
第 28 回雁鳴きフォーラム（大阪）概要記録 

日 時： 平成 27 年 2 月 15 日（日）13:00～17:00 

場 所： 大阪産業創造館  6 階会議室 A 

語り手１： 長谷川 賢二さん（大阪大学 27 期 文学部） 

話 題： 「博物館学芸員の日々 －徳島での四半世紀を顧みて－」 

語り手２： 秦 智さん（13 期 インド・パキスタン語学科） 

話 題： 「居合わせたインドの大事」 

出 席： 田中健次（1 期、以下敬称略）、加納巌（1 期）、小原一浩（2 期）、鎌田敏彦

（3 期）、武藤誠四郎（3 期）、北村欣三郎（7 期）、岡村 眞（10 期）、小島久美子（1０期）、

木野下 章（13 期）、山下清治（13 期）、秦 智（13 期）、木野下章（13 期）、田中宏（13

期）、三浦あつ子（13 期）、岡本肇子（13 期）、吉崎真樹子（35 期）、岡村敏治（42 期）、

卜部 格（阪大 8 期）、秋山 修（同 10 期）、長谷川賢二（27 期）、井内 健（同 31 期）、

越智雄介（同 58 期）、細谷隆文（同 58 期） 

 

語り手２： 秦 智さん（13 期 インド・パキスタン語学科） 

「居合わせたインドの大事」 

インディラ・ガンディー暗殺から、最近のモディ政権発足まで、インドの歴史的出

来事を現地で駐在されていた秦さんならではの感想を含めて、整然とわかりやすく

お話いただきました。 

第28回雁鳴きフォーラム

居合わせたインドの大事

2015年2月15日 於：大阪産業創造館

IP 13期 秦 智
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話 題
１．プロフィール
２．非常事態と民主的政権交代
３．復権した女性宰相の暗殺
４．ラジーブ・ガンディー暗殺
５．経済政策の大転換
６．アヨーディア/バブリ・マスジッド事件

７．ナレンドラ・モディ政権発足
８．日本とインド

（１）関係一般 （２）文化学術交流
（３）日本の中のインド
（４）インドの中の日本
（５）インド人にとっての日本

 

 

１．プロフィール紹介（印縁）

1951‐70 日曜学校で天竺

1970‐74      外大でインド

1974‐2001  会社でインド
入社⇒語学研修⇒業務部⇒コルカタ⇒

業務部⇒ ニューデリー⇒業務部→準定

2004‐11   インドで日本語

2011‐2014  インド人を日本へ

 

 

1. プロフィール紹介（インドとの縁） 

外大でヒンディー語を習い、その後仕事でもインドにかかわり、現地には都合四回滞在し

た。昨年に帰国するまでも、10 年間、インドに滞在していた。私とインドとの縁は（印縁）

はどのようなものか、プロフィールを紹介しながら説明してみる。 

 

（１） 日曜学校で天竺 

1951 年、福井県の鯖江市にある正源寺の次男として生まれる。兄はそのお寺の 25 代目。

親戚にも寺関係が多い。私は次男坊なので、得度も修行もしていないが、子供のときはお

寺で日曜学校があり、そこで天竺の話などを聞いているうちに、インドをたどれば面白い
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のではないかと感じていた。 

正源寺：聖武天皇（在位724-749)の頃から続く。 

当初は、真言宗の坊舎で六社の氏神（白山、弥陀、薬師、地蔵、八幡、観音）を守護して

いた。岸貞の時浄土真宗（親鸞 1173-1263)に帰依。爾来、朝倉義景(1533-1573) の

庇護を受け）山号を「朝倉山」称することを許された。義景没後は零落し、草堂と相成る。 

 

（２） 外大でインド（１９７０－１９７４） 

外大：インド・パキスタン語科。仏教に興味あり、インド哲学、仏教哲学を志したが、受

験勉強中、ならば先ずはインドの言葉からと思い立ち、受験は外大一本。 

大学では、仏教より、インド自体に興味が高まり、インドに行きたかったが叶わず。 

アルバイトをしてもワンゲルで使ってしまうのでお金がなかったという事情もあるが、外

貨規制もあり、当時はまだ海外に行くこと自体が珍しく、一年に一人インドに行く人がい

るかいないかという程度。インドから帰国した先輩を憧れの目で見ていた。 

 

 
 

（３） 会社でインド（１９７４－２００１） 

会社：三菱商事から語科指定で求人ありと聞き、借り物ずくめで就活、だめなら教職。 

運よく入社。鉄鋼輸出部でこきつかわれ、インド行の夢も遠のいたところに幸運。 

初のインド語学研修制度に乗って、１９７５－７７、デリーとクルクシェートラに留学。 

帰国後は、インドを中心とする地域エクスパート。26年間勤める。（４年半のみ欧州・ア

フリカ）。駐在はカルカッタとニューデリー。 

30歳くらいの時、日本語教師に興味を持った。会社の仕事は面白かったが、違う形でイン
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ドにかかわりたいと思い、50歳の時、早期退職。日本語教師養成学校、二年間のイリノイ

大学留学を経て、日本語教師としてインドへ渡る。 

 

（４） インドで日本語（２００１－２０１１） 

日本語教師：バンガロール大学７年間。教師会、日本語能力試験誘致、日本祭り、 

スピーチコンテスト、カラオケ大会云々。 

 

（５） 日印学術交流促進事業（２０１１－２０１４） 

立命館インド・オフィス： 文科省のグローバル３０プロジェクトにインドに設立された

日本の大学の共同利用オフィス。国際交流基金事務所内。学校、大学を巡回し、日本留学

奨励活動。留学志願者のカウンセリング、協力、留学フェア開催。日印学術交流促進（大

学間協定、インド人学生の訪日協力、日本人留学生、インターン生の世話等。） 

2012年野田首相夫人がインドの学校訪問の祭、インドの愛国歌の日本語訳を披露。 

2013年１１月：天皇皇后両陛下ご来印の時接見。 

2014年 １月：安倍首相訪印の際開催されたシンポジウム開催の手伝い。 

・インド人留学生獲得は苦戦。インド人留学生総数20万人中、日本には500人余。（米国

10万人） 

 

 

2. 非常常事態と政権転覆（１９７５－１９７７） 

２．非常事態と民主的政権交代
1975年6月26日－1977年３月２１日

（１）首相に選挙違反有罪判決：

議席・被選挙権６ヶ月剥奪（首相解任）

（２）非常事態宣言：野党政治家

や自党内反対派拘禁、報道検閲、
外出禁止令、避妊手術強制等

（３）1977年出直し選挙で大敗。

コングレス：350→153。首相、次男落選。
人民党が初の非コングレス政権誕生。
但し、「反インディラ」の野合で脆弱。 Mrs.  Indira Gandhi 

(1917.11.19‐1984.10.31)
PM: 1966‐77, 1980‐84)

 

・ 私は1975年、インディラ・ガンディーが非常事態宣言を出した直後に、会社の仕

事でインドへ駐在となった。周りには心配する人もいたが、実際は街のいたるとこ

ろに警察や軍がいて、自分たちの生活は安全であった。しかし、世の中は以下の通

り色々なことが起こっていた。 
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・ 有罪判決：社会党対立候補 Raj Narainに1971年総選挙での選挙違反（国家公務

員・警官等政府機関、電力、移動手段等を選挙運動に乱用云々）を提訴され、1975

年6月12日、アラハバード高裁が、当選無効、議席剥奪、6か月間の被選挙権剥奪

の有罪判決を下した。控訴した最高裁も高裁判決を支持した。（1966年首相就任

以降、権限集中、強権政治、銀行の国営化等を強行する中で、党内反対派との亀裂

も深刻化していた。（1974年5月8日、初の核実験Smiling Buddhaを実施。 

 

・ 非常事態（A State of National Emergency) 1975.6.26-1977.3.21) 21ヵ

月間。首相有罪判決は些末な問題だけを取り上げ、もっと重大な不正を取りこぼし

ているとの批判が高まり、全国で反インディラ運動が激化し、政情不安になったこ

とを口実に、インディラは大統領に非常事態を宣言させ（憲法352(1)条に基づく

権限）、議会停止、野党指導者、自党離反者、野党州首相の解任等を強行。特に次

男サンジャイが強行した過度の避妊手術の強制は一般国民からひどい不評を買っ

た。 (避妊手術：270万人→830万人。 裁判抜きの逮捕者数14万人。その中4

万人はシク教徒。） 

 

・ 1977年選挙では、コングレス議席は350から153に半減以上の大敗。インディ

ラとサンジャイも落選。 

 

・ 一方、野党、コングレス脱党派は “Democracy or Dictatorship” を選択する

最後のチャンスとして、危機感を煽り、全国規模でジャナタ旋風を巻き起こした。

指導者JPNarayanを中心にJanata Party（人民党）を結成。元コングレスの重鎮

で、1966年にインディラと首相の座を争ったMorarji Desaiが首相に就任したが、

右翼政党、左翼政党、コングレス離反組が、「反インディラ」の一点で纏まっただ

けの寄合部隊でもあり、政治的な結束は弱かった。 

 

・ インディラ・ガンディーは、1978年の補選で当選するも、内務大臣Charan Singh

が再逮捕。その後、同氏が首相に就任するも、1979年に国会解散。1880年の総

選挙では、コングレスが351議席（42.69%)を獲得し、インディラガンディーが

首相に復帰した。 

 

 

３．インディラ・ガンディーの暗殺（１９８４） 
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３．復権した女性宰相の暗殺
1981‐86 (コルカタ駐在）

（１）1880年1月：総選挙
コングレス大勝、インディラ政権復帰

（２）1984年6月：Operation Blue Star
インド軍によるシク教過激派排除作戦

黄金寺院襲撃とその余波による混乱

（３）1984年10月31日：暗殺
シク教徒近衛兵が首相宅の庭で射殺

 

 

・ 1880年の総選挙でコングレスが351議席（42.69%)を獲得し、インディラ・ガ

ンディーは首相に復帰。 

 

・ Operation Blue Star(ブルースター作戦）：1984年6月3-8日、パンジャブ州ア

ムリッツァルにあるシク教総本山（Harmandir Sahib; Golden Temple) を本拠

とし、Jarnail Singh Bhindranwaleを首班とする シク教過激派をインド軍が襲

撃し、寺院を破壊し、過激派を排除した。シク教徒のKhalistan分離独立運動と、

内部抗争による法と秩序の悪化を理由に攻撃した由だが、攻撃日（寺院建立者、

Guru Arjan Dev:の命日）、報道管制、戦車、装甲車等重火器による攻撃、一般市

民も巻き添えにした人権問題に対する批判も強い。軍側死者83(400?)人、負傷者

220人。 

闘争者・一般人死者492（780？）人。更に、軍隊による襲撃の影響、その余波の

高まりはインド全国のシク教徒の殺害に繋がり、世界のシク教徒にも混乱を巻き起

こした。国内では、シク教徒の多くが軍隊や公共機関を辞職し、政府により授与さ

れた褒賞を返還するなどの動きが出た。（シク教徒のAkalia Dalは非常事態にも強

く反発し、インディラ・ガンディーは手を焼いていた。）             

インドには色々な宗教があるが、ヒンドゥー教徒が85％、回教徒が１3％を占める。

シク教徒は、頭にターバンを巻いた人達で人口の２％。数は少ないけれども、イン

ド国内でも目立つ存在。タクシー運転手や軍人、スポーツマンにも多く、海外に出

ている人も多い。 

 

・ 1984年10月31日：シク教徒近衛兵、Satwant Singh,とBeant Singhが邸内の

庭を歩いている首相を警備用の銃で暗殺した。Beant Singhは直後に射殺され、
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・ インディラ暗殺時、私はカルカッタに駐在していた。国内の報道は止まってしまっ

ていて、第一報はBBC放送で聞いたという人から聞いた。ニューデリーの事務所

にはシク教徒の運転手がいたので、駐在員には彼らを匿った人もいた。また、身を

守るため、彼らのアイデンティティーであるターバンを外し、髪を切り、髭を剃る

シク教徒が増加した。カルカッタはニューデリーからは離れているが、それでも事

件があったときはシク教徒に対する攻撃は相当強かった。情報も断たれた状態であ

ったため、会社の事務所も早々に閉めることとなった。当時若かった自分は、その

時、会社の顧客と連絡をとるために空港近くまで車で走ったのだが、道の両脇をみ

ると、車が燃やされているといったような状況であった。  

４．ラジーブ・ガンディーの暗殺と経済政策大変革（１９９１） 

４．ラジーブ・ガンディー暗殺
1991年5月21日

(1) 1984年：コングレス大勝、
首相就任

(2)1989年：コングレス下野 、
コングレス党総裁

(3) 1991年:自爆テロ暗殺
タミル人の反感

Rajiv Ratna Gandhi  :      
1944.8.20‐1991.5.21
PM:1984.10.31‐1989.12.2)

 

・ Rajiv Gandhi (1944.8.20～1991.5.21) ７代目首相

(1984.10.31-1989.12.2) 

・ 母、Indira Gandhiが暗殺されたその日にインド史上最年少の首相に就任。

Jawaharlal Nehru, Indira Gandhiに続き「ネルー王朝」３代目の首相。非常事

態下で政界に躍り出て辣腕を奮った弟 Sanjay Gandhiとは対照的に政治には関

心がなく、英国ケンブリッジ大学に留学し、帰国後、国営航空会社のパイロットと

なる。英国留学時代知り合ったイタリア人、Sonia Gandhi (Antonia Maino) と

1968年に結婚。長男Rahul (1970- ), 長女Priyanka (1972- ).を授かる。 

・ 母親、弟が政界で活躍する中、彼は政界とは距離をおいていたが、1980年、弟 

Sanjayが飛行機事故で死んだ後、母Indiraに懇願されて政界に入る。翌年、下院議

員に当選し、コングレス事務局長に抜擢され、1982年開催のアジア大会大役を果
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・ 暗殺された首相Indira暗殺の同情票を集め、コングレスは542議席中411議席とい

う空前の大勝利を納め、Rajivが首相に。 

・ 1989年選挙でコングレスは単独政党としては最多議席（197/529)を獲得した

が、143議席を獲得したJanata Dalが弱小野党連合National Frontを組み、左翼

政党と Bharatiya Janata Partyの閣外協力を受ける形でインド史上初の少数連

立政権を樹立。Janata Dal党首（元ラジーヴ政権の大蔵・防衛大臣） V.P. Singh

が首相に就任した。 

・ コングレスの議席大幅減の誘因：シク教徒排斥騒動、ボパール化学工場事故、Saha 

Bano訴訟、Boforseスキャンダル、在スリランカタミル問題） 

・ ＜ボパ－ル化学工場事故：1984年、Union Carbideの 在ボパール化学工場で発

生した世界最悪の化学工場事故。有毒ガスが周辺の街に漏れ出し、15～30万人が

被害を受けた。死者2000人（事後死者：15,000～25,000人？） 

・ ＜Boforsae スキャンダル：スエーデンの武器メーカーとインドとの武器商談（13

億ドル）に関連してラジーブ・ガンディーを含むインド政府高官が不正キックバッ

ク（10百万ドル）を受け取ったとされる。＞ 

・ 1991年５月２１日、選挙遊説中、チェンナイ近郊の Sriperumbudurでコングレ

ス候補者の応援する際に自爆テロにより暗殺された。他、少なくても25人が巻き

添えを喰った。 

・ LTTE (Liberation Tamil Tiger Eelam) の犯行。LTTEはスリランカにタミル人

の独立国家を建国を目指して設立された 

・ タミル人反政府グループで、1987年にラジーブ首相が、J.R. Jayewaldene スリ

ランカ大統領（当時）とIndo-Sri Lanka Peace Accordに合意し、タミル人は

自治権（分離独立ではなく）と引き換えに武装解除を余儀なくされ、その監視の為

派遣された IPKF (Ｉndia Peace Keeping Force) のタミル人に対す虐待行為に

対する恨みによるものと言われる。（平和協定が合意された翌日、スリランカ兵を

閲兵していたラジーブ首相が、シンハラ人兵士に襲撃された。和平協定内容がタミ

ル人に譲歩するものだったため。更に、1988年11月、PLOTE (Peopl’s 

Liberation of Tamil Eelam)  によるMaldiveクーデター鎮静の為、モルディブ政

府の要請を受けてインド軍を派遣。 

・ 経済改革の足掛かり：Rajiv Gandhiは、India Gandhiの社会主義志向経済政策の

転換を図り、特に科学技術関連産業、特にコンピュータ、航空、国防、通信産業を

後押しした他、インド全域の高等教育の近代化と拡大に向けた国家教育政策を発表

した。地方の初中等教育向上にも注力した。地方のPCO (公衆電話オフィス）増設

も進めた。インド経済活動への政府介入軽減にも努め、1991年以降の経済改革の

土台を作った。 
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・ 右上：スリランカ兵を閲兵していたラジーブ首相が、シンハラ人兵士に襲撃された。 

・ 右下：1991年５月２１日、選挙遊説中、チェンナイ近郊の Sriperumbudurでコ

ングレス候補者の応援する際に女性の自爆テロにより暗殺された。 
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ネルー家

 

・ 右上にマハトマ・ガンディーの写真があるが、ネルー家とは血縁関係は無い。 

・ 上から二段目右がインディラ。ネルー首相の一人娘。 

・ その下段左が、インディラの息子サンジャイ、右がラジーブ。 

 

 

 

 

５．経済政策の大転換（1991） 

5. 経済政策の大転換
1991～

(1) 1991年下院選挙でコングレス主導

ナラシマラオ政権が発足

(2)外貨危機・国際情勢の変化 ⇒

変革に迫られ、その環境が整う

（３）大幅な改革

国家主導型 ⇒ 市場型経済

ソ連傾斜 ⇒ 欧米・アジア諸国

PM: Narasimha Rao

FM: Manmohan Singh  

・ ラジーブ暗殺は下院選挙第一次投票日、5月20日の翌日。選挙は更に６月１２日、

６月１５日にも実施された。どの政党も過半数の議席を獲得できず、コングレスが

左翼政党のサポートを得て P.V. Narasimha Raoを首相とする連立政権を樹立。  

・ 1991年６月、ラオ政権発足時、インドは経済危機に直面していた。1990年8月
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・ 199０年から1995年まで、私は２度目のインド駐在。ニューデリーの会社内でも、

インドという国が破産しそうだということで、我々も商売はどうだろうと言い合っ

ていた。 

・ 一方、 ソ連ではバルト三国の独立運動激化、８．１９クーデターの失敗等、従来

親密な関係にあったソ連の崩壊も決定的になりつつあった。 

・ かかる状況下、ラオ首相とシン蔵相を冠した新政権は様々な改革に踏み切った。各

種経済規制の緩和、貿易の自由化促進、一部国営企業の民営化等。  

① 新経済政策（１）ライセンス制度廃止 （２）技術輸入自由化、（３）非採

算部門国営企業の一部民営化を推進、（４）外資進出自由化、（５）独占禁

止法（ＭＲＴＰ）撤廃、（６）外為法（Foreign Exchange Regulation Act）

⇒（Foreign Exchange Management Act）、（７）小規模産業重視 

② 新貿易政策（１）輸出入規制の緩和、（２）輸出入税率引き下げ、（３）輸

出入手続き緩和、（４）外国証券取引市場開設、（５）外貨経常取引自由化、

（６）輸出優遇 

③ 税制改革（１）個人・邦人所得税率引下、（２）税制簡素化、（３）輸入税

引下 

④ 金融改革（１）法定積立率軽減、（２）預金金利率の自由化、（３）銀行収

入新基準、（４）民間部門銀行開設の認可 

⑤ 資本市場改革 

⑥ 政府補助金の段階的撤廃（輸出補助金）、肥料・石化製品補助引下 

⑦ 価格統制取り崩し      

・ 深刻な外貨危機に見舞われ、従来の政策を転換せざるを得なかった面と、そういう状況

に加え世界情勢の大きな変化もあり、変革する環境が整い、受け入れられやすくなって

いた面もある。ラジーブ政権の時にある程度改革の下地ができていたことも無視できな

い。そして、通信を開放したことにより、スターＴＶがインドの家庭でも受信できるよ

うになり、国民が世界の他の国々の実態を目の当たりにすることがでたことも大きかっ

たと思われる。 

・ 外資規制の緩和で、商業資本も進出し易くなり、外国商社の100％子会社の設立も見込

みありとの感触を得て準備に入り、帰国後も登録準備を進めて政府許可を取得。 

 

 

６．アヨーディア／バブリ・マスジッド事件（1992） 
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6. アヨーディア/バブリ・マスジッド事件
1992年12月6日

(1)世俗国家：ヒンドゥー、ムスリム、シク

クリスチャン、仏教徒、、が共存。

(2) ヒンドゥー至上主義団体が、バブリ

マスジッドの中にヒンドゥー神ラーマ

の聖像が隠されていると主張。

（３）1992年１２月６日、ヒンドゥー

至上主義団体がモスクを破壊。

全国的テロ・報復に発展。

 

・ Ayodhyaはインドの神話によるとラーマ神の生誕地で、ヒンドゥー七大聖地の一

つ。 

・ 1528年北インドに侵入したムガル帝国のMir Baqi将軍により回教寺院が建てら

れ、初代ムガル皇帝Baburに因んで Baburi Masjidと名付けられたが、ヒンドゥ

ー教徒は元々そこにラーマ寺院があったと主張する。1859年の暴動を機に、イギ

リス植民地政府は紛争を回避すべく境内に欄干を設置した。その後特に混乱はなか

ったが、1949年にHindu Mahasabha活動家がラーマの偶像がモスクの中に隠

されていると主張し、ヒンドゥー、ムスリム双方で大騒ぎとなり、両派とも自派の

土地所有権を主張して提訴し、寺院は閉鎖された。 

・ 1980年代にはいり、Vishva Hidu Parishad(VSP)が、Bharatiya Janata 

Pary(BJP)の後押しを得て、同地にヒンドゥー寺院再建運動を強化。1986年に地

方裁判所はヒンドゥーが礼拝できるようモスクを開放すべきとの判決を下した。

BJP指導者はアヨーディアに向けてRath Yatra行進を強行。ビハール州政府に逮

捕されたことで運動は加熱し、Sangh Parivar(ヒンドゥー至上主義団体の集合体）

活動家と軍隊の大衝突を惹起し、活動家に死者もでる惨事となった。ＢＪＰは中央

政府に対する閣外支持を撤回し、政権交代に発展。結果として、BJPはヒンドゥー

教徒の支持を得、その後国会 及び地方 議会での勢力を伸ばしていくことになる。  

・ １９９２年12月６日、RSSを中心とするヒンドゥー至上主義者は, VHP, BJPも含

め１５万人規模の集会を開き、警備する警官の非常線を突破してモスクを破壊した。

その余波はインド全域に波及し、事態が収束するまでに凡そ6000人の死者が出た

と言われている。 

・ 本事件の余波でヒンドゥー・ムスリム両教徒間のテロ・報復が相次ぎ、2002年に

はグジャラート州ゴドラ郊外でアヨーディヤ巡礼帰途のヒンドゥー教徒が乗った

列車がイスラム教徒の焼討ちに遭い、その報復にヒンドゥー教徒がイスラム教徒を
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・ 私は1995年までインドに滞在していたわけだが、ラジーブ政権後、これからどん

どんインドもよくなるだろうと思っていた。ところがその矢先に起こったアヨーデ

ィア／バブリ・マスジッド事件や、核実験により、日本とインドの関係もぎくしゃ

くしてしまった。 
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７．ナレンドラ・モディ政権発足（2014） 

7. ナレンドラ・モディ政権発足
2014年6月～

PM: Narendra Modi

AAP: Arvind Kejriwal

1. 世界最大の選挙
インド下院選挙（２０１４年４～５月）

有権者：８億人、投票者：５億人、

立候補者：８千人、総議席：５４３

投票率：６６％

2．ナレンドラ・モディ首相
光：下層出身の立身伝的ヒーロー

実績に基づく経済発展への期待

蔭：宗教的背景と支持母体の動向

人材開発、教育、厚生面での不安
 

私が2004年から昨年まで、インドで駐在しているうちは、特に大きな出来事はないと

思っていたところに、帰国直前に総選挙が実施され、ナレンドラ・モディが大勝した。 

インドは「世界最大の民主主義国」（自称）といっている。確かにインドは隣のバン

グラディシュやネパール、パキスタンのように軍事クーデターはない。一番の注目は、

その選挙の規模が世界最大のものであったことだ。 

 

（１）第16回インド下院選挙（2014年４～５月） 

 

選挙期間インド（世界？）最大・最長 

投票期間：4月7日～5月12日（９回分割：選挙管理委員会関係者・警備軍の移動）。 

開票：5月16日 有権者数：814.5百万人 (前回2009年比１億人増）、初投票有権者

（18-19歳）23百万人（2.7%) 

（日本：約１億人：国民総人口の約８割。インドの場合は約65%）     

立候補者数：8,251人、選挙区総数：５４３ （15.2人/選挙区）、開票センター：９８

９ヶ所 

（日本：立候補者数1,191人、選挙区総数：475（2.5人/選挙区）  (小選挙区平均 3.25/

選挙区 959/295人）         

投票者数： ５４１百万人（投票率：６６．３８％ インド選挙史上最高）   

（日本：投票者数：5.3百万人（小選挙区）投票率：52.7% 戦後最低）        

開票結果：National Democratic Alliance:336議席（61.9%).BJP： 282議席（51.9%) 

得票率::31%(21%) 

United Progressive Alliance:    58 議席(10.7%) コングレス：44議席(8.1%),       

（自民党：291/475議席（61.3%),。小選挙区：得票率：48.1%,  議席率：75.6%)     
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                                    比例代表：得票率：33.1%,  議席率：37.8%)     

     

（２）Narendra Modi:   

  経歴：1950年９月１７日、グジャラート州Vadnagar(当時ボンベイ州）生まれ。

Gancji(搾油）カースト、Other Backward Classに入る。６人兄弟の３番目。父や兄と駅

やバス停のお茶屋で働く。学業は平均的だったが、口は立った。８歳でＲＳＳ（民族義勇

団：極右ヒンドゥー団体）と係わり始め、少年部隊、学生組織、州組織の活動家として頭

角を現す。ＲＳＳはマハトマ・ガンディーを暗殺した団体。 

 デリー大学通信教育で学士、グジャラート大学で政治学修士号を修得。1985年、BJP

に入党。2001にグジャラート州首相。2014年迄４期州首相。「Vibrant Gujarat」 (躍

動するグジャラート）をスローガンに経済成長達成したと賞賛される 

 一方、人材開発、貧困撲滅、栄養・教育問題では依然後進州のままで、発展の恩恵は一

部の都市部中間層に限られており、農村部貧困層の生活は寧ろひどくなり、下層階級の住

民は置き去りにされたとの批判もある。ノーベル賞受賞経済学者、Amartya Senもモディ

州首相の政治手腕を認める訳にはいかないとしている。2002年の大暴動を阻止する手だて

を打たず、黙認したとの批判があり、英米日政府等はモディに対するビザ発給を停止して

いたが、首相になる前後から態度が軟化した。2014 年下院選挙では、BJP中央選挙対策

委員長、更にBJPの首相候補として大々的な選挙運動を展開。選挙戦では、Twitter, 

Facebook, Google等のsocial Mediaを最大限活用し、「インド初のソーシャルメディア

選挙戦」 を見事に演出した。自分の選挙区で大勝し、BJP全体としても歴史的な勝利を

もたらし、2104年６月、第１８代インド首相に就任した。１０年間政権を担当したコング

レスにも党内幹部の汚職、強力な指導者の欠如等の問題があり、政治の変化と、カリスマ

的強力な指導者を待望する機運があったことも政権交代の一因といえよう。 

 選挙戦では「発展の足かせとなる官僚主義を排除し、迅速に意思決定する治政による発

展が強調されたが、今回の選挙でも無視できない貢献をした選挙母体、ヒンドゥー至上主

義諸団体を背後に控え、政治的な宗教争議の再燃、激化する危険性を孕んでいる。現に、

右翼ヒンドゥー団体が、「Reconversion」（再改宗）と称して、元ヒンドゥー教徒で回教、

基督教、仏教に改宗した人々を強制的に再改宗させる動きが出てきている。又、経済面の

みならず、人材開発や厚生面ともバランスのとれた政治が期待できるか、隣国パキスタン

との関係改善、核開発に対する姿勢党、注意する必要があろう。 

 これまでのところ、特に国民の期待に応えるような成果はなく、2月10日のデリー首都

圏議会選挙では新進の党、AAP (Aam Aadmi ki Party:大衆党）が70議席中67議席を獲

得。BJPは３議席に甘んじた。コングレスは議席を失った。  

 

 

８．日本とインド 
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８．日本とインド
（１）関係一般

１．二国間関係
仏教を通しての絆
明治以来日本に憧憬
チャンドラ・ボース/ＩＮＡと日本軍
戦後日本の窮状に救いの手
東西冷戦下で遠のいた関係
国際的変化とインド経済危機
インドの原爆実験
2000年 「日印グローバルパートナーシップ」
2005年 「日印戦略的グローバルパートナーシップ」
2014年、「日印特別戦略的グローバルパートナーシップ」

 

・ 二国間関係 

1952年国交樹立以降、インドの親日感情にも支えられ、友好関係を維持して

きた。 

明治以来の日本の発展に憧憬の眼差し：日清、日露戦争 

チャンドラ・ボースのＩＮＡと日本軍との関係：共同戦線による独立 

戦後の日本の窮状に救いの手、円借款供与開始：極東裁判でのパル判事、鉄鉱

石輸出、象「インディラ」のプレゼント、アジア大会への日本参加容認等 

東西冷戦下で関係遠のく。インド/ソ連、パキスタン/中国、日本/米国 

国際関係の変化、インド経済危機による親近感。ソ連崩壊、ルックイースト、

橋本蔵相緊急融資 

1998年、インドの原爆実験により足踏み。ODA（円借款、無償援助供与停止） 

2000年8月の森総理訪印の際に「日印グローバル・パートナーシップ」構築に

合意。その後、2005年4月の小泉総理訪印時「日印戦略的グローバル・パート

ナーシップ」とし、毎年交互に首脳が相手国を訪問し、年次首脳会談を実施。 

2014年9月には就任直後のモディ首相が近隣国以外では初の外遊先として訪

日し、「日インド特別戦略的グローバル・パートナーシップのための東京宣言」

と題する共同声明を発出し、両国関係は「特別」戦略的グローバル・パートナ

ーシップへ格上げされた。 

 

両国関係には負の遺産がない。 （チャンドラボースはコングレスを袂を分か

って武力闘争による独立を目指したが、インド人にとってはヒーローで、彼の

日本軍と合同の攻撃が、イギリスに植民地を撤退させた一要因だったという見

方もある。お互いに、補完し合える関係。 
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８．日本とインド
（1）経済関係等

２．経済関係
2013                   2005

（１）貿易 インドへの輸出： 8,237億円 3,882億円
インドからの輸入 7,031億円 3,527億円

（２）対印直接投資 2,012 億円 298億円
（３）経済協力（12年度）有償：3,531、無償:１、技術：25 （億円）

３．進出企業数 15年：1,209社、13年：1,072社

４．人の往来

在留邦人数(13.10)：７，８８３人 在日インド人数(14.6)：23,411

 

・ 経済関係：  

2000年代に入り、目覚ましく強化された。 

2013年度の貿易額は、輸出入とも2005年度比略倍増。 

直接投資額は、７倍増。 

日本は、インドにとって最大の援助国（続いて独、英、米） 

 

・ 人の往来 

大幅増。90年代：在留邦人 約1,000人、 在日インド人：2,000人  

    2013年：     約7,000人、        20,000人   

８．日本とインド
（2）文化学術交流①

1.  ５～６世紀：仏教の普及と浸透

ナーランダ大学 （５世紀ー1193)  中国僧、法顕、玄奘、義浄

仏教の日本伝搬： (538/552) 「天竺への道」：陳舜臣

遣隋使 (600-618 : 5) 、遣唐使 (630-894: 15) 

736年 インド出身バラモン僧菩提遷那来日

752年 東大寺大仏開眼に際し導師を務めた

AKC 14
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1600～1850： 鎖国。新文化・技術はオランダと中国のみ
1850～1940： 開国、明治維新～

1893年：スワミ・ヴィヴェーカナンダ来日

1902/1912年: 岡倉天心訪印

1902-1929年の間：ラビンドラナート・タゴール来日

1902-1914: 大谷探検隊訪印

1903: 横山大観、菱田春草訪印

AKC 15

８．日本とインド
（2）文化学術交流 ②

 

８．日本とインド
（2）文化学術交流 ③

新たな関係の開花 (1951-1980) 
1951 ：インド政府奨学金によるの留学開始

一期生： 土井久弥、荒松雄、中根千恵、小泉文雄

（ 1957 岸首相、ネルー首相の相互訪問）

1959-1962 東大インド史跡調査団訪印

(1960 昭人皇太子殿下、美智子妃殿下訪印）

( 1961年：池田首相訪印）

1966-1976：JALMA(日本癩病センター）設立

1976: 日本学術振興会とINSA(インド国立科学アカデ

ミー間で協力協定締結
AKC 16

 

８．日本とインド
（2）文化学術交流 ④

モメンタム形成期 (1980-1999)
（1982: 鈴木自動車進出 ）

（1984年５月/11月）：中曽根首相訪印

1985年： 日印科学技術協力協定締結

1993年： 日本学術振興会と科学技術局が
日印科学評議会を設置

1994年： 国際交流基金がデリーに事務所開設

1995年： NISCAIR とJRDCの間で共同研究協力
プロジェクト開始

AKC 17
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８．日本とインド
（2）文化学術交流 ⑤

最近の主な動向
1. ナーランダ国際大学設立に向けた協力

2. Indian Institute of Information Technology 
Design & Manufacturing (Jabalpur)との協力

3. JAXA & ISRO co-hosted APRSAF-14 (2007)

4. Indian Institute of Technology (Hyderabad)支援

5. 高エネルギー加速器研究機構が科学技術局用に
ビームラインを設置。. 

6. 京都大学がIICMSにサテライト・ラボを設置

7. 東洋大学が IIT-Delhi内に事務所設置

8. 理研が共同研究センターを開設
AKC 18

 

８．日本とインド
（2）文化学術交流 ⑥

大学による活動

１．日印大学間の学術協定：日本の大学６５校による１４４件

2. 日本の大学の研究所： ５大学による６研究所
東京大学 (ニューデリー、ゴア）

京都大学 (ムンバイ） , 岡山大学、宮崎大学（ＵＰ州）、

フェリス大学（ケラ州)、東洋大学（ニューデリー）

３．スーパー・グローバル・ユニバーシティー事務所

東京大学（バンガロール）

立命館大学（ニューデリー）

AKC 19

 

 

・ インド駐在最後の三年間、スーパー・グローバル・ユニバーシティー事務所に

て、インドと日本間の留学関係の仕事をした。現在、インド人の留学生は全体

で20万人いるが、そのうちアメリカに10万人、日本には約500人と留学生の

獲得に苦労した。逆に日本からインドへの留学生は約60人となっている。 
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8．日本とインド
（3） 日本の中のインド ①「ことば」

１．伸るか反るかやってみんことにはわからん。

Naraka：奈落（地獄、どんぞこ、花道、舞台の下）

Swarga  (天国、楽園、極楽浄土）

２．舎利： 銀舎利、仏舎利塔、遺骨

Sharira (身体、肉体、植物の外形）

３．娑婆： 忍土・忍界、自由な世界、続世界
Saha→ Sahan(忍耐、耐えること）

 

８．日本とインド
（3）日本の中のインド ②神様

１．梵 天：Brahman

２．帝釈天： Indrah

３．風 神：Vayu

4. 雷 神：Varna

5. 弁財天：Sarasvati

6.   吉祥天：Sri‐mahadevi

 

 

1. 梵 天 Brahma: ヒンドゥー教では宇宙の創造主とされる最高神。仏教では帝釈天と

一対で最重の護法神。六道の最上界「天」に位置づけられる。 

2. 帝釈天 Sakro Devanam Indrah: リグ・ヴェーダでは最重の英雄神で、馬車や象に

乗り金剛杵で毒竜を退治し、大地に雨を注いで豊穣を司るとされる。仏教では、須弥山     

の頂上にあるトウ利天の主で、大梵天と共に代表的な護法神。 

3. 風 神 Ｖａｙｕ：リグ・ヴェーダに出てくる神。数頭立ての馬車で天空を駈け、敵を

駆逐して名声、財宝、子孫を授けるとされる。自在に吹き渡る風の力を神格化したもの

で、雷神（水天）とともに「護法十二天」の一尊。 

4. 雷 神 Varuna： リグ・ヴェーダには水神として登場する。後に雨や水を司る龍神と

混同され、さらに下って天候を司る雷神へと変化したという。 

5. 弁財天 Sarasvati: 音楽、弁財、在服などを司る女神。琵琶を持つ姿。武器を持つ姿
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6. 吉祥天 Sri-mahadevi : インドでヴィシュヌ神の妃、Lakshmiとも呼ばれる。仏教に

入って毘沙門天の妃とされ、衆生に福徳を与えるといわれる。 

  

  

８．日本とインド
（3）日本の中のインド ③カレー

•
南インドのスパイス料理

+北インドのミルク食品
＋マトン・チキン（１６世紀ムガル宮廷貴族）
＋唐辛子 （←新大陸から）
＝現在のカレー料理

ライスカレー：現代日本の象徴
日本の象徴「ご飯」+ 西洋の象徴「カレー」

 

カレーの起源； 

ケラらを中心とする南インドの調味料５種（胡椒、ターメリック、クミン、マスタード、

コリアンダー：９世紀の碑文）を使った料理に唐辛子（17世紀に新大陸からもたらされた）

が加わったものが北インドにも広がり、一方、北インドのミルクから作られる食品は南イ

ンドに、そして、１６世紀に成立したムガル帝国の宮廷貴族たちがマトンやチキンを加え、

１７世紀に新大陸から伝搬された唐辛子が加わって出来上がったものがいわゆる現在のカ

レーといわれるものの原型ではないか。（辛島昇説） 

 

カレーの語源： 

１５世紀にインドに北ポルトガル人がドラヴィダ系のカリということばを料理の名前と思

い込んで用いたのが始まりか。料理ごとに名前があり、いわゆるスパイスものを総称する

言葉はない。 

カレーの渡英：初代インド総督 Waren Hastings (在位：1773-1785)がカレーを好み、

英国に持ち帰り、パーティーで出し始めたものが、上流階級の間で広まった。 

「ライスカレー」： 

「少年を大使を抱け」のクラーク博士が初めて使った言葉。札幌農学校に赴任したのは明

治９年。学生の食生活改善の一環として、「生徒は米飯を食すべからず。但し、らいすか
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れいはこの限りにあらず」という一文を加えたとか？ 

ライスカレー：日本の象徴「ご飯」と西洋の象徴「カレー」とが一枚の皿の上で出逢った

もの。 

明治末期（明治３１年）刊行の「日本料理法大全」にカレーが取り上げられている。カレ

ーは英国経由で日本に入ってきたので、「洋食」として受け入れられていた。 

カレー粉： 1903年、大阪の薬問屋今村弥から日本初のカレー粉が発売された。 

大正から昭和にかけて、洋食が大衆化し、ライスカレーは「近代人の食べ物」として広く

大衆に定着。 

但し、もりそばが２銭前後のころ、ライスカレーは８銭から１２銭した由。  

  

８．日本とインド
（4）インドの中の日本 ①お札

 

1000ルピー札に、日本のものが印刷されているが、何かわかりますか？ 
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答えは、日本の技術が生かされている海底油田です。こんなところにも「インドにおける

日本」が見受けられます。 

 

 

８．日本とインド
（4）インドの中の日本 ②平和の塔

日本山妙法寺シャーンティ・ストゥーパ
 

故藤井日達上人の日本山妙法寺は、本邦及び世界各地にシャーンティ・ストゥーパ（平和

の塔）を建設しており、インドでは、ラージギル（須弥山）、ダージリン、ブバネシュワ

ール、ヴァイシャリ、デリーにある。（他には、スリランカ、ネパール、英米豪伊）。 
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８．日本とインド
（4）インドの中の日本 ③力車

 

 

８．日本とインド
（5）インド人にとっての日本人

評価される点 評価されない点
（１）高品質 （１）細かすぎる

（２）時間厳守 （２）時間にうるさい

（３）清潔 （３）潔癖すぎる

（４）丁寧、謙遜 （４）本心が読めない

（５）遵法 （５）高慢、窮屈、
（６）おとなしい （６）何を考えている？

（７）勤勉 （７）やり過ぎ

 

秦さんのお話 おわり 
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