
1 
 

 

 

 

 

 

 

RSSC 海外異文化情報研究会 

  2010 年度活動報告 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  2011 年 3 月 
 



 
 

2 

 

2010 年度活動報告 

海外異文化情報研究会は RSSC サポートセンターの研究会として 2009 年 12 月に発足した。 

2010 年度は毎月一回研究会を開催し、海外在住経験者 、外国人で日本に在住されている方

を講師にお招きしての講演会を開催した。ドイツ、ロシア、ペルシャ、セルビア、タイ、オランダ 

インドと多くの国の事情を聴いた。 外からみる日本人観をお聞きし講師との質疑で相互理解を 

深めることができた。特にセルビア事情について日本在住のサニャよりセルビアの厳しい歴史と

国情を聞いたが日本文学を研究するため日本にきて JICA の一員として両国の懸け橋のなって 

活躍しています。 

また日本の古典芸能の鑑賞会を行い今まで触れることがなかった世界を堪能した。島田様の 

企画、案内で 狂言、歌舞伎、文楽、落語と幅広く鑑賞でき 日本の異文化も体験した。 

 

「海外異文化情報研究会」趣意書 

                                       2009 年 11 月 30 日  

                                         代表 御守 陽治 

１．趣 旨 

   現在私たちは、セカンドステージにおける個々人の日常生活をはじめあらゆる分野で、海外

の異文化を良く理解しグローバルな視野に立った考え方や判断並びに諸活動がますます求

められている。そこで、ＲＳＳＣ終了後の受講生が継続的な「学び直し」を主たる目的として、

海外の異文化情報に関心のある人、海外勤務経験のある人等が定期的に集まり、情報の収

集と意見の交換、講演会の支援と参加、異文化の見聞と人的交流等を展開していきたい。 

 

２．具体的活動 

 （１）毎月１回以上の研究会を開催することとし、毎回予め事前に研究テーマを設定し、メンバー

が各人ごとに研究した内容を研究会で発表し討論を行う。 

 （２）必要に応じてメンバーが個人又は合同で、外部講演会やセミナー、シンポジウム等に参加し

て見聞を広めるとともに、メンバー同士で討論する。 

 （３） 場合によってはメンバー同士で海外に出かけて異文化に接するとともに、現地での大学、

産業界、諸団体等の人々と交流を深める。 

 

３．参加者と役割分担（2010 年 6 月現在）(敬称略) 

  代 表   御守 陽治 

  副代表  山田 利之    福田 哲郎 

  参加者  秋吉 秀人    小泉 信明    後藤 厚治   佐藤 晴恵    

島田 一郎    高島 勝弘    堤  静香    野口 紀子 

橋詰 正孝     深瀬 治則    藤田 哲三   松岡 一男 

宮下 卓      宮武 保子(会計) 青木 好博 

前田 秀子(3 期) 杉山 友美恵(3 期)           計 20 名 

   2011 年 3 月現在  2 期生、3 期生     会員計 35 名 

 

４．現在計画している主な活動 

 （１）メンバの持つ豊富な人的繋がりによるネットワーク作りを進める。 

    海外在住経験のある日本人や日本在住外国人の講演会を毎月１回開催し 

    見聞を広げると共に、日本古典芸能(狂言、歌舞伎、落語等)の鑑賞や親睦を通じて 

会員相互の親睦を深める。  

 （２)立教大学大学院 異文化コミュニケーション研究科とタイアップして相互の講演会参加や 



 
 

3 

交流会を開催 

 

 RSSC 海外異文化情報研究会 活動実績 ―2010 年度―        

【2010 年前期】 

 開催月日 場所 ﾃｰﾏ 内容 参加人数 

1 2009 年 

12 月 17 日(木) 

校友会館 

2 階 

初研究会 研究会趣旨説明、メンバ自己紹介 

研究科より研究ﾃｰﾏ説明 

12 名 

（SS8+M4） 

2 2010 年 

1 月 13 日(水) 

12:30―14:00  

1204 教室 今年度活動計

画検討 

今年度活動計画を審議。 

会員より外部講師の提案あり 

毎月 1 回研究会開催決定 

11 名 

（SS9+M2） 

3 3 月 24 日(木) 

16:00―17:30 

18:00－20:20 

RSSC 

ﾗｳﾝｼﾞ 

「天狗」 

「狂言」 

講演と実演 

懇親会 

大倉流狂言師：善竹富太郎氏 

狂言の講演と実演 

11 名参加 

40 名 

（SS11M3 

G26） 

4 4 月 10 日(土) 

19:00―21:00 

17：00－18：30 

渋谷ｾﾙﾘｱﾝ

ﾀﾜｰ能楽堂 

ｲﾀﾘｱ料理店 

狂言鑑賞 

 

夕食会 

善竹富太郎氏主催の狂言の会 

鑑賞 

14 名

（SS13+M1） 

 

5 4 月 15 日（木） 

13:30-15:00 

X305 教室 ドイツ事情 ﾄﾞｲﾂ立教会 磯 洋子様より 

ﾄﾞｲﾂ事情の講演 

17 名 

（SS13M3G1） 

6 5 月 7 日(金) 

18:30 

池袋演芸場 落語他 終了後 桂 平治氏を囲み懇親会 15 名 

（SS12G3） 

7 5 月 18 日(火) 

 13:15-14:45 

1106 教室 異文化ｺﾐｭﾆｹ

ｰｼｮﾝ概論 

立教大学異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部

久米教授に概論を講演 

29 名 

（SS14M6G9） 

8 6 月 22 日(火) 

 13:15－14:45 

4405 教室 ロシア事情 NPO ﾕｰﾗｼｱ 21 研究所理事 

吉岡明子様の講演     

20 名 

(SS16M1G3) 

9 7 月 5 日(月) 

16:00-17:30 

4405 教室 ペルシャ事情 元伊藤忠商事 金子正美様の 

講演      

17 名 

(SS15G2) 

10 7 月 16 日(金) 

14:30-16:30 

国立劇場 歌舞伎鑑賞 「身替座禅」鑑賞 28 名 

(SS16G12) 

11 8 月 14 日(土) 

 13:00－16:00 

国立演芸場 

浅草 

寄席と 

暑気払い 

桂歌丸他の寄席 

 

18 名 

（SS16G2） 

12 9 月 17 日(金) 

 16:00 

国立劇場 文楽 住大夫・蓑助（人間国宝）文楽 34 名 

(SS18G3 

千石ｾﾞﾐ 13) 

                        （SS：異文化研究会、M：異文化研究科、G：ｹﾞｽﾄ） 
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【2010 年後期】 

No 開催月日 場所 ﾃｰﾏ 内容 参加数 

1 9 月 28 日(火) 

13:15-14:45  

4403 教室 セルビア事情 セルビア人サニャ・トリプコヴィッチさん 

講演 

                 （佐藤様紹介）  

４1 名 

（SS22 

M1、G17） 

2 10 月 25 日(月) 

 16:40－18:00 

 18:20～ 

ｾﾝﾄﾎﾟｰﾙ

ｽﾞ 

会館 

「咲くら」 

タイ事情 

 

懇親会 

桜美林大学 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ学部 

日坂幸司准教授講演 

      （御守様紹介） 

26 名 

（SS13 

M3、Ｇ10） 

3 11月16日（火） 

 15:30-16:30 

ｾﾝﾄﾎﾟｰﾙ

ｽﾞ 

会館 

オランダ事情 オランダ人宣教師デボーさん講演 

                 (佐藤様紹介) 

18 名 

（ＳＳ12、 

Ｍ3、Ｇ3） 

4 12月14日（火） 

 16:40－18:00 

 18:30～ 

ｾﾝﾄﾎﾟｰﾙ

ｽﾞ 

会館 

「天狗」 

インド事情 

 

忘年会 

インド人 ｱﾊﾟﾒｯｸｽ社社長 

ルパニーさん講演 

                 （深瀬様紹介） 

16 名 

（SS13、

M1、G２） 

5 12 月 12 日(日) 

 14:00～ 

国立能楽

堂 

狂言  善竹富太郎氏狂言会 

「栗焼」「業平餅」       (島田様紹介) 

19 名 

6 2011 年 

1 月 11 日（火） 

 12:00～ 

国立劇場 新春歌舞伎 尾上菊五郎一座 「四天王御江戸鏑」  

                   (島田様紹介) 

25 名 

7 2011 年 

3 月 7 日（月） 

 12：30～ 

国立劇場 歌舞伎 片岡仁左衛門  「絵本合法衢 」 

                (島田様紹介) 

35 名 
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RSSC 海外異文化情報研究会 3 月研究会報告 

 

1.日時：2010 年 3 月 24 日(水) 16:00～17：30   17:40～ 池袋「天狗」にて善竹氏を囲み懇親会 

2.場所：RSSC ラウンジ 

3.講演  古典伝統芸能研究会「狂言」講演と実演 

4.講師  大蔵流狂言師 善竹 富太郎氏 

5.出席者(敬称略) 

 御守、藤田、山田、島田、小泉、宮武、松岡、深瀬、佐藤、堤、松岡、福田  11 名 

   大学院異文化研究科 芳賀、大久保、前田 3 名、 RSSC 生、佐藤さん友人ﾁｭﾆｼﾞｱ人 合計 40 名 

 

6.1.善竹氏より「狂言」のルーツの紹介； 

能・狂言は室町時代に発展。日本の代表する文化は室町時代に発展した。 

能は憂いに満ちた舞踊だが狂言は猿楽のもっていた物まね、道化的要素を発展させたコメデ 

ーであり分かり易い。 

  
 

2.善竹氏よりひとり狂言「寝音曲」を実演。 

その後全員で狂言の体勢、発声を実践体験した。 

最後に狂言の面を持参頂き 3 人(チュニジア人、山田、大久保)が面を付けて演じた。 

 

  3.善竹氏は全国 1 億 2 千万人総狂言化計画を展開中で日本人のための伝統芸能、伝統文化を 

理解し感じる心を持たないと滅びてしまうので多くの日本人に狂言を理解してもらいその中の日本 

の作法、表現、様式、発声を学んで頂き腰がすわり摺り足ができるようになり自声で遠くまで通る 

ようになってほしい。 

そのために年間 100 回の能楽堂での演じる他 学校狂言、狂言ワークショップで地域の人達に 

狂言レクチャーを展開している。 

今回始めての狂言に接する人が多く興味深く聞いた。 

その後「狂言鑑賞会」善竹富太郎主催 4 月 10 日(土)渋谷ｾﾙﾘｱﾝﾀﾜｰ能楽堂で鑑賞した。        

         

    善竹氏とﾁｭﾆｼﾞｱ人青年           面をつけて狂言発声；島田さん、山田さん、大久保さん 
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 RSSC 海外異文化情報研究会 4 月研究会報告 

                                        

1.日時：2010 年 4 月 15 日(木) 13：15～15：00 第一部 15:00～16：00 第二部 自由質疑 

2.場所：10 号館 305 教室 

3.講演 「ドイツ事情について」 

4.講師 ドイツ立教会会長 磯 洋子様 

5.出席者(敬称略) 

 御守、藤田、山田、島田、小泉、宮下、松岡、深瀬、橋詰、秋吉、佐藤、野口、福田  13 名 

   大学院異文化研究科 芳賀、大久保、前田 3 名、 佐藤さんの友人       合計 17 名 

6.講演要旨 

       

 

経歴：1970 年立教大学英文科卒、ｲｷﾞﾘｽ留学；修道院、ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ神学校で苦労されその後ﾛﾝﾄﾞﾝの 

日系旅行会社に就職し駐在員としてﾄﾞｲﾂへ移住、当初はﾏｲﾝﾂその後ﾃﾞﾞｭｾﾙﾄﾞﾙﾌへ。 

1973 年よりﾄﾞｲﾂで独日交流会を立上げﾄﾞｲﾂの日本語に興味ある人に日本語、ﾄﾞｲﾂ在住の日本人 

にﾄﾞｲﾂ語の語学講座を提供してきた。当初ﾄﾞｲﾂでは日本語は外国語として確立していなかった。 

学校のｸﾗﾌﾞ活動としてはじめその後ﾖｰﾛｯﾊﾟ各地の日本語教育をﾈｯﾄﾜｰｸ化して立ち上げた。 

ドイツの国：ﾄﾞｲﾂは 9 ｹ国に接している(ｵﾗﾝﾀﾞ、ﾍﾞﾙｷﾞ、ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ、ﾌﾗﾝｽ、ｽｲｽ、ｵｰｽﾄﾘｱ、ﾁｪｺ、ﾎﾟｰﾗﾝﾄ 

ﾄﾞ、ﾃﾞﾝﾏｰｸ)。国として存在させるにはｴﾈﾙｷﾞｰが必要で国境は歴史をもって存在している。 

ﾄﾞｲﾂはﾍﾞﾙﾘﾝの壁がなくなり 1990 年東西ﾄﾞｲﾂが統一されてから歴史は浅い。 

16 州からなるが東西の人の価値観はいつ融合するか見えず各州でも別の歴史を持っており融合は 

大変だ。ﾐｭﾝﾍﾝはﾊﾞｲｴﾙﾝ王国でちがう国だ。ｹﾙﾝはﾛｰﾏが北上してきた土地で仲が悪い。 

第一次、第二次世界大戦での負を抱えている。ﾕﾀﾞﾔ人の教会へ賠償金を払え、ﾅﾁｽﾄﾞｲﾂがやった 

ことを忘れぬよう記念行事をやっている。ﾋﾄﾗｰの惨事を起こさぬようにﾅﾁｽﾄﾞｲﾂの歴史、史実を 

伝えるようにｷﾞﾑﾅｼﾞｳﾑ(学校)で 3 回教えている。小学 5 年、中学、上級生で現状把握、分析、生み 

出す環境を理解しどうしたらよいかの意見をだす教育方針がある。日本では歴史の議論が薄い。 

ドイツの学校教育：小学校 4 年生で３ｺｰｽに分ける。専門的技術身につけるﾏｲｽﾀｰ目指すか社会に 

   でて働く商業学校、進学校のｷﾞﾑﾅｼﾞｳﾑに分けられる。ｷﾞﾑﾅｼﾞｳﾑは小学 5 年生から高校 3 年生ま 

   で。進路は親と先生で決める。その意味では階級制度がある。小学校 4 年で一生を決めるのか 

についてはﾄﾞｲﾂでも議論されており現在見直し中。 

   学校で子供達は戦うことを学ぶ。議論に勝つこと、理屈を通すことを学ぶ。自分を主張できる子供 

   を育てるために家庭でも学校でもともかく自分の意見を発表することを訓練する。理論だてて説明 

   ができ聞き手を納得さなければならない。 

国民性：まじめ、頑固、理屈多く屁理屈が通る、きちんと説明を求める。 

   ﾄﾞﾒｽﾃｲｯｸな国民で あまり外へ出ていく習慣がない。ﾄﾞｲﾂのｻｯｶｰには外国人少ない 

文化：衣食住の内「食」の文化はない。ﾄﾞｲﾂ人は食べることのﾃｰﾏ薄い。ﾄﾞｲﾂ料理はない。 

学校の昼食時間がない。午前に朝食休みあり、ﾊﾟﾝ持ってきて好きな時に食べる、昼食は家へ帰 

って食べる。夕食はない。あるものを食べる。ｿｰｾｰｼﾞ中心。 

「住」へのｴﾈﾙｷﾞｰはすごい。家具へのこだわりがあり住への感性、趣味はすばらしい。 
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庭にも凝っており汚いと隣人が文句を言ってくる。 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの取り方：ﾄﾞｲﾂ語は学ぶ言葉と話す言葉の差がない。(日本語は学びと話す言葉違う) 

   思ったことはすべて話す。「私は嬉しい、なぜならば****」という風に相手に説明しなければ 

   ならない。謝ってはだめ、謝ると自分が悪くなる。ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝについて言葉ができたら分かりあえ 

   るかはむずかしい。自分が安心して他に受けいれられるかのﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞつくりが重要である。 

日本の気になること：①日本語の乱れ、敬語の乱れ、  

②「個」の主張がない 「***やらせていただきます」では自分の意思がない。 

若者は自己主張がない。 

磯様の長年のﾄﾞｲﾂで在住経験による講演で国民性の違い、文化の違いを感じ大変参考になった。 

 

以下小泉さんの感想を付記します。 

ルール地方（Ruhr)と言えば、ルール炭田を背景に、重化学工業が発達したヨーロッパ最大の鉱工業地 

帯であり、第一次大戦でこの地方は賠償問題のカタに、フランスに占領された！嘗て中学生の頃に 

「地理」で習ったことが思い出されました。今回の磯 洋子女史の講演を聞き帰宅後あらためて平凡社の世

界地図を開き、エッセン、ドルトムント、ケルン、ヂュッセルドルフの諸都市が周辺にあることを確認しました。

ドイツがフランス、オランダ、スイス、デンマーク等列強の九ヶ国と国境を接していることも改て知りました。 

昨年暮れに原書房から出た「ヒトラーのスパイたち～ＨＩＴＬＥＲ’Ｓ ＥＳＰＩＯＮＡＧＥ ＭＡＣＨＩＮＥ」を読破して、

カナリスとハイドリッヒの暗闘、リッペントロップ（親衛隊大佐・外相）、ミューラー（恐怖のゲシュタボ長官）等

の狂気の作戦計画に接して、いずれ同じような殺戮集団がヨーロッパのどこかで萌芽し、蛮行を再び繰り返

す日が近い事を確心しました。 
五枚に及ぶ磯 洋子女史のテキスト「ドイツ事情」は，子供の教育に大いに資する個所があります。 

ドイツ人魂を知るよすがにもなります 
日本は「日本海」効果もあって、海路で大陸からの文物の到来を享受し、政治体制も文化（王朝）も基盤

が確立できました。反面、中国、蒙古、ヨーロッパ列強の侵略を日本海溝と海流が防いでくれた。 

太平洋戦争で、アメリカの支配下には一時的にはなったものの、本来の「占領」ではなく、「改革」となって戦

後の日本の復興を促進しました。そして片面講和で国際社会の仲間入りを果たす。日本国は東欧諸国や 

南北朝鮮のように、民族が血で血を洗う悲劇も今後まずあり得ない。日本はこんなスタイルで～物欲まみれ、

放縦、ノーテンキ、ＫＹ～海図無き航海を続けることになりそうです。 

我等エルダー世代は、他人の気持ちを思いやる気持ち（内省）と子供達に世界の現勢の一端を語れるだけ

の知識、素養を身につけたいと願っています。          小泉 

  

磯 さんより御礼メール 

御守様、 私の方こそ、すばらしい機会を与えていただきありがとうございました。 

異文化という定義にはじまり、この領域で日本に新しい風がどのように吹くのか大変興味深く思っており

ました。 ご出席の皆様の取り組みはわたくしにとっても大変勉強になりました。 
また、立教に伺うことがあったら、ご案内いただいたセカンドステージの研究室に寄せていただこうと思っ

ております。どうぞ機会がございましたら、皆様によろしくお伝えください。 

   私の帰独は 4 月 21 日、フランクフルトの空港がはじめて発着可能となった日で大変幸運でした。 

その前に出発予定の方は毎日スタンバイ状態で、一緒にデュッセルドルフ着いた知り合いの方は 15 日 

以降 21 日まで、いたずらにスタンバイしたそうです。 

 日本滞在中は、とても寒くて大変でしたが、当地ドイツは珍しく良好な天気が続いています。新緑が眩し

い美しい季節になりました。では御守さんもどうぞ、お体に留意され、ますますご活躍くださいますよう。 

                                    April 25, 2010. 磯 洋子 
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  RSSC 海外異文化情報研究会 5 月研究会報告 

                                        

1.日時：2010 年 5 月 18 日(火) 13：15～15：00 

2.場所：本館 1106 教室 

3.講演 「異文化コミュニケーション概論」 

4.講師 立教大学 異文化コミュニケーション学部 久米 昭元教授 

5.出席者(敬称略) 

 御守、藤田、高島、島田、小泉、宮下、松岡、深瀬、秋吉、佐藤、野口、宮武、前田、福田  14 名 

   大学院異文化研究科 芳賀、大久保、前田 他 6 名、 御守様友人、佐藤様友人 

RSSC ｹﾞｽﾄ；筒井、深野、後藤、平澤ほか 7 名                     合計 29 名 

6.講演要旨 

           

 

経歴：神戸市生まれ。1966 年神戸市外国語大学英米学科卒業。日獨薬品（株）(現在はバイエル薬品）） 

で貿易実務、（株）インターオーサカで会議通訳など8年間勤務された後、ハワイ大学大学院 

アメリカ研究科修士課程修了、1979 年にミネソタ大学大学院コミュニケーション研究科 

博士課程修了、 南山大学、神戸市外国語大学、神田外語大学、立教大学社会学部を経て現職。 

 

1.異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝとは 

   異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの概念が生まれた契機は人の移動(生活場面移動、時間的移動、社会的移動、 

心理移動)と新しい環境での体験(特に失敗、誤解、衝突の経験)＝異文化体験で生まれる。 

異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝとは目にみえない概念であり「文化的背景を異にする存在同士の関係構築(解消を 

含む)ﾌﾟﾛｾｽであり、未知との遭遇現象である。異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの概念は 1970 年代ｱﾒﾘｶの 

Edward.T.Hall が提唱した。Interｃultural Communication と呼ばれた。 

文化とは一定地域で人々が限りなく関わりあった結果生じた集団の記憶で思考の体系であり人の 

生き方におけるﾅﾋﾞｹﾞｰﾀとなりうるものである。 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝとは自己と他者の間で交わされる言語、非言語を含むﾒｯｾｰｼﾞの意図と解釈をめぐるﾌﾟﾛｾｽ 

であり自文化のﾌｨﾙﾀｰも持った人とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝでは意図したことが相手に伝わらず、解釈にずれが 

生じ異文化摩擦（誤解、軋轢、対立、不和）が発生する。 

2.異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ概論：本来大学では半年～1 年の講義を１時間で講義いただいた。 

   文化移動に伴う知覚(ﾊﾟｰｾﾌﾟｼｮﾝ)の変化であり「ｱｲﾃﾞﾝﾃｲﾃｲ」を持つことだがｱｲﾃﾞﾝﾃｲﾃｲがゆらぐこと 

がある。そこでいかに適応するかだが、対応、順応、反発、落ち込みが起こり、個人の背景に(国籍、 

民族、言語、風俗、習慣、家族等)より異なる。 

   価値観と思考法が世界各国で異なる。また複雑な現象をｶﾃｺﾞﾘｰ化してしまう傾向がある。 

   （ｲﾒｰｼﾞ、偏見、差別、自文化中心主義、ﾅｼｮﾅﾘｽﾞﾑ等） 

   異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝは概念だがいろんな人に会っても違った文化的背景をもった人として付き合う 

   とうまくいくことがある。最近では世代間の異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが難しくなってきている。 

   久米教授は異文化ﾐｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ事例を集めており本日出席者より事例を提示、協力する。 

   異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学を体系的に整理して講演頂きました。 

                                                 2010.5.20  福田（記） 
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  RSSC 海外異文化情報研究会 6 月研究会報告 

                                        

1.日時：2010 年 6 月 22 日(火) 13：15～15：00 

2.場所：4 号館 4405 教室 

3.講演 「ロシア事情」 

4.講師 NPO「ユーラシア 21 研究所」常務理事  吉岡 明子様 

5.出席者(敬称略) 

 御守、山田、藤田、高島、島田、宮下、松岡、秋吉、後藤、青木、佐藤、野口、宮武、前田、杉山、福田  

16 名、大学院異文化研究科 芳賀、RSSC ｹﾞｽﾄ：筒井、坂元、御守様友人          合計 20 名 

6.講演要旨 

                 

経歴：１９９４年青山学院大学国際政治学部卒、１９９５年～１９９８年 モスクワ大学留学  

   ２００２年より安全保障問題研究会事務局長、２００４年～ 東京財団リサーチアソシエイト 

   ２００７年～ ユーラシア２１研究所常務理事    

 

概要：.現代ロシア事情と題しﾛｼｱ留学の経験を生かして、ロシア人気質、社会、経済、政治と幅広く講演 

されロシアからみた日本の評価についても講演、最後に北方領土問題につきビザなし交流で訪問され

現地の写真を交えて詳しく説明いただきました。日露関係は近くて遠い国という印象でした。 

 

①ロシアの基本データ：国土は世界最大で日本の 45 倍、人口 1 億 4200 万人、ﾛｼｱ人が 83%、 

公用語はﾛｼｱ語、他に多くの民族語あり、気候は多くが亜寒帯、厳冬、通貨はﾙｰﾌﾞﾙ 

②ロシア人気質：小さいことにこだわらない豪快さ、おおらかで素朴、洗練されない田舎者、 

高い文化ﾚﾍﾞﾙ： 文学、ﾊﾞﾚｰ､ｵｰｹｽﾄﾗ、 

人的繫がり重視・コネ社会。自由・民主・人権よりは強いﾘｰﾀﾞ求め他力本願 

           ﾛｼｱ人は外の顔(愛想わるい)と内の顔を使い分けている。(泣くと許してくれる) 

③社会問題：人口減少で平均寿命短い(2004 年ﾃﾞｰﾀで男性 59 歳、女性 72 歳)男性はｱﾙ中のため短命。 

アル中多い、青少年の喫煙・薬物多い。 

汚職・収賄・腐敗、コネ裏口斡旋が横行(これなしでは生活できない、ﾜｲﾛ出さないとﾋﾞｻﾞ発行せず) 

④経済：90 年代は屈辱的で西側へ物乞い、2000 年代は過度の資源依存(石油、天然ｶﾞｽ)で原油価格の 

高騰 に支えられ経済発展、年 5-10%高成長してきた。原油生産世界 2 位、天然ｶﾞｽは第１位 

一方経済機構は脆弱で非効率、ｲﾝﾌﾗや法律未整備で生産投資が実施さなかった。2008 年世界経 

済金融危機で深刻な打撃うけ、財政赤字に転落した。 

課題はエネルギー依存経済からの脱却、汚職・腐敗・ｱﾝｸﾞﾗ経済・利権・ｲﾝﾌﾗや法の未整備だが

2008 年ﾒﾄﾞｳﾞｪｰｼﾞｪﾌが経済近代化、ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ型経済、ﾛｼｱ版ｼﾘｺﾝ・ﾊﾞﾚｰ創設している。 

⑤政治：権力は利権・金権であり権力闘争を繰り返している。暗殺、ﾊﾆｰﾄﾗｯﾌﾟいつも行われている。 

エリツイン(1991-1999)：通貨危機あり屈辱の 90 年代で新興財閥・政商が台頭、地方権力が台頭した。 

プーチン(2000-2008)：権力の垂直化し地方から中央へ権限を移管し秩序を回復。元 KGB で強い 

ロシアを復活させｻﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾞﾙｸﾞ派閥で武藤派で力の省庁（KGB、軍、警察、検察）を掌握し 

ﾒﾃﾞｲｱ統制実施しｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄや体制批判者は不審死(ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ 128 人死亡・行方不明に) 

   メドヴェージェフ(2008～)：経済・内政で改革路線；経済の近代化重視し官僚主義やｺﾈ採用を批判し 

        ﾒﾃﾞｲｱ、反体制派との関係改善している、ﾌﾟｰﾁﾝのｻﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸﾞ大学の後輩 
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タンデム政権の行方は見えない；ﾌﾟｰﾁﾝの傀儡政権か、対立か協力か不明。分担も読めない。 

次期大統領（2012 年）はだれか；ﾒﾄﾞｳﾞｪｰｼﾞｪﾌ再選はﾌﾟｰﾁﾝか 今後は二人が交互に大統領になる？  

＊ﾛｼｱでは歴代大統領は「つるふさの法則」があり頭がつるつるではげている大統領の次は髪が 

ふさふさの大統領が交互に就任している。 

 ﾚｰﾆﾝ→ｽﾀｰﾘﾝ→ﾌﾙｼﾁｮﾌ→ﾌﾞﾚｼﾞﾈﾌ→ｱﾝﾄﾞﾛﾎﾟﾌ→ﾁｪﾙﾈﾝｺ→ｺﾞﾙﾊﾞﾁｮﾌ→ｴﾘﾂｲﾝ 

→ﾌﾟｰﾁﾝ→ﾒﾄﾞｳﾞｪｰｼﾞｪﾌ  →ﾌﾟｰﾁﾝ？→ﾒﾄﾞｳﾞｪｰｼﾞｪﾌ？？ 

⑥日露関係：  

・近くて遠い国 

・貿易額、人的往来は低水準；貿易額；日露１－日米 13 倍、日中 19 倍、日 EU11 倍 

人的往来；日露１－日米 26 倍、日中 29 倍、日韓 31 倍 

・ロシアからの片思い：国民は大の日本びいき、日本の技術に対する日本信仰あり(ﾄﾖﾀ、日産、ﾊﾟﾅ他 

日本文化へに理解とｼﾝﾊﾟｼｰあり；文学（源氏物語の古典から俳句、短歌まで 

最近は村上春樹ﾌﾞｰﾑ）、歌舞伎・生花・茶道や映画、ｱﾆﾒ、ﾏﾝｶﾞ等 

日本食ﾌﾞｰﾑ：2000 年代爆発的に急増(ﾓｽｸﾜに 600 軒超) ﾍﾙｼｰﾌﾞｰﾑで拡大中 

⑦北方領土問題 

1945 年ソ連の不法占拠(終戦後 8/28 に上陸、9/5 占拠)により日本人居住者 17000 人が強制退去。 

現在の島民は 16555 人 

北方 4 島；択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島で面積は結構広く福岡県程度、択捉島、国後島が大きく 

面積の 93%占める。 

ロシアの論理；第二次世界大戦の戦勝国が領土もらうのは当然 

         太平洋側へのルート確保 

＊現在日本―ロシア平和条約は結ばれていない。 

日本の色丹島、歯舞２島返還はだめ、面積は択捉島、国後島が大きい。 

吉岡様のビザなし交流で択捉島、国後島訪問の状況；(吉岡様の報告資料より) 

①開発ラッシュの熱気あり、ロシア政府は潤沢なｵｲﾙﾏﾈｰを活用し遅ればせながら地方の振興に 

乗り出した。ロシア政府による開発は地元企業の成長に弾みをつけており島の経済安定とロシア 

経済への統合を図りひいては北方領土の実効支配を強化するロシアの戦略が見え隠れする。 

また国際化で中国、韓国から資材、重機が持ち込まれ外国人労働者(北朝鮮含む)が出稼ぎに 

きており第３国との利害が発生する。 

②また観光地化を計画している、島の雄大な自然、生態系あり温泉も流れており十分期待できる。 

 この場合第３国の人が気軽に訪問するためにロシアのビザを取得して上陸となるとロシアの 

管轄権を国際的にアピールするかもしれない懸念あり。 

③日本海軍が真珠湾攻撃のために密に集結させたのは択捉島、単冠湾(ひとかっぷわん)、 

当時 30 隻の大艦隊が集結し 1941 年 11 月 26 日ﾊﾜｲ沖へ出航した。とても奇麗な湾である。 

戦前多くの日本が居住していたが日本建築物が２棟現存しているが老朽化が激しく日本側の 

要請で保存への検討が進んでいる  

   北方領土問題は難しく 政府・外務省の無策は問題であろう 

政治決着しかないが したたかなロシアの動きに要注意。 

                                                 

 2010.6.24  福田（記） 
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  RSSC 海外異文化情報研究会 7 月研究会報告 

                                        

1.日時：2010 年 7 月 5(月) 16：00～18：00 

2.場所：4 号館 4405 教室 

3.講演 「ペルシャ事情」 

4.講師 元伊藤忠商事  金子 正美様 

5.出席者(敬称略) 

 御守、山田、藤田、高島、島田、宮下、松岡、秋吉、後藤、佐藤、野口、宮武、橋詰、堤、福田  15 名、

RSSC ｹﾞｽﾄ：筒井、坂元                                        合計 17 名 

6.講演要旨 

                 

経歴：１９４９年船橋市生まれ、１９７３年一橋大学商学部卒 伊藤忠商事入社、テヘラン大学留学、    

以来鉄鋼輸出専門で海外駐在通算２２年（イラン１０年、ドイツ２年、香港・上海１０年）       

２００９年退職とともに帰国。 

概要：.入社以来海外生活でイランに留学、駐在、出張と 1974 年から 1995 年まで 21 年に渡りイランと係って

きたなかから激動の変化の状況とイランの文化の特質を日本との比較で講演いただきました。 

   特に宗教観、宗教は人間のﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝである、相手の文化を知るには宗教を知ることが大切であるとの 

   ｺﾒﾝﾄが印象的でした。 

 

(1)駐在時の 1974 年～1995 年のイランの状況 

①石油による成長：イランは石油で超金持ちとなり日本は石油確保が命題でアラブに日参した。 

ｱﾗﾌﾞｰｲｽﾗｴﾙ戦争ｵｲﾙｼｮｸとなり価格が 4 倍となり日本ではﾄｲﾚｯﾄﾊﾟｰﾊﾟに並んだ時代。 

   ②イスラム革命：1979 年ﾊﾟｰﾚﾋﾞ国王が失脚しﾎﾒｲﾆがﾊﾟﾘからﾃﾍﾗﾝに入り革命成立しｲﾗﾝｲｽﾗﾑ共和国 

     となる。民衆は当初革命政権を支持したしたが革命は宗教を元に政治を行い行政が混乱した。 

   ③イラン・イラク戦争：ｲﾗｸにﾌｾｲﾝが登場しｲﾗﾝに攻め込んだｲﾗﾝ･ｲﾗｸ戦争が勃発。米ソの冷戦下で 

戦争が長期に渡りｲﾗﾝは疲弊した。1988 年停戦(ｲﾗﾝが負けた)、その後湾岸戦争ありｱﾒﾘｶからは 

制裁が続いている。 

 

(2)イランの文化 

   ｲﾗﾝの文化は日本より古い歴史、古い文化、心がある。距離も日本から遠くｲｽﾗﾑ教であり理解しあえ 

   ないところが多い。 

ｲﾗﾝの文化の特長は①ｲﾗﾝ人は商人である②ｲｽﾗﾑ教の影響が大③話すこと、会話が重要である。 

① ｲﾗﾝ人は商人；ﾍﾟﾙｼｬ商人の歴史あり、ﾍﾟﾙｼｬは 2500 年前から草原、砂漠、ｵｱｼｽを繋ぐ遠隔地貿易 

  の商人が主導で発展してきた。ﾊﾞｻﾞｰﾙ(市場)中心主義(商業中心主義)である。だれがどこでいく 

らで作っているか、だれがほしいかの情報が重要でないところにもっていき高く売る、交渉により 

価格決める。ﾍﾟﾙｼｬ商人的体質もつｲﾗﾝ人はどこに住んでもよい柔軟性もつ。また文化交流に 

柔軟であり異文化に接することに慣れており異文化への問題意識はないようだ。 
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② ｲｽﾗﾑ教の影響；ｲﾗﾝ人はｲｽﾗﾑ教という宗教のﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝは通っている。宗教のない人間は人間で 

  は人間ではない、無宗教は認めない。宗教は背骨である。すべては神に支配され神に委ねる 

ものだとの意識。 

ｲﾗﾝのｲｽﾗﾑ教は特異で「ｼｰｱ派」である、ﾍﾟﾙｼｬの血を引くｼｰｱ派がｲﾗﾝのｲｽﾗﾑ教と主張する。 

ここでもｲﾗﾝ人の自己主張は宗教にも表れている。 

タコとイカは食べないーー骨はないから、ウロコのないものは食べない。 

③ 話す事が大切：ｲﾗﾝでの文盲率は高く読み書きできる人は少ない、その代わり「口は立つ」「弁は立 

つ」 ｲｽﾗﾑ教の坊さんは信者にｺｰﾗﾝを細かに説明する、人は暗記する、書くことより口にだすこと 

しゃべるこを重視する。口数多い、口数多く言葉が多いのは人間関係の濃密さにつながる。 

金子様がｲﾗﾝのﾃﾍﾗﾝ大学でｲｽﾗﾑ教を教えてもらったが教授は企業からの研修生にｲｽﾗﾑ哲学を 

しゃべり続けた。ずっと聞いていてわかってきた。 

ｲﾗﾝ人はしつこい、ｲｽﾗﾑ教もしつこい、ｲｽﾗﾑ教は論理学で証明していくやりかた。 

   最後に金子様は宗教は人間のﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝであり相手の文化を知るには宗教を知ることが大切で 

   イラン的物の考え方が染みついたと語られました。 

   日本はもって立つﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝを見直すことが大切で宗教をとらえなおすことが大切であるとｺﾒﾝﾄあり。 

④ イラン人：人種は差別的でイラン人はペルシャ人でペルシャ人は白人(一方南はアラブ人で浅黒い) 

        ペルシャ語とアラビア語と異なる。 

        ひげが濃い、ひげ剃ると白いゴリラである 

 

 

研究会終了後 前期研究会終了したので打ち上げ懇親会開催し 金子様も参加され引き続き質疑を 

実施しました。 

 

    

 

                                                 

 2010.7.10  福田（記） 
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 RSSC 海外異文化情報研究会 ９月研究会報告 

                                        

1.日時：2010 年 9 月 28(火) 13:15～15：00 

2.場所：4 号館 4403 教室 

3.講演 「セルビア事情」 

4.講師 サニャ トリプコヴィッチ様 

5.出席者(敬称略) 

 御守、山田、藤田、高島、島田、宮下、松岡、秋吉、後藤、佐藤、野口、宮武、橋詰、深瀬、内藤、西野 

宮武、前田、杉山、野瀬、内山、福田他 、研究科 芳賀 

RSSC ｹﾞｽﾄ：筒井、坂元、深野他 1 期生、2 期生、3 期生                    合計 41 名 

6.講演要旨 

             （佐藤さんと）  

経歴：1976 年セルビア生まれ、34 歳 、2000 年ベオグラード大学日本語・日本文学学科卒業、2000 年来日。

2006 年筑波大学大学院 日本研究コース修了、その後作家高橋源一郎に師事し 文芸論、クリエイ

テイブライテイングを学ぶ。2006 年駐日セルビア共和国ｊ大使館大使秘書、2008 年より(株)ゲンバリ

サーチ 改善プロジェクトコーデイネータ、広報担当マネージャー。ＪＩＣＡプロジェクトにコーデイネー

タとして参加し  日本とセルビアの架け橋になっている。 

概要：「文学から遠く離れて」とのタイトルで講演。セルビアの国の紹介、紛争地域と呼ばれた戦争時代、 

空襲・制裁下での文学・芸術が圧迫されたことを体験をもって解説された。そして日本に来て日本文学 

と会ったこと、日本での生活まで話していただいた。日本にきてよくがんばっています。 

内容：①セルビアとは？―― セルビア共和国、首都ベオグラード 人口 750 万人、言語：セルビア語、 

宗教；セルビア正教、カトリック、イスラム教等。以前はユーゴスラビアだったが人種/宗教が異なり各

国が独立した。(ﾏｹﾄﾞﾆｱ、ｱﾙﾊﾞﾆｱ、ﾓﾝﾃﾈｸﾞﾛ、ｸﾛｱﾁｱ、ｽﾛﾍﾞﾆｱ、ﾎﾞｽﾆｱ・ﾍﾙﾂｴｺﾞﾋﾞﾅ)  

  ②紛争地域と呼ばれた時代：1990 年代旧ユーゴ崩壊とともにバルカン半島各地で紛争勃発した。 

     1994 年以降セルビアは戦争責任ある国とし 国連による文化制裁(ｵﾘﾝﾋﾟｯｸに参加できず、映画、 

音楽の国際ﾌｪｽﾃｲﾊﾞﾙに参加できない、国際社会が 1 つの国を閉じてしまう)。1999 年 NATO 軍に 

よるセルビア空爆開始。空襲・制裁下では言葉(文学/芸術)の大切さがはっきりした。戦火でも人間 

は自分の体験を表現する権利がある、表現の自由を奪われ続けたら人間の魂は死んでしまう。 

欧米は空爆を正当化していた。 

   ③日本文学について：2000 年来日し大学院で日本現代文学、高橋源一郎の研究始める。 

    ヨーロッパの文学者は集中して文学に携われる環境だが、日本ではまず生活ありきでその合間に 

    文学がある状態だ。日本人の病いは「終わりなき日常」；物事をはっきりしない、あいまいなままで 

いる。来日して 10 年、戦争のセルビアを飛び出してきてき気ついたこと；人間は弱いものだ、独裁者 

でもｼｽﾃﾑに動かされている。弱いと思えた瞬間人は力を発揮する。 

     日本は楽しい、日本が大好き、わからないこと沢山あるが勉強している。 

 

＊サニャへの御礼の返信；この度はお世話になりました。講演会、大変分かりにくい話でしたのに、 

   お付き合いくださり、誠にありがとうございました。皆様の前でお話ができる機会に恵まれて、光栄で  

した。また、温かいお言葉、嬉しいです。日本語はこれからもっと頑張らないとだめですが。 

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。では、秋本番ですが、くれぐれもお体にお気をつけください。 

サニャ 
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  RSSC 海外異文化情報研究会 １０月研究会報告 

                                        

1.日時：2010 年 10 月 25 日(月) 16:40～18：00 

2.場所： セントポールズ会館                ＊引き続き 「咲くら」にて日坂様含め懇親会           

3.講演 「タイ国事情」 

4.講師 桜美林大学 ビジネスマネージメント学郡   准教授 日坂 幸司様 

5.出席者(敬称略) 

 御守、山田、高島、松岡、小泉、坂元、後藤、野口、深瀬、内藤、西野、内山、福田  13 名 

RSSC ｹﾞｽﾄ：澁谷、ｳｲﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ深野他７名、3 期生 1 名、研究科 3 名、JAL 池田様    合計 26 名 

6.講演要旨 

               ｾﾝﾄﾎﾟｰﾙｽﾞ会館 

経歴：1950 年生まれ 60 才 、2002 年 日航国際線客室乗員室長を経て JALWAYS バンコック支社長 

               を歴任。タイ人スチュワーデス（約 2000 人）の採用と運用を担当し航空業の実務に携わった。 

2006年 日航退社後、タイ国立チュラロンコン大学修士課程に入学、MBA 経営学修士を取得し、 

2008 年 桜美林大学ビジネスマネージメント学群で約 250 名の生徒に経営学を教授している。 

概要：日本の航空行政、最近の航空自由化推進に向けた動き（羽田空港再拡張と国際化、オープンスカイ

協定と LCC 参入）と課題を説明。 海外へのロングステイの現状とタイ・ロングステイの魅力を講演。 

内容：①成長戦略に航空分野を定義し 航空自由化むけ日本の空を世界へ開く、ｵｰﾌﾟﾝｽｶｲの推進、ＬＣＣ 

参入促進による利用者ﾒﾘｯﾄ活用。羽田再拡張と国際化、成田の容量拡大計画中。 

課題は(1)高い国際線着陸料 (成田 77 万円――ｿｳﾙ 28 万円、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 22 万円)、 

(2)高い公租公課(営業費用に占める公租公課負担率；世界平均 6.6%－日本 10.6%、日本乗り

入れ米国 5 社 2.7%――航空機燃料税、固定資産税高い 

  ②ロングステイの現状；定義は「移住」「永住」でなく日本への帰国を前提に「海外滞在」で比較的長期 

     (2 週間以上)、海外に居住施設を保有、賃借する、旅より生活を目指す滞在である。 

     現状は年齢別は 50 代 36%、60 代 33%が主体、滞在費用は 10-20 万年/月/人 

     希望滞在国は 2008 年度 ①ﾏﾚｰｼｱ ②ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ③ﾊﾜｲ ④ﾀｲ ⑤ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ；ﾀｲは常に上位 

   ③タイ・ロングステイの魅力：「安」「近」「暖」   

メリット；タイ国は親日、日本人への尊敬の念は高い、仏教国、物価安い、気候安定、衣類は 

１種類、医療機関充実、在タイ邦人多く、日本食材・情報入手容易、バンコクは交通網整備 

      デメリット；タイ語は複雑(5 声調)、孤立化する可能性、3～5 月は極端に暑い(死者多い) 

      地区；バンコクの「東京都バンコ区」で在留邦人は 4 万人弱(外務省)～長期滞在者合わせると 

10 万人近い、日本人学校に生徒 1500 人、日本食材扱うスーパー・デパート多い。  

古都チェンマイが最近大人気、プーケット島は「屈指のリゾート」 

タイ人気質；のんびり、人懐こい、年配者を敬う、時間がルーズ、出来ないこともできると言う 

タイのロングステイの今後；政情安定が不可欠、タイ政府は節約型の長期滞在者は望んでいない  
ﾛﾝｸﾞｽﾃｲ先としてはタイ王国は現時点では価値ある。 チャレンジされてはいかがと結んだ。  

日坂様より返信 

先日は大変お世話になりました。 お陰さまで無事バンコクより戻りました。 羽田行きの初便に搭乗し 

ましたが、到着後 1 時間で都心に出ておりました。 この便利さは、本当に貴重ですね。 

    さて、拙い内容の講演で、今更ながらあれも・これもご案内しておけば・・と反省いたしております。 

   また機会がありましたら、是非お話しさせていただきたいと思っております。  日坂幸司   11/04 
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RSSC 海外異文化情報研究会 １1 月研究会報告 

                                        

1.日時： 2010 年 11 月 16 日(火) 15：30～16：30 

2.場所： セントポールズ会館                           

3.講演 「オランダ事情」 

4.講師 オランダ人 宣教師  デボー・ゲルト(Geert de Boo)さん 

5.出席者(敬称略) 

 御守、山田、藤田、高島、島田、松岡、後藤、深瀬、佐藤、内藤、内山、福田  12 名 

RSSC ｹﾞｽﾄ：2 期生 2 名、研究科 3 名、JAL 池田様                    合計 18 名 

6.講演要旨 

                   

 

講師経歴；1974 年 ｵﾗﾝﾀﾞ生まれ 36 歳、  奥様と子供 5 人 

1998 年 ｵﾗﾝﾀﾞ ﾃﾞﾙﾌﾄ工科大学 都市ﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻修了 

1998年 ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ市で都市計画局で都市デザイン担当  

2003～2005 年 日本 OMF 日本語センターにて日本語研修 

2008 年～ ｵﾗﾝﾀﾞﾌﾟﾛﾃｽﾀﾝﾄ教会で宣教、国際福音宣教会、日本長老伝道会で宣教  

講演概要；オランダと日本の文化の違い、日本に来て感じたことを講演 

内容；ｵﾗﾝﾀﾞの文化は啓蒙主義の影響で 20 世紀後半より個人主義の傾向が強くなった。 

19 世紀後半より社会改革が進み 社会福祉ｼｽﾃﾑは十分に完備されている。 

   日本人はいつも相手のことを思って対応するがｵﾗﾝﾀﾞ人ははっきり言う。 

   自分はｷﾘｽﾄ教の影響うけｷﾘｽﾄ教徒として教会へ通った。ｱﾒﾘｶの神学校で勉強した。自分のｱｲﾃﾞﾝﾃ 

ﾃｲは都市ﾃﾞｻﾞｲﾝで日本に来て日本語わからず自分のｱｲﾃﾞﾝﾃｲﾃｲを活かせず落ち込んだ。 

札幌で日本語勉強して東京にきて自分に合うことを発見した。 

日本の経済発展はめざましいが精神的に悩んでいる人が多い。教会として何か役立つことあればと 

考えている。 日本人について感じていることは以下。 

①日本人はとてもやさしい、外国人を積極的に受け入れてくれており感謝している。 

②日本人はｵﾗﾝﾀﾞのような個人主義は強くなく集団主義が強い。自分のことより相手を考えている 

KY；空気読めないは理解できない、ｸﾞﾙｰﾌﾟの調和を大切にしている。若い社会人は集団主義のﾌﾟﾚｯ

ｼｬｰを受けている。（周りの人が何を考えているかのﾌﾟﾚｯｼｬｰを感じている若者が多い） 

ｵﾗﾝﾀﾞでは自分ができることは何かを考え自己中心である。日本は回りを見る、ｸﾞﾙｰﾌﾟに属さないと 

自分に価値がないと思うようになる。ｸﾞﾙｰﾌﾟの調和守ることが自分が生きるために必要で自己中心 

的傾向強い。若い人は人間関係で大きな問題ある。 

若者の自殺者多い、所属する場所がないと人生の意味がなく逃げている傾向がある。  

③ 教師と都市開発をやっている、ｷﾘｽﾄ教は日本の文化に合わないかもしれないが、キリスト教のﾒｯｾ 

ｰｼﾞは「人間として失敗しても許され、かつ、人間として価値が見出されるような 

「霊的生活」（spiritual life)を自分としては提唱している。 

④ ｵﾗﾝﾀﾞの文化；自己中心の文化だが、ｷﾘｽﾄ教によって人が自分の価値観のために人の評価を  

 受ける必要あるがｷﾘｽﾄ教は相手中心となれる。自由に解放されることを分かち合いたい。    

⑤ ｵﾗﾝﾀﾞの個人主義；自分の死の時期は自分の意思で決められる。重病時は薬局で死ぬ薬をもらえ

る。ｿﾌﾄﾄﾞﾗｯｸﾞはＯＫ、同性愛に寛大                 （ 2010.12.8  宮下記） 
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RSSC 海外異文化情報研究会 １2 月研究会報告 

                                        

1.日時： 2010 年 12 月 14 日(火) 16：40～18：10 

2.場所： セントポールズ会館                           

3.講演 「インド事情」 

4.講師 インド人 アパメックス社社長 ルパニさん（Ｖ.Ｂ.ＲＵＰＡＮＩ） 

5.出席者(敬称略) 

 御守、山田、藤田、松岡、深瀬、秋吉、青木、佐藤、内藤、野口、宮武、福田   13 名 

RSSC ｹﾞｽﾄ：筒井、法橋、研究科：芳賀                        合計 16 名 

6.講演要旨 

                 
 

 講師経歴；1946 年 11 月生まれ 64 歳 、1968 年 9月来日以来 42 年間日本在住              

    横浜インド商協会監事、東京インド商工会議所 理事インド人学校（東京、横浜）副理事長 

講演概要；インド人の宗教観、考え方やインドの食べ物・言葉・ヨガから今日の経済までを講演。また日本と 

インドの関係、現代の日本の世相を解説 

内容；①ﾙﾊﾟﾆさんはｼﾝﾃﾞｲ州生まれでｼﾝﾃﾞｰ人で**aniの名前多い、貿易会社で 1968年来日、日本で結婚、

妻はﾌｨﾘﾋﾟﾝ人、子供 5 人で 4 人はｱﾒﾘｶに住んでいる。自分の会社作って 36 年。ｲﾝﾄﾞ人が横浜で商

売初めて160年、関東大震災で関西地区：神戸、大阪へ移ったが現在はＩＴﾌﾞｰﾑで関東地区が多い。 

   ②日本のｲﾝﾄﾞ人は来日当初は 4000－5000 人だったがＩＴﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰが増え現在 27000 人に増加、2 万人

が関東在住で内1万5000人がＩＴﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰ。報酬も高い、西葛西に多く住んでおり「ｲﾝﾄﾞ村」と呼ばれ

ている。ｲﾝﾄﾞ人学校を運営しているｲﾝﾄﾞ人が増えており学生も増えている。 

     ｲﾝﾄﾞの IT 会社で 70 社が日本に拠点だしている。大手 TCS(ﾀﾀ系)、ｲﾝﾌｫｼｽ他 

③ｲﾝﾄﾞ：国土は日本の 9 倍、32 州あり 18 言語、文字も違う、言語はﾋﾝｽﾞｰ語 

④宗教：人口 11 億人の 82%はﾋﾝｽﾞｰ教、ｲｽﾗﾑ教12%、ｷﾘｽﾄ教 1%――ﾋﾝｽﾞｰ教は宗教と考えていない、

哲学である、philosophy of Life である。細かいﾙｰﾙはない、今日は今日、明日は明日との考え。 

 仏教は一つのﾌﾞﾗﾝﾁの位置づけ。ｲﾝﾄﾞは昔は「ﾋﾝｽﾞｰｽﾀﾝ」(ﾋﾝｽﾞｰが住む国)と呼ばれ変っていない 

⑥ 経済：GDP8%以上伸びている。IT、自動車、鉄鋼が強い、今後も 6-8%伸びるだろう。平均年齢が

24-25 才で若く人口も多いので今後も伸びる。中国の平均年齢は 35-36 才でｲﾝﾄﾞが若く今後も伸

びる。 IT ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰを育成している、IT 学校が盛んで小学校 2-3 年生からｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教育している 

   ｲﾝﾄﾞ政府も力入れている。数学と英語が強くＩＴﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰはｲﾝﾄﾞ人が多く、得意だ。 

   学校は人口の 1/4 が学校行けない、いい学校に入るには物凄い競争だ。 

⑦ ｲﾝﾄﾞと日本の関係：日印協会 108 年経過、ｲﾝﾄﾞへの日本からの移動は 15 万人だがﾋﾞｼﾞﾈｽが半数

で観光が少ない。是非ｲﾝﾄﾞへ観光に行ってほしい。特にﾀｰｼﾞﾏﾊｰﾙはよい、早朝日の出が最高だ 

⑧ 映画が盛ん：ﾎﾞﾝﾍﾞｲ中心でﾎﾞﾘｳｯﾄﾞという。ｱﾒﾘｶのﾊﾘｳｯﾄﾞ 800 本/年制作に対し 1100 本/年制作 

⑨ 日本にいて感じること：日本人は簡単に謝る。「申し訳ない」「しかたがない」「しようがない」との 

言葉が多い。日本はｱﾒﾘｶに次ぐ GDPNo2 だったが No3 になり、そのうち No4 になる。日本は弱く

なってきている。経済が下向きになっていくので何か変えないといけない。日本人はできると思う。 

「申し訳ない」「仕方がない」でなく 「やります」「できます」と力強い言葉に変えていくべきだ。 

日本とｲﾝﾄﾞは仲がよい。ﾙﾊﾟﾆさんは日本が好きで天国と思っている。              

（2010.12.16  福田記）  

            


