られた。また、ネタジの遺灰が戦後、日本の寺院（東京都杉並区の蓮光寺）に安置されていることへの

言及もあった。 

講演の終盤には、1967年12月に藤原岩市氏からネタジの日本刀が返還されたときのエピソードも披露された。

スガタ氏は父のシシル・クマール・ボース氏とともに、「ネタジの刀」を列車でカルカッタからデリーまで運ぶ大

役を務めたが、各地で途方もない数の人びとが集まっていたという。刀はレッド・フォートに運ばれ、インドの

正副大統領やインディラ・ガンディー首相が列席するなかで式典が行われた。その際、インディラ・ガンディー

首相はこう語ったという。「彼のスローガンは『チャロー・デリー（デリーへ進め）』でした。彼自身はデリーに

たどり着くことができませんでしたが、彼の刀は今日こうして帰ってきました。わたしたちはこれを温かく歓迎

したいと思います」。スガタ氏は最後に INAの進軍歌の一節を自ら歌い、講演を締めくくった。 

「再評価」されるネタジ 

近年、ネタジへの関心はインド国内でも高まっているようだ。2019 年 1 月 23 日、ネタジと INA についての

博物館がレッド・フォート敷地内に開設された。筆者も正式オープン前に内覧させてもらったことがあるが、ネ

タジと INAの事績を豊富な画像資料と解説パネルによって伝えようという姿勢が示されていたのを覚えている。

また、今年の 1 月 23 日には、デリーのインド門にネタジ像がホログラムというかたちで設置され、モディ首相

が式典を執り行った。インパールの戦いの舞台となったマニプル州やナガランド州でも、ネタジや INAを顕彰す

るさまざまな試みが進行中と聞く。筆者は参加できなかったが、NRB によるものとは別に、1 月 23 日と 24 日

の 2日間にわたりネタジ生誕125周年を記念したオンライン会議が開かれ、日本からは大阪大学の溝上富夫・名

誉教授がスピーカーのひとりとして参加した。 

NRB も、今回紹介した生誕記念行事に加え、今後複数の企画を実施する予定だと司会のスマントラ氏が語っ

ていた。こうした取り組みを通じて、ネタジについての関心、ひいてはインド独立運動の過程やそこで日本が果

たした役割について活発で生産的な議論が交わされ、理解がいっそう深まることを切に願っている。 
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Dr. Reeta Sharma（リータ・シャルマ博士） 

B.Sc.,BAMS,MA (Yog science),Ph.D Yog (Philosophy) 

Ex Teacher of Indian Culture (VCC),Embassy of India, Tokyo 

（英文に続いて日本語あり） 

It was indeed a God’s blessing, when I got the opportunity to 

work at Vivekananda Cultural Center (VCC) Embassy of India, 

Tokyo as a Teacher of Indian culture to promote Indian culture in 

Japan. Japan, the land of the rising sun which is filled with people 

that show the world what an ideal society and perspective to life 

should look like. In a country where honesty, patriotism, virtue and 

hard work is the first line of education, I got an opportunity to 

propagate Indian culture. 

I had a rigor and enthusiasm to further strengthen the 

amazing relations between the two countries by carrying out my 

responsibilities of teaching and raising awareness about the Indian culture in its purest form, in a country 

like Japan with such a beautiful history and culture of its own. As I reached Tokyo, I never felt away from 

home given the amazingly kind nature of people around me. The students of VCC welcomed me with a yogic 

applause. I was amazed by their dedication and passion towards Yoga, both physical and mental.  

Need for Yoga Education in Japan 

Like most countries, there are only a few people in Japan 

who understand the true nature of yoga. Most people see yoga only 

as a physical activity but it is imperative that people learn and 

understand the true nature of yoga. At the Embassy, we 

emphasized special attention to this aspect of yoga. Due to this, the 

yoga enthusiasts slowly started to understand the traditional and 

authentic form of yoga. Many students passed yoga certification 

exams and have obtained certificates from the Ministry of Ayush, 

Govternment of India to become authentic yoga teachers, while 

many are preparing and working hard to get this certificate. 

An interesting thing I found is that the Japanese intelligentsia and elders are highly concerned for the 

younger generation. For them, authentic yoga should be made a part of their education system as they 

believe it will help them handle stress and pressure better. 

Due to modern lifestyle, there is a need for yoga education in every country. If we talk about Japanese 

lifestyle, yoga has been a part of it, knowingly or unknowingly. As I could understand, the inclination of 

Japanese people towards the five basic elements of nature is influenced by Shinto and the yogic lifestyle and 

basic education by Buddhism. Moral education is the first education in Japanese school, which I saw in each 

and every student during my tenure. I interacted with almost 100 plus students everyday and something I 

realized was that the Japanese were very inclined towards a desire for mental peace and physical fitness 

along with a desire to understand the various methods in yoga to control their mind. 

After I arrived in Tokyo, I was blessed with such amazing students who showered me unconditional 

love and support. For the first two months, I did not see much reaction except for a few students, but I could 

read their silent minds keenly observing and understanding all my teachings. From the third month 

onwards, I started receiving their responses. It started happening when I got to know that many students 

Yoga lesson, gazing at the candlelight 
A scene from the Trataka Meditation 

2. My Days in Japan (A Land of Karmyogies) 
カルマ・ヨギーたちの国、日本での思い出 

Ambassador of India to Japan Sanjay Kumar Verma 
(center), Director VCC  Prof.Singh on his left, 
Mr. Ono on the far left, Mr. Watanabe on the 

right, and the author  
at the Indian house 
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who had come here to get relief from their ailments had started benefitting. Sinus, Hay fever, lower back, 

Neck, joints and shoulder pain, migraine, stress and tension were some of the issues that they could see 

resolving. 

I was very happy to see this tremendous change. This played an important role in bonding our 

relationship which resulted in more registrations for the July - Dec 2019 session. I got to know that students 

started lining up for this session from 3 am and similar scenes were seen for the Jan - June 2020 session as 

well. Classes used to start everyday at 9am, so my routine was well organized. Waking up at 4.30 in the 

morning and walking for 1-1.15 hours were an important part of my daily routine. The first salutation 

during such walks were the sweet smiles of Japanese elders who devote their time keeping their cities clean 

and orderly. 

Being an Ayurvedic Doctor, its my habit and interest to see each tree, plant, flower, leaf, food and daily 

habits from a health point of view. This interest then led me to start Ayurveda classes along with the Yoga 

classes in VCC. It was great to see all the seats filled in the first phase itself. VCC then increased the number 

of seats to just double. This reflected the great belief and interest of the Japanese people towards Ayurveda. 

We also started Hindi classes in the same session at VCC. The main objective of starting a course called 

“Introduction to Ayurveda” was to make people aware of the basic principles of Ayurveda, to keep them 

happy, healthy and away from diseases by improving their immune system, daily routine, seasonal regimen 

as well as eating habits according to their body type. Students used to listen to the tips given on Ayurveda for 

general fitness and tried them at home. They shared their feelings and positive effect with me and with 

those who need them. 

Cultural activities  

Various cultural programs used to be held at VCC. Students 

used to participate enthusiastically in programs related to Indian 

culture, like the ICCR foundation day, Hindi Diwas, Bhagavad 

Gita Shloka Chanting, Yoga Dance, Plays, Seminars, Symposium 

workshops and interactive sessions on Indian culture. Our main 

topics were discussions on Sanskrit, Veda, Ayurveda, Yoga, Hindi, 

Indian philosophy and culture. 

My activities were not just limited to inside the embassy. I 

took workshops related to Indian culture at many places, some in 

the form of outdoor activities in which young children of age group 

2 - 5 years and elders who were up to the age of 90-95 years also 

participated. Multiple Yoga sessions/workshops were also 

organized at VCC which included Monks from Temples, 

Elementary & High School students, people from NHK Academy, 

University Students and Japan English speaking society, Members 

of parliament of Japan (DIET) on International Day of Yoga, the 

members of International house of Japan, Miss World Japan 

finalists at Skytree, Yoga, Ayurveda & Indian Textile Exhibition 

and Workshops at Me-Byo Biotopia. On International Women's Day at Yoyogi Park, the students of VCC 

presented a very traditional program in Indian Sarees. On April 26, 2019, Nippon TV even broadcasted a 

yoga class video on their channel. 

Vegetarian Indian food in Japan 

Being a pure vegetarian, initially people scared me that I will have a lot of food problems in Japan but 

my experience turned out to be just the opposite. I've never faced problems getting vegetarian food in Tokyo. 

Indian restaurants /stores are found everywhere. I went on to local trips with my students and they used to 

Yoga session for children  
at Kidzania, Tokyo 

Yoga with Miss World Japan Finalists 
at Tokyo SkyTree 
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do lots of research for vegetarian food and also used to eat vegetarian food with me happily. Shojin too now 

became a part of my meal. 

Beautiful Sightseeing Tours in Japan 

I travelled to many religious and historical sites in Japan. 

These included Japan's Hokkaido, Osaka, Kyoto, Nara, 

Hiroshima, Miyajima, Yamaguchi, Wakayama, Nagoya, Saitama, 

Gunma, Tochigi, Shizuoka, Yamanashi, Nikko, Kawagoe, 

Hakone, Mount Fuji, Oze national park, Okinawa and many 

more. Words cannot express the amount of beauty I saw in 

Japan, both natural and historical. 

From day one, my desire was to visit the major pilgrimage 

sites in Japan. Although COVID caused few issues, this wish came true when I travelled to the natural lush 

green, beautiful hills of Koyasan and Kumano with my fellow student. The atmosphere got fragrant with 

sulphur-rich steam coming from natural onsen. I could feel the fragrance and impression of Indian culture 

everywhere in meditation methods, during mantra chanting, Agnihotra (environment purification also called 

as Hawan in India), Bell Sounds and in the taste of Shojin which shows the religious and historical 

connection between two countries. 

Special inclination towards Indian cuisine and commodities 

Indian food, snacks and thalis from everywhere India are quite popular in Japan. Japanese people are 

fond of Indian cuisine. My homemade food became a big favorite among my students. While enjoying Indian 

food we always discussed Japanese and Indian culture. Discussions on science behind Ayurveda, various 

foods and tonics in Ayurveda, Indian spices, home remedies etc. became an important part of our gatherings 

along with Indian classical, folk and bollywood dance and also the Indian classical instruments. Japanese 

have interests in Indian textiles, costumes, sculptures, utensils, diamonds, jewellery and even more in 

visiting India and experiencing its culture closely. 

Essence of Indian culture 

The aim of propagating Indian culture was not limited to 

just taking the classes but to make Japanese people aware of the 

scientific aspects inherent and rooted in the Indian culture, and 

to remove the common misconceptions. It is a scientific method of 

keeping all five aspects of our health mental, physical, social, 

emotional and spiritual balanced and healthy. This is an 

important reason why people all around the world started 

following and taking interest in this culture. 

From the beginning to the end of my tenure, my students have shared many experiences and positive 

changes after joining VCC classes. They also shared how they incorporated Yoga and Ayurveda into their 

daily lifestyle and found positive results as well as understood different aspects of culture and how this 

culture is helpful to keep them completely healthy. These experiences only strengthened my love and 

affection towards the Japanese people. From the day when I first walked through the embassy’s front door 

towards the yoga hall, a spark lit up in me that will never go out. A country like Japan is full of positive vibes 

because of its kind hearted pure souls and they have given me lots of sweet memories. 

Life is like a roller coaster. Ensure that we stay stable and at peace, no matter what life throws at us. 

A positive mind set and a happy outlook towards life is what makes people successful, and a life worth living. 

 

With lots of beautiful lifetime memories in my heart. 

My best wishes to all, Arigatou Gozaimasu, Dhanyavaad, Thank you. 

The entrance of Kukai  temple at Koyasan 

Garba Dandiya folk dance night - 
A celebration with VCC students 
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インド大使館ヴィヴェーカナンダ文化センター（VCC）で、インド文化の講師として、日本でインド文化を広める機

会を得たことは、まさに神の恵みでした。日出ずる国、日本には、理想的な社会や人生観がどのようなものであるかを

世界に示す人々がたくさんいます。誠実さ、愛国心、美徳、勤勉さを教育の第一とするこの国で、私はインド文化を広

める機会を得ました。 

日本のように美しい歴史と文化を持つ国で、純粋な形でインド文化を教え、認識を高めるという責務を果たすことで、

両国の素晴らしい関係をさらに強化したいという固い決意を持ちました。東京に到着すると、周囲の人々の驚くほどの

親切さに故郷を離れた気がしませんでした。VCCの生徒たちは、ヨギーとして拍手喝采で私を迎えてくれました。私

は、彼らのヨガに対する献身と情熱に驚かされました。 

日本におけるヨガ教育の必要性 

他の国と同様に、日本でもヨガの本質を理解している人はごくわずかです。多くの人は、ヨガを身体的な活動として

しか捉えていませんが、ヨガの本質を学び、理解することが不可欠です。大使館ではこの点を特に重視しています。そ

のおかげでヨガの愛好家たちは、徐々に伝統的な本物のヨガを理解し始めました。多くの生徒がヨガの認定試験に合格

し、アユシュ省から本物のヨガ教師になるための証明書を取得しましたし、また、この証明書を取得するために多くの

生徒が準備と努力を続けています。 

興味深いのは、日本の知識人や年長者が若い世代を非常に心配していることです。本格的なヨガが、ストレスやプレ

ッシャーにうまく対処するのに役立つと信じているので、彼らは教育システムの一部になるべきだと考えています。 

現代のライフスタイルでは、どの国でもヨガ教育が必要とされています。日本のライフスタイルについて言えば、知

らず知らずのうちにヨガはその一部になっています。日本人の五行思想は神道の、ヨーガの生活習慣や基礎教育は仏教

の影響を受けていることが理解できます。道徳教育は日本の学校の最初の教育であり、私は在職中、生徒一人ひとりに

それを見ました。毎日100人以上の生徒と接し、気づいたことは、日本人は心の平穏と体力を求める傾向が強く、心を

コントロールするためにヨガの様々なメソッドを理解しようとしています。 

東京に到着してから、素晴らしい生徒さんたちに恵まれ、無条件の愛とサポートを受けることができました。 最初

の2ヶ月間は、数人の生徒を除いてはあまり反応がありませんでしたが、彼らの静かな心と鋭い観察眼が、私の指導方

法や教育システムを見ていることがわかりました。3ヵ月目からは、彼らの反応が返ってくるようになりました。それ

は、病気の症状を改善するためにここに来た多くの生徒が、恩恵を受け始めていることを知ったときからでした。副鼻

腔炎、花粉症、腰痛、首、関節、肩の痛み、偏頭痛、ストレス、緊張など、さまざまな問題が解決されつつあることが

わかったのです。 

私は、この大きな変化を目の当たりにして、本当に嬉しかったです。これは、私たちの関係を結びつける重要な役割

を果たし、2019年7月～12月のセッションではより多くの登録がありました。この生徒登録には夜中の 3時から生徒

が並び始めたと聞きましたが、同様の光景は2020年1月～6月のセッションでも見られました。以前は毎日午前9時

に授業が始まっていたので、私の日課はよく整理されていました。朝4時半に起きて、1時間から1時間15分ほど歩

くのが日課でした。朝の散歩の最初の挨拶は、時間をかけて街をきれいに整えている日本のお年寄りの素敵な笑顔でし

た。 

アーユルヴェーダ医師である私は、木、植物、花、葉、食べ物、毎日の習慣を健康という観点から見ることが習慣で

あり、関心事です。この興味から、VCCでヨガクラスと一緒にアーユルヴェーダのクラスを始めることにしました。

第一期ですべての席がうまったのは素晴らしいことでした。その後、VCCは座席数をちょうど2倍に増やしました。

これは、日本人のアーユルヴェーダに対する信頼と関心の高さを反映しています。また、VCCでは同時期にヒンディ

ー語クラスも開始しました。「アーユルヴェーダ入門」という講座を始めた主な目的は、アーユルヴェーダの基本原理

を人々に知ってもらい、免疫システム、日常生活、季節の養生法、体質に合わせた食習慣などを改善することで、幸せ

で健康な状態を保ち、病気にならないようにすることでした。生徒たちは、アーユルヴェーダの健康法について説明を

聞き、自宅で実践してみてその感想やそのポジティブな効果を私や必要としている人に伝えてくれました。 

文化活動  

VCCでは様々な文化的なプログラムが開催されていました。ICCRの創立記念日、ヒンディーディワス、バガヴァッ

ド・ギーター・シュローカ・チャンティング、ヨガ・ダンス、演劇、セミナー、アーユルヴェーダとヨガに関するシン

ポジウム・ワークショップなど、インドの文化に関連したプログラムに、学生たちは熱心に参加していました。主なテ
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ーマは、サンスクリット語、ヴェーダ、アーユルヴェーダ、ヨガ、ヒンディー語、インド哲学や文化に関するディスカ

ッションでした。 

私の活動は大使館の中だけにとどまりません。さまざまな場所でヨガやアーユルヴェーダのワークショップを行い、

中には2～5歳の子供たちや90～95歳のお年寄りも参加する野外活動も行いました。寺院の僧侶、小中高生、大学生、

日本在住の英語圏の人々を対象にした複数のヨガワークショップを開催しました。また、国会議員（DIET）、国際ヨガ

の日、国際文化会館のメンバー、スカイツリーでのミス・ワールド・ジャパンのファイナリスト、ヨガ、アーユルヴェ

ーダ、インドテキスタイル展示会、Me-Byo BIOTOPIAでのワークショップなどを開催しました。代々木公園で行われ

た国際女性デーでは、VCCの生徒がインドのサリーを着てとても伝統的なプログラムを披露しました。2019年4月26

日には、日本テレビの番組でヨガ教室の映像も放送されました。 

日本でのベジタリアン向けインド料理 

私は純粋なベジタリアンなので、当初は日本では食事に困ることが多いのではないかと心配されましたが、私の経験

ではその逆でした。東京でベジタリアン料理を食べるのに苦労したことはありません。インド料理店はどこにでもあり

ます。生徒と一緒に地方へ旅行に行きましたが、彼らはベジタリアン・フードについてよく調べていましたし、私と一

緒に喜んでベジタリアン・フードを食べていました。今では精進料理も私の食事の一部になっています。 

日本の美しい観光地巡り 

私は日本の多くの宗教的、歴史的な場所を訪れました。北海道、大阪、京都、奈良、広島、宮島、山口、和歌山、名

古屋、埼玉、群馬、栃木、静岡、山梨、日光、川越、箱根、富士山、尾瀬国立公園、沖縄などなど、数え切れないほど

です。私が日本で見た自然や歴史の美しさは、言葉では表現できません。 

初日から、私は日本の主要な巡礼地を訪れることを強く希望していました。高野山と熊野の緑豊かで美しい自然の丘

陵地帯を仲間と旅したときこの願いが叶い、新型コロナウィルスは問題になりませんでした。天然温泉の硫黄を含んだ

湯気が立ちこめ、大気は香ばしくなっていました。瞑想法、マントラの唱え方、Agnihotra（インドではHawanとも

呼ばれる環境浄化）、鐘の音、精進料理の味など、随所にインド文化の香りと印象を感じることができ、両国の宗教的、

歴史的つながりを感じました。 

インドの料理と日用品への特別な思い入れ 

日本では、インド各地のインド料理やスナック、ターリーなどが人気です。日本人はインド料理が好きなのです。私

の手作りの料理は、生徒たちのお気に入りの食べ物になりました。インド料理を食べながら、私たちはいつも日本とイ

ンドの文化について話し合いました。アーユルヴェーダ、アーユルヴェーダにおける様々な食品やトニック、インドの

スパイス、ホームレメディー（家庭薬）などについての議論は、インドの古典舞踊、民族、ボリウッドダンス、インド

の古典楽器とともに、私たちの集まりの重要な部分となりました。日本人はインドの織物、衣装、彫刻、食器、ダイヤ

モンド、宝石に興味を持ち、さらにインドを訪れてその文化を身近に体験したいと考えています。 

インド文化の真髄 

インド文化の伝播の目的は、単に授業を受けることにとどまらず、インド文化に内在し根付いている科学的な側面を

日本人に知ってもらい、一般的な誤解を取り除くことにありました。それは、精神、肉体、社会、感情、精神の5つの

側面のすべてをバランスよく健康を維持するための科学的な方法です。これが、世界中の人々がこの文化を追いかけ、

関心を持ち始めた重要な理由です。 

私の在任期間の最初から最後まで、生徒たちはVCCクラスに参加した後の多くの経験やポジティブな変化を話して

くれました。また、ヨガやアーユルヴェーダを日々のライフスタイルに取り入れ、良い結果を得たことや、文化の様々

な側面を理解し、この文化がいかに健康維持に役立っているかについても話してくれました。これらの体験は、私の日

本人に対する愛情をさらに強くしてくれました。大使館の正面玄関からヨガホールに向かって歩いた最初の日から、私

の中で火花が散り、それは今も、そしてこれからも消えることはありません。日本のようなポジティブな雰囲気に満ち

た国には、心優しい純粋な人々が住んでいて、私にたくさんの楽しい思い出を与えてくれました。 

人生はジェットコースターのようなもの。人生に何が起こっても、安定した平穏な生活を送ることができます。ポジ

ティブなマインドセットと幸せな人生観こそが、人を成功に導き、生きがいのある人生にします。 

たくさんの美しい一生の思い出を胸に 

皆さん、どうぞよろしくお願いします。アリガトウゴザイマス、ダーニャヴァード、サンキュー。 
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第 25期日本インド学生会議 実行委員長 島村りちな 学生会員 

 

日本インド学生会議は、日本とインドの青年が、学生の立場を活かし

て、未来のために自由な対話を行うことを目的に 25 年前から活動を続

けている団体です。活動の要は、「本会議」と呼ばれるもので、本来であ

れば毎年日印の学生が片方の国に集合し2~3週間の交流を行います。交

流の内容は、社会課題を議論するアカデミックな内容のものから、企業・

団体訪問、文化交流、観光など多岐に渡ります。しかし、昨年と今年は

新型コロナウイルスの世界的感染拡大により対面での交流の中止を余儀

なくされ、本会議は2年連続のオンライン開催となりました。 

今回は、2回目のオンライン開催となった25期の本会議について報告

します。今年の本会議は1月8日〜9日の 2日間に渡って実施され、50

名近くの日印学生が参加しました。今年は「食から見据える 2030 年」

を本会議の主題として議論を行い、また日印双方からゲストを招いた文

化交流イベントや有識者による講演会を行い、相互の文化や課題につい

ての理解を深めました。 

「食から見据える 2030年」をテーマにした背景はコロナ禍が影響 

「食」と聞くと、皆さんはテーブルに並べられた料理を思い浮かべるかもしれません。インド好きの皆様の中

には、「カレーから何かを学ぶのでは」と予想される方もいるでしょう。しかし「食」とは、その生産から流通、

消費、再生の過程の背景にある様々な地球規模課題、さらには目に見えない価値観や文化的背景の歴史や変化に

ついて理解する重要な学びの糸口となります。現地に直接行くことができない今、どの国にとっても身近なテー

マである「食」を通じて少しでも距離感を縮めることを私たちは期待しました。 

また、「食」をテーマに選んだ背景にはコロナ禍による世界的な食に対する見方の変化も影響しています。パン

デミックが世界全体でのサプライチェーンの混乱を招いたことで、有事の際の食の安全保障や持続可能な食糧生

産の問題への世の中の意識が高まった一方、外食自粛による家庭食への回帰の効果により、栄養バランスの見直

し、地域生産者への支援といった行動の変化も注目されたように感じます。こうした時代変化が甚だしい今、地

球規模の課題の分岐点といわれているのが、SDGsがその目標期限に掲げる2030年です。私たちは、2030年の

ゴールを前にしてどのような「食」に関する課題の危機に日印が直面しているのか、コロナ禍を受け、もう一度

現状を互いに認識する必要性を強く感じました。そして本会議では、「食」の課題から、分岐点を過ぎた後の「望

ましい未来」について議論することで、その未来に至るために日印にとって必要な対策を考えることをゴールに

しました。 

日印学生が議論で得た学びは「対話」 

本会議の共通テーマについてそれぞれの学生の興味に基づきさらに深く学ぶことを目的とした少人数での議論

の場として分科会があります。分科会活動はテーマに関する学術的な学びを深める上では、本会議の根幹と呼べ

る活動であり、学生は本会議開催までの間の数ヶ月、所属する分科会のメンバーとともにテーマの研究を行いま

す。今期は日本学生とインド学生合わせて7人前後で1つのグループを作り、次の6つの分科会に分かれて活動

を行ないました。  

①2030年時代のグローバリゼーションと食のローカリゼーション 

②「飢餓」と「フードロス」〜持続可能な食料生産〜 

③フードテックの進歩が直面する課題 

本会議に参加した学生 

3.「食」の議論を通して学んだ「対話」の重要さ 
～第 25期日本インド学生会議を振り返って～ 

The Importance of "Dialogue" Learned through Discussions about Food 

-Look back on 25th Japan India Student Conference- 
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④教育を通して支える食と健康 

⑤消費者と食の安全性 

⑥多様化する食文化の相互理解を目指して〜ベジタリアン、ノンベジタリアンなどを例に〜 

分科会の集大成は本会議の最後に行われる各グループのプレゼンテーションです。各分科会は議論の成果を発

表し、「2030年のあるべき姿」について学生の視点から提言を行いました。具体的な議論の内容についてはここ

には書ききれないので、興味持っていただいた方は、ぜひ 3 月 12 日に開催する成果報告会に足を運んでくださ

い。参加無料ですが、、事前登録が必要です。（詳細は 17ページ、「イベント紹介とお知らせ」をご覧ください） 

 

例年のような対面での活動であれば分科会以外の学生と過ごす時間も多いですが、オンラインの会議では「分

科会」が主な日印学生の交流の場の1つとなりました。学生たちは、特定のトピックに限定してアカデミックな

議論を行うため、日々の自習も欠かさず、同時に、学生間だけの勉強や議論を超越し、本会議前には両国の大学

の教授や有識者を招いて、より高い水準で本会議の目標を達成する機会を設けました。 

しかし会議後、最も印象的だったのは、テーマに関する学術的な成果よりも「対話」の重要さを学んだことを

強調する学生が多くいたことです。議論の過程では、予想もしていなかった両国の物事の捉え方や言葉のニュア

ンスの違いに苦しみ、プレゼンテーションの進め方でさえも、日本学生にとってはあり得ない方法をインド側が

提案をしたり、全てのグループにおいて議論が膠着した経験があるようです。一方、分科会のテーマから派生さ

せて、両国の様々な事情を紹介したり、時には雑談をし、また時には励まし合ったり、誕生日やイベントごとに

メッセージを送り合うなど、分科会内での友情が深まるにつれて、相手を理解し、「物事を明確に伝える関係性」

が生まれたことで、最終的には議論をうまく進めることができたという声が多くありました。 

 

「対話」は相互理解を行う上で最も大切なツールであり、十分な「対話」がないまま相手の文化、価値観を知

ろうとすると独断的な対外観に陥る危険があります。確かに異国の文化は、言葉だけでは理解できないようなも

の、例えば空気や匂いを直接肌で感じ、行き交う人々の服装や雰囲気、話し振りなどを観察してこそ知れるもの

があり、それを叶えることができなかったのは残

念無念としか言いようがありません。しかし私た

ちが「対話」の重要さを会わずとも経験から学べ

たこと、そして「対話」を通して深めた日印学生

間の相互理解がいつか両国の更なる関係発展に繋

がるかもしれないことを、私は大変嬉しく思いま

す。最後に、会議のためにお力添えいただいた全

ての方に感謝申し上げます。 

  

タブラを演奏したインド側ゲスト（左）と 
書道を披露した日本側ゲスト（右）が質問をし合う様子 
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1 内政 

【連邦政府】 

1月20日：現地メディアは、建設中の新国会議事堂の建設費が当初の予算97億7000万ルピーから、125億ルピーに

増加した旨報じた。 

1月23日：現地メディアは、モディ首相が、チャンドラ・ボースの生誕125周年記念日において、インド独立に対す

るボースの貢献を称え、インド門(India Gate)で同氏のホログラム像を公開した旨報じた。 

1月25日：現地メディアは、ヘリコプター事故で死亡したビピン・ラワット将軍に対し、パドマ･ビブーシャン(Padma 

Vibhushan)勲章が贈られた旨報じた。なお、同じタイミングでパドマ・ブーシャン勲章が送られたバタチャルジー元

西ベンガル州首相（インド共産党マルクス主義派）は受賞を拒否した。 

【州議会】 

1月9日：インド選挙管理員会は、近日実施予定の5つの州議会選挙（ウッタル・プラデシュ州、パンジャーブ州、ウ

ッタラカンド州、マニプル州及びゴア州）の選挙日程を発表した。2月10日から3月7日にかけて全7フェーズで投

票が行われ、開票は共に3月10日の予定。 

【農業法改正】 

1月3日：ウッタル・プラデシュ州警察の特別調査チームが、昨年12月3日に同州ラキンプル・ケリー県で発生した、

農業関連法反対農民グループのデモ参加者死亡事故および事故車襲撃・BJP活動家殺害事件に関し、アジェイ・ミシュ

ラ・テーニー内務担当閣外大臣の息子アシーシュ・ミシュラを含む14名の名前の載ったチャージシートを治安判事に

提出した。 

1月5日：パンジャーブ州フィロズプルに移動中のモディ首相の車列が、道路を閉鎖する農民団体のデモと遭遇し、高

速道路上で20分程の停車を余儀なくされた上、出発地のバティンダ空港に引き返した。 

1月12日：現地メディアは，モディ首相を乗せた車列がパンジャーブ州内で立ち往生した件に関し、インド最高裁が

同事件におけるモディ首相のセキュリティ侵害の調査に向けた特別委員を任命した旨報じた。 

【ウッタル・プラデシュ（ＵＰ）州】 

1月7日：現地メディアは、同州議会選挙に先立ち、アディティヤナート州首相が農民に対する電力料金を 50％引き下

げた旨報じた。これにより農業従事者・関係者約130万人が恩恵を受けることになると報じられている。 

1月22日：現地メディアは、BJPが第三回目の候補者リストを公表した旨報じた。今回のリスト85人の構成は、カー

ストで最下層のダリット（指定カースト）出身者19人、OBC（その他後進カースト）出身者30名と半数以上が下位

カースト出身者に割り当てらており、上位カースト出身者はタクール15名、ブラーミン14名、ヴァイシャ4名、パン

ジャービー3名となっている。 

1月24日：現地メディアは、SP（サマージワディ党、UP州の地域政党）党が、1～3フェーズの候補者159人を公表

した旨報じた。OBC出身者64人（うち、ヤーダブ12人）、ダリット及びムスリム31人、ヴァイシャ8人、タクー

ル7人、ブラーミン9人他となっており、これは、「ヤーダブ・カーストとムスリム」の党とのイメージを払拭し、幅

広い層からの支持を獲得するためとされている。 

【グジャラート（ＧＪ）州】 

1月7日：現地メディアは、新型コロナウイルス感染症の増加により1月10日から12日まで州都ガンディーナガルで

開催を予定していたグジャラートへの投資誘致見本市バイブラント・グジャラート（躍動するグジャラート）が延期を

余儀なくされた旨報じた。 

【西ベンガル（ＷＢ）州】 

1月8日：外国貢献規制法（FCRA）に基づき、内務省により更新申請が一旦は却下されていたマザー・テレサ設立の

「神の愛宣教会」の再申請が承認され、FCRA登録が有効となった。 

4. インドニュース(2022年 1月) 

News from India 
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【マニプル（ＭＮ）州】 

1月4日：モディ首相が州都インパール市を訪問し、道路インフラ、飲料水供給、住宅、技能開発、都市開発、保健な

どの分野で総額480億ルピー相当の22の開発計画の落成式、および定礎式典に出席した。 

【パンジャーブ（ＰＢ）州】 

1月21日：現地メディアは、BJPが第一回目の州議会選挙候補者リストとして34名を公表した旨報じた。そのうち、

8名は指定カースト（SC）、13名はシーク教徒である。BJPは全117議席中65議席から候補者を擁立する予定。 

 

2 経済 

12月8日：インド準備銀行（RBI）は12月6～8日にかけて行われた金融政策決定会合の結果を公表し、政策金利を4．

00％のまま据え置くことを決定した。据え置きは概ね市場の予想通り。また、今後の経済見通しについては、国内の経

済活動が、ワクチン接種率の上昇、コロナ新規感染者数の減少、モビリティの急速な正常化により今後ますます拡大し

ていき、農村部の需要は引き続き堅調に推移するとともに、都市部の需要が、接触型活動の加速や繰延需要の発現によ

り引き続き増加し、政府によるインフラ整備の推進やＰＬＩ（Production Linked Incentives生産連動型優遇策）スキ

ームの拡大、構造改革、緩和的な金融市場により民間の投資需要も促進されることを考慮し、インドでコロナ感染が再

拡大しないと仮定した場合、2021年度の実質ＧＤＰ成長率は前年同月比9．5％増となる（前回予測を維持）とした。 

 

3 外交 

（印・パキスタン関係） 

1月1日：インド外務省は、外交ルートを通じてパキスタンとの間で両国に拘留されている人物のリストを取り交わし

た旨発表した。2008年の合意以来、毎年1月1日にリストの交換が行われている。今般、印側から282人のパキスタ

ン国籍の文民拘留者及び73人の漁師のリスト、パキスタン側からインド国籍を保有する（または保有すると考えられ

る）51人の文民拘留者及び577人の漁師のリストが提供された。 

1月1日：インド外務省は、外交ルートを通じ、パキスタンと「核関連設備・施設攻撃禁止に関する合意（The Agreement 

on the Prohibition of Attack against Nuclear Installations and Facilities）」により取り決められている核関連設備・

施設のリストを交換した旨発表した。当該協定は、1988年に署名され、1991年に発効して以来、両国が毎年年始に核

施設リストを提供しているものであり、今年は連続して31回目となる。 

1月15日：現地メディアは、パキスタンが14日発表した国家安全保障戦略において、パキスタンはインドとの関係を

改善したい意向を示した旨報じた。一方、発表された戦略では「ジャンム・カシミールについての正当で平和的な解決」

が引き続き二国間関係における中核課題であるとされている。 

（印・アフガニスタン関係） 

1月1日：インド外務省はアフガニスタンに対し、50万回分の新型コロナウイルス・ワクチン（COVAXIN）の供与を

カブールのインディラ・ガンディ病院に対し行った旨発表した。 

1月7日：インド外務省は、アフガニスタンへ第3回目の人道援助として人命救助のための必須医薬品2トンの供与を

行い、カブールのインディラ・ガンディ病院に引き渡した旨発表した。 

（印・ドイツ関係） 

1月5日：インド外務省は、モディ首相がショルツ独首相と電話会談を行った旨発表した。モディ首相はショルツ首相

の就任に祝辞を述べるとともに、メルケル前独首相の貢献により強化された印独関係が、シュルツ首相のリーダーシッ

プの下継続されることを期待する旨述べた。 

（印・米関係） 

1月3日：現地メディアは、ジャイシャンカル外相が3日に米ブリンケン国務長官と電話会談を実施した旨報じた。 

1月19日：現地メディアは、シュリングラ外務次官がシャーマン米国務副長官と電話会談を行った旨報じた。両者は

直近の二国間関係、ワクチン供給を含む新型コロナウイルス禍、インド太平洋及び中東、国連安保理、インドの近隣国

及びウクライナ情勢等について議論した。 
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（印・カザフスタン関係） 

1月11日：現地メディアは、バグチ報道官が最近のカザフスタンにおける騒乱の犠牲者に対し、深い追悼の意を表明

した旨報じた。バグチ報道官は犠牲者家族へのお見舞いを述べたほか、友好国であるカザフスタンが早期に安定するこ

とを願っている旨述べた。 

（印・露関係） 

1月3日：現地メディアは、ジャイシャンカル外相がラヴロフ外相と電話会談を実施した旨報じた。 

（印・ブータン関係） 

1月10日：現地メディアは、シュリングラ外務次官が、インド訪問中のシャルマ・ブータン経済相を表敬訪問した旨

報じた。バグチ報道官によると、双方は水力発電分野に焦点を当て、経済協力に関する議論を行った。 

（印・韓国関係） 

1月10-11日：現地メディアは、印韓二国間貿易対話が11日に行われる旨報じた。印側からは、ゴヤル商工大臣が参

加する。  

（印・スリランカ関係） 

1月15日：インド外務省は、ジャイシャンカル外相が、ラージャパクサ・スリランカ財務相とオンライン会合を行っ

た旨発表した。両者は、両国の共通した進歩と繁栄のため、二国の間経済協力を推進し、引き続き緊密に協力していく

ことで合意した。 

（印・ネパール関係） 

1月17日：現地メディアは、モディ首相が12月30日にウッタラカンド州ハリドワールで行った選挙演説において、

リプレーク（Lipulekh）における道路拡張計画について述べたことに対し、カルキ・ネパール内閣報道官が、当該地域

（Limpiadhura, Lipulekh and Kalapani East of Kali River）はネパールの領土であり、インドによる一方的な道路の

建設や拡張は中止すべきであると述べた旨報じた。一方、正式な外交ルートによる抗議は行われなかったとされている。 

（印・UAE関係） 

1月18日：インド外務省は、ジャイシャンカル外相がアブダッラーＵＡＥ外相と電話会談を行った旨発表した。両者

は、2人のインド人が犠牲となった、前日発生したＵＡＥにおけるテロ攻撃について議論した。ＵＡＥ外相は、深い哀

悼の意を示すとともに、亡くなった犠牲者の家族に対する支援を行う旨述べた。 

（印・モーリシャス関係） 

1月20日：インド外務省は、モディ首相が20日にジャグナット・モーリシャス首相と共に、モーリシャスの公営住宅

プロジェクトの落成式にオンラインで参加した旨発表した。また、両者は、最先端の公務大学校及び太陽光発電農場プ

ロジェクトの着工式に参加した。 

（印・イスラエル関係） 

1月24日：現地メディアは、ベネット・イスラエル首相が、両国の外交関係樹立30周年を記念し、インドを訪問する

可能性がある旨報じた。ギロン（Gilon）駐印イスラエル大使は、30周年記念ロゴを披露するオンライン・イベントに

参加し、多様な分野での二国間協力をさらに深めるため、ベネット首相が、インドを訪問する可能性があると述べた。 

（印・トンガ関係） 

1月25日：インド外務省は、15日にトンガ王国で発生した津波により、多くの国民が甚大な被害を受けたことに対し、

深い哀悼の意を表明する旨発表した。インド太平洋諸島協力フォーラム（Forum for India-Pacific Islands Cooperation：

FIPIC）に共に参加するパートナーとして、トンガ王国の救援、復旧、復興支援のため、20万ドルの緊急援助を提供す

るとされている。 

（印・中関係） 

1月3日：現地主要メディアは、中国によるパンゴン湖（ラダックのインド連邦直轄地で標高4200ｍにある）における

橋の建設は少なくとも2か月継続していると報道した。 
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1月7日：現地主要紙は、6日にバグチ印外務省報道官が、中国が東部ラダックのパンゴン湖に建設中の橋は 60年間不

法に占拠された地域にあると述べたことに対し、翌7日、中国外交部報道官が「領土内における中国のインフラ建設は

完全に主権の範囲内である」と反論した旨報じた。 

1月15日：現地主要紙は、2021年の印中間貿易額が1,250億ドルを超えた旨報じた。このうちインドの中国からの輸

入額は975億ドルであり、これは2019年の両国間の貿易総額を上回る。インドの対中輸出では、鉄鉱石、綿や原材料

系商品が最も多く、他方インドは、電気・機械類、医薬品原薬（ＡＰＩ）、自動車部品等を大量に輸入した。 

（各国外相との電話会談） 

1月5日：現地メディアは、ジャイシャンカル外相が、オーストラリア、インドネシア、モルディブ、ブータンの外相

と、二国間関係の更なる強化に焦点を当てて個別に電話会談を実施した旨報じた。 

（印・南アジア地域協力連合（SAARC）関係） 

1月7日：現地メディアは、長年懸案となっているSAARCサミットについてパキスタンがホストを申し出たことに対

し、印政府はサミット開催の合意は取れていないとして却下したとする旨報じた。2014年ネパールでの前回サミット

以降開催されていない。 

（世界経済フォーラム） 

1月18日：インド外務省は、世界経済フォーラムにより開催された「ダボス・アジェンダ」にモディ首相がオンライ

ン形式で出席し「世界の状況」と題した特別演説を行った旨発表した。演説ではインドが必須医薬品の提供を通じ多く

の命を救ったこと、世界のサプライチェーンにとって信頼できるパートナーとなるよう努めていること、今こそインド

に投資する最適な時期であること等述べた。 

（印・国連関係） 

1月20日：現地メディアは、ティルムルティ印国連常駐代表が、デリーを拠点とするシンクタンク主催のウェビナー

で基調演説を行った際、2021年6月に国連総会で可決された国連グローバル・テロ対策戦略（ＧＣＴＳ）第7次レビ

ューについて言及し、「世界的なテロとの戦いにおいて、イスラム教、キリスト教、ユダヤ教に対する偏見や嫌悪が取

り沙汰されているが、ヒンドゥー教、仏教、シーク教に対しても同様に深刻な偏見や嫌悪が存在していることも明記す

るべきである。」と述べた旨報じた。 

（印・中央アジア関係） 

1月27日：インド外務省は、モディ首相が中央アジアとの外交樹立30周年となる1月27日に、オンライン形式で、

第1回目の印・中央アジアサミットを主催し、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキ

スタンが参加した旨発表した。 

 

4 日印関係 

1月14日：林芳正外務大臣は、ジャイシャンカル外務大臣との間で2回目となる電話会談を行い、国交樹立70周年を

迎える日印の二国間関係につき意見交換を行い、岸田総理大臣の訪印や日印外務・防衛閣僚会合（「2＋2」）、外相間

戦略対話等ハイレベルの往来の機会に、政治・安全保障、経済、人的交流を含む幅広い分野で具体的な成果を出し、「日

印特別戦略的グローバル・パートナーシップ」を更なる高みに引き上げていくことで一致した。 

1月23日：現地メディアは、ネタジ研究所（Netaji Research Bureau）より、安倍元総理に対し、「2022年ネタジ賞」

が贈られた旨報じた。 

1月26日：林芳正外務大臣は、在京インド大使館が都内で主催した「インド共和国73周年記念日祝賀行事」に出席し、

二国間関係が政治・安全保障、経済・経済協力のみならず人的・文化交流を含む幅広い分野で一層強化されること、そ

れにより「日印特別戦略的グローバル・パートナーシップ」が更に大きく花開くことを期待している旨述べた。また、

本田外務政務官も同行事に出席したほか、インド側からはジャイシャンカル外務大臣によるビデオ・メッセージが寄せ

られた。 

今月の注目点：日印外相電話会談 

1月14日、午後3時45分から約20分間、林芳正外務大臣は、ジャイシャンカル・インド外務大臣（H.E. Dr. S. Jaishankar, 

Minister of External Affairs of India）との間で2回目となる電話会談を行ったところ、概要は以下のとおりです。 
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 3月 12日（日）「第25期日本インド学生会議」成果報告会の参加者募集中 

日時：2022年3月 12日（土）13:00開場 13:30~16:30 

場所：国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟513  

または「ZOOM」によるオンライン参加 

参加方法：下記サイトをご覧の上、「参加申し込みはこちら」より登録 （3月 5日締め切り） 

     https://japan-india.wixsite.com/jisc/about-2 

 

 2022-2023年度、ICCR(インド文化関係評議会)奨学金受給者を募集中 

英語／科学／工学／IT／建築／人文／美術／舞台芸術／仏教学で、インドの大学や大学院へ留学し、学士号や

修士号、博士号取得を目指したい方は、是非、ご応募ください。参加資格 18歳以上30歳未満（博士号取得者は

45歳まで）の日本国籍を有する方です。 

オンラインでのお申し込みはこちら：http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ 

オンライン出願の最終期限 2022年 4月30日 

ICCR 奨学金への応募を希望される方は、まず下記の連絡先で駐日インド大使館までお問い合わせください。 

電子メール：edu.tokyo@mea.gov.in / 電話： 03-3262-2391 (内線407) 

1 両大臣は、昨年の林外務大臣就任直後の電話会談に続き話せることを喜ばしいとした上で、本年国交樹立 70周年と

いう節目を迎える日印の二国間関係につき意見交換を行い、岸田総理大臣の訪印や日印外務・防衛閣僚会合（「2＋2」）、

外相間戦略対話といったハイレベルの往来の機会に、政治・安全保障、経済、人的交流を含む幅広い分野で具体的

な成果を出し、「日印特別戦略的グローバル・パートナーシップ」を更なる高みに引き上げていくことで一致しまし

た。また、そのために、デジタル、サイバー、防衛装備・技術協力、インド北東部の連結性強化などで協力を進め

ていくとともに、日印の旗艦プロジェクトである高速鉄道事業を引き続き着実に推進していくことを確認しました。 

2 両大臣は、最近の一連のミサイル発射を始めとする北朝鮮情勢について意見交換し、拉致問題を含む北朝鮮への対

応において、引き続き連携していくことを確認しました。 

3 両大臣は、日米豪印での協力のほか、ミャンマー等の地域情勢についても意見交換を行い、緊密に連携していくこ

とを確認しました。 

今月の注目点：インド共和国73周年記念日祝賀行事への林外務大臣、本田外務大臣政務官の出席 

1月26日、在京インド大使館主催による「インド共和国73周年記念日祝賀行事」が都内で開催され、日本政府を代表

して林芳正外務大臣が出席し挨拶を行いました。また、本田太郎外務大臣政務官も同行事に出席しました。インド政府

からは、ジャイシャンカル・インド外務大臣（H.E. Dr. S. Jaishankar, Minister of External Affairs of India）によるビ

デオ・メッセージが寄せられました。 

1 林外務大臣から、祝意を述べた上で、日印両国が外交関係樹立70周年を迎える本年、二国間関係が、政治・安全保

障、経済・経済協力のみならず、人的・文化交流を含め、幅広い分野で一層強化されること、また、それにより、

「日印特別戦略的グローバル・パートナーシップ」が更に大きく花開くことを期待している、日印関係を大いに盛

り上げ、更なる飛躍の一年となるように取り組んでいきたい旨述べました。 

2 また、林外務大臣から、インドが地域や世界の繁栄と安定において大きな役割と責任を有するグローバル・パワー

であり、日本にとっても「自由で開かれたインド太平洋」を実現する上で、極めて重要なパートナーであるとした

上で、ルールに基づく国際秩序の重要性を訴えてきた日印両国が、二国間の取組に加え、日米豪印の 4 か国の取組

等でも緊密に連携して、共通の課題に対処していくことが重要である旨述べました。 

3 ジャイシャンカル外務大臣は、ビデオ・メッセージの中で、過去70年間を通じて日本はインドの発展の自然かつ価

値あるパートナーであり続けた、日印関係は、安定し安全で持続可能なインド太平洋地域を形成するための大きな

潜在性を有している旨述べました。 

5. イベント紹介とお知らせ   
Japan-India Events ＆Information 

https://japan-india.wixsite.com/jisc/about-2
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＜ 次回の『月刊インド』の発送日 ＞  

今号を2月 3月合併号としているため、3月の発送はございません。次号4月号の発送は、2022年 4月15日

(金)を予定しております。 

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。また、イン

ド関連イベントの後援も行っております。申請方法などお気軽にご連絡ください。 

＜ 編集後記 ＞ 

今月号は「日本とインドの友好的な繋がり」を実感する記事が集まりました。 

笠井亮平先生には英語で行われたNRB主催の「スバース・チャンドラ・ボース生誕125周年記念行事」を解

説して頂き、日本とインドの歴史的な繋がりの理解が深まりました。また、インド大使館で2年 7ヶ月余り講師

として、ヨガをはじめ、アーユルヴェーダ、ヒンディー語の講座、不定期な様々なワークショップを企画された

リータ・シャルマ先生は、タイトルで日本を「カルマ・ヨギー（先生によると、見返りを期待せずに善を行い、

全世界とそのすべての存在を無私に愛する人）たちの国」と褒めていて、編集子は自分を振り返り、日本人とし

て身が引き締まる思いでした。先生は既にインドに帰国されていますが、先生が感じた素晴らしい日本を現地で

も伝えてくれるでしょう。 

毎年交互に日本とインドを行き来して理解を深めている「日本インド学生会議」は第 25 期も昨年に続きオン

ライン開催となりました。島村りちな実行委員長が「対話」することの重要さを指摘されましたが、ぜひ来年は

リアル開催での対面対話が実現されることを願っております。 

次号より数号にわたり、本年の「日印国交樹立 70 周年」を記念し、元駐インド日本大使や長年日印関係に貢

献された協会関係者によるエッセーの掲載を予定しております。お楽しみに。  （編集子） 

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 
Notice 

月刊インド 2022年2月3月合併号 (2022年2月25日発行)      発行人 平林 博    編集人 西本達生 

発行所  公益財団法人 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 
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比良竜虎理事 インド共和国勲章を授与される 

日印協会理事である比良竜虎様（ホテルマネージメントインターナショナル株式会

社代表取締役社長）は、本年1月26日のインド共和国記念日に、R. N.コヴィンド・

インド大統領から栄えあるパドマ・シュリ勲章を授与されました。 

比良理事はインドから日本に帰化されて46年にわたり日印友好関係と相互理解の

増進に尽力されました。現在も本業のほか、在日インド商工会会長として日印経済

関係の増進と在日インド人の活躍促進のために大きく貢献されています。日印協会

も比良様のご支援・ご指導のおかげを被っております。 

日印協会を代表して心からお祝い申し上げますとともに、今後のご健勝を祈念いた

します。                 

代表理事・理事長   平林 博 


