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共和国記念日

1950年1月26日、インド憲法の公布に伴
い共和国へ移行されたのを記念して、
首都ニューデリーのラージパトで壮大
な共和国記念日パレードが開催されま
す。陸軍・海軍・空軍による勇敢で壮
大な行進が特徴です。今年のチーフゲ
ストとして、ブラジルのジャイール・ボ
ルソナーロ大統領が参加します。

開催場所: ニューデリー

ジャイプール・リテラチャー・フェスティバル 

文学祭であるジャイプール・リタラチャー・フェス
ティバルには著名な作家たちが世界中から集まり、
洗練された文章で訪れた人を魅了します。サイン会
から朗読セッション、ワークショップからディスカッ
ション、そして作家との交流会から音楽の夕べに至
るまで、幅広いイベントが用意され、どなたでも楽
しめます。

開催場所:  ラジャスターン州ジャイプール

2020年1月23～27日

2020年1月26日

ローリー祭 

ローリー祭は収穫期の始まりを告げる祭りで、インド北部特に
パンジャブ州とハリヤナ州で盛大に開かれます。人々は素晴らし
い服装で身を包み、民族楽器を演奏したり、ダンスをしたり、ご
ちそうを楽しんだりします。ローリー祭の儀式の1つとして、たき
火の周りを人々が囲い、陽気に騒ぎます。

開催場所: 北インド

2020年1月13日

イベントシーズ

ポプ
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2020年2月8日

ラドゥライ・フロートフェスティバル

地元では「テッポトサバム」として知られ
ているマドゥライのフロートフェスティバル
は、タミル・ナドゥー州で最も美しい文化
祭典の1つです。17世紀から続いているこ
のフェスティバルは毎年、テッパコラム湖
でさまざまな神 を々乗せたボートを浮か
べます。夕暮れ時になると、湖岸は何千に
も及ぶクレイランプと装飾用いかだで美し
く照らされ、神々が行列をなして家に帰っ
ていきます。

開催場所:  タミル・ナドゥー州マドゥライ

スラジクンド国際クラフト展

民俗伝統と文化遺産の祭典であるスラジクンド国際ク
ラフト展は、毎年開催されます。同イベントでは、「テー
マ州」としてインド国内の州のうち1つ、そして「パート
ナー国」としてインド以外の国が１つ選ばれ、その州と
国の最高のアート、工芸品、料理、手芸、織物が展示と
パフォーマンスを通じて紹介されます。

開催場所: ハリヤナ州スラジクンド

2020年2月1～17日

デッカン・フェスティバル

ハイデラバード観光部が主催するデッカン・フェステ
ィバルは毎年5日間開催され、活気に満ちたダンス、
工芸伝統、数多くの屋台を通してアンドラ・プラデー
シュ州の芸術、工芸、伝統を呼び物としています。も
う一つのハイライトとして、ハイデラバードの膨大な
音楽遺産を紹介する魅惑的なパフォーマンスがあり
ます。

開催場所: アンドラ・プラデーシュ州ハイデラバード

2020年2月25～29日
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インドの2019年の統計では世界で5番目に若年層が厚い国で全人口のうち6千５百万人が
25才以下という結果がでています；この事実はこの国の古代から継承されてきている風
習が現代の若い世代の多いインド人口に如何に適切に受け継がれるかという疑問の惹起
に繋がります。インディア パースペクティヴズ マガジンでこの問題を取り上げた論説に
よると5千年の歴史を持つインド文明が古くからの慣習と年代の推移を辿って受け継が
れてきた現代文化を如何に許容するかの推論を読むこととなります。

最近の世界風潮をみると世界はインドに注目し始めていることはナレンドラ　モディ首
相が中国のキ ジンピン国家主席をママラプラムで開催された第二回インド-中国非公式
サミット会議に招待し、アンジェラ メルケル独国 首相を5ラウンド目の政府間協議に招
いたことで明らかです。この二つの二国間会議は近年に履行に移された新規で革新的な
フォーマットで地球上の諸国との外交的絆を強化する目的でインドが再活性化した外交
折衝の証です。我 イ々ンドはまたバンコックまで第14回東アジアサミットで東アジア諸国
の結束を固めるために出かけ、我 東々の国が結んだﾊﾟー ﾄﾅｰｼｯﾌ が゚インドの国家としての全
体像とどうかかわってくるかを咀嚼することに努めます。我らはその後サウジアラビア王
国にナレンドラ インド首相を代表にたて,二日間の日程での訪問を予定しています。

ヒンディ映画はつねに現代的傾向を非常に多く取り込んだ斬新的な映画を製作している
ので、我々は映画の街ゴアで開かれる50回目にあたるインド(IFFI)国際フィルムフェステ
ィヴァルに参加します。この催しはインドの地方映画や国内でのフィルム生産、それに

海外からのいくつかの最も好評を博した映画をも鑑賞します。我々はそのあと国民栄誉
賞を獲得した俳優のアユシュマン クラナとであうことになっています。彼は彼が出演する
現代の問題点とその問題点に取り組む人々に関連しその問題を惹起する目的を持つ映画
でボリウッドに活力を与えています。

伝統的なヨガ教習所であれ、地域に根付いた芸術形式であれ、これらは我が国の最も
奥深い田舎、あるいはインドの輝かしい過去の壮大な遺産を祝賀する数多くの祭で今も
大いなる誇りをもって継承され、実行されています;21世紀の我らの文化との関連性は最
小限に表現しても’言うまでもない‘ほどの確立した事実です。インドの文筆家としてのポ
ップスターである作家アミシュもまた上記の事実を彼の見解をもって賛同して受け入れて
います。

我らはその後ヒマラヤ横断地域にあるスピティに足を延ばし、直截的で
断固たる忍耐力に溢れた文化、時の試練を耐え抜いて生きのこって現代
での兄弟愛、多様性と誠実性の完璧な見本となっている文化に触れて
きます。その帰途、我らはいろいろなインドを象徴する各地に足を止め
いくつかの最高に豊富な色彩に溢れた文化祭で展示されている我が
国の種々のモザイク細工を見て写真に収めます。

ラヴィーシュ クマール

まえがき
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タイで行われた第16回ASEANインドサミットの写真撮影中、リーダーたちと楽しむモディ首相（左から6番目）

過去10年間、インドは東方の隣国とのより強固な関係を確立するため、
多大な努力をしてきました。最近、東アジアサミットのためにタイを訪
れたナレンドラ・モディ首相と、アニル・ワダワ前大使は、訪問の特徴

的要因を強調します。

東へのご挨拶
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左：バンコク訪問
中、インド人の子供
たちと交流するモデ
ィ首相

過去数年にわたり、インドは東

南アジア諸国連合（ASEAN）のメ

ンバー10ヶ国およびASEAN地域フ

ォーラム（ARF）、東アジアサミ

ット（EAS）、ASEAN国防相会議

（ADMMプラス）などの関連フレ

ームワークとの関係において実

質的な進展を遂げてきました。

インドは、1996年の対話

パートナーから2002年の

首脳レベルのパートナ

ー、2012年ASEANの戦略

的パートナーの地位にま

で到達したのです。イン

ドは、30を超える様々

な分野で、ASEANを高レベルの対

話に関与させてきました。さら

にEAS期間中、ナレンドラ・モデ

ィ首相は、第16回インドASEANサ

ミット、第14回東アジアサミッ

ト、および第3回東アジア地域包

括的経済連携（RCEP）サミット

にも出席しました。

EAS参加国には、ASEANのほかにインド、中
国、日本、韓国、オーストラリア、ニュー
ジーランド、ロシアが含まれます。
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上：最近のタイ訪
問中、バンコクで
の「サワディ　モ
ディ」イベントの
前にインド人コミ
ュニティメンバー
と交流するモディ

首相

戦略的関係
ASEANインドサミット（2019年11月2日

から4日）で、モディ首相は、インド

とASEAN間の東南アジアの重要性の展

望を設定したインド太平洋概況の相互

調整を評価しました。首相は、海洋安

全保障、ブルーエコノミー、人道支援

および災害支援分野でASEANとの関係

を強化したい考えを繰り返しました。

インドは世界で最も評価の高い技術研

究所の一つである、ニューデリーに拠

点を置くインド工科大学で学ぶASEAN

の学生に、1000の博士号奨学金を提供

します。

インドは、3兆8000億米ドルの複合

GDP（国内総生産）で、ASEANの総勢18

億5000万人のより深い経済統合を必要

とします。現在、二国間貿易は813.3

億米ドルです。ASEANは、2000年4月か

ら2018年3月まで、689.1億米ドルをイ

ンドに投資し、インドは2007年から

2015年までにASEANに366.7億米ドルを

投資しました。

第14回東アジアサミットでもセキュ

2012年以降、戦略的レベルのパートナーであるインド
は、ASEAN地域フォーラム、東アジアサミット、そしてASEAN
国防相会議などの様々な分野の30以上のハイレベルの対話に

ASEANを関与させています。
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• 首相は、インド、ミャン

マー、タイの三極ハイウ

ェイの重要性を改めて強

調し、プロジェクトのタ

イムリーな完了に向けて

懸命に取り組んでいると

表明しました。

• バンコクで開催された「

サワディ　モディ　コミ

ュニティ　イベントで、

モディ首相はタミル聖典

のティルクラルのタイ語

訳を披露しました。

サイドライ
ンで

上から時計回り：
バンコク訪問中、
インド人コミュニ
ティで演説するモ
ディ首相：首相
は、ミャンマーの
国家顧問アウン・
サン・スー・チー
とインドネシア大
統領のジョコ・ウ
ィドドと会談
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リティとサイバー犯罪に焦点を当て

ました。東アジアサミットの今後の

方向性のレビューと地域および国際

問題に関する意見交換がありまし

た。モディ首相は、インド太平洋

地域で安全が約束された海域をつく

るためにイニシアチブを提案し、ま

たブルーエコノミー（経済成長のた

めの海洋資源の持続的利用）を強化

するためのイニシアチブも提案しま

した。東アジアサミットの参加国

は、ASEANの他にインド、中国、韓

国、オーストラリア、ニュージーラ

ンド、米国、ロシアが含まれます。

• 安倍晋三首相との会談で、モデ
ィ首相は来る日印２＋２の対話
と12月開催予定の両首脳によ
る年次首脳会談に焦点を当て
ました。

• ベトナムの首相グエン・スアン・
フックとモディ首相は、過激主
義とテロリズム、および国連海
洋法条約（UNCLOS）について協
議しました。

• オーストラリアの首相スコット・
モリソンとモディ首相は、トラン
スペアレントで自由、かつ開か
れたインド太平洋地域のコミッ
トメントを再確認しました。

• ミャンマーの国家顧問アウン・
サン・スー・チーとモディ首相
は、両国間のエア・コネクティ
ビティについてと、インドがホス
トとして計画している2019年11
月末にミャンマーのヤンゴンで
開催されるＣＭＬＶ諸国（カン
ボジア、ラオス、ミャンマー、ベ
トナム）のビジネスイベントに
ついて協議しました。

• モディ首相は、インドネシア大
統領のジョコ・ウィドドと二国
間貿易について集中審議し、イ
ンド製品の市場アクセス拡大
の必要性を強調しました。

• タイの首相 プラユット・チャン
オチャとの会談で、モディ首相
は、物理的またデジタルコネク
ティビティを含む二国間の接続
の強化を強調しました。

二国間パート
ナーシップ

11月のEAS期間
中、日本の安倍
晋三首相とモデ

ィ首相
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毅然とした姿勢
訪問中、モディ首相は、第3回

東アジア地域包括的経済連携

（RCEP）サミットに参加しまし

た。RCEPは、ASEANの10ヶ国の

メンバーとオーストラリア、中

国、インド、日本、韓国、ニュ

ージーランドの6つのパートナ

ーとのFTA案です。しかしなが

ら、11月4日、16の参加国のうち

15の国がテキストベースの交渉

を締結するとし、2020年に合意

書に署名すると声明を発表しま

した。重大な問題は未解決のま

ま7年にもおよぶ交渉の末、イン

ド代表団は、参加は「これら問

題の申し分ない解決にかかって

いる」と、最終声明を出しまし

た。世界人口の半分を占め、世

界の商業の約40％とGDP35％から

成るRCEPは、その一部を世界経

済3位のインドを含め、世界最大

の自由貿易地域になることがで

きました。

アニル・ワドワ大使は、外務省の秘書
官（東）と、ポーランド、オマーン、
タイ、イタリアのインド大使を務めま
した。彼はまた、インドの香港、中
国、スイス向けのミッションにも配属

され、ハーグの化学兵器禁止機関（OPCW）にも勤務
していました。

11月にバンコ
クで開催され
た第14回東ア
ジアサミット
の国家元首

インドは設立依頼、積極的、建設的、また有意義な取り組みを
ＲＣＥＰにしてきましたが、インドの未解決事案や懸念に十分
に対処されなかったとして、ＲＣＥＰ草案の基本精神と同意さ
れた指針原則は、完全には織り込まれませんでした。

ナレンドラ・モディ
インドの首相
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ママーラプラムの美しく彫刻された壁の前でのナレンドラ・モディ首相と中国大統領

貿易赤字の仲立ちと信頼構築に重点を置いた、ナレンドラ・モディ首相と習近
平中国国家主席による第二回インド‐中国非公式会談は、インドと中国という
近くに位置する両国の関係における協力体制の新たな段階を告げました。

チェンナイ・コネクト

著者 マニッシュ・チャンド
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左：モディ首相は、首脳会談最終日に大きな手工芸
の絹のショールを中国国家主席に贈りました。コイ
ンバトール地方の職工によって織られた鮮やかな赤
のショールには、金色のザリ刺繍で習近平主席の似
顔絵が描かれています。上：お返しとして中国国家
主席から送られたモディ首相の似顔絵の描かれた陶
器の記念品

タミル・ナードゥ州チェンナイ郊外の

海辺にある寺院の街ママラプラム（マ

ハーバリプラム）の岩石を切り取った

7世紀の遺跡と彫刻の前で、インドと

中国の首脳はココナッツウォーターを

飲みながら、双方にとって有益な協

力、深い信頼、また、お互いの主な関

心と願望を理解し合うことを特徴とす

る印中関係の新たな段階への期待を相

互に確認しあいました。ユネスコ世界

遺産であるマハーバリプラムにある遺

跡群にナレンドラ・モディ首相が習近

平国家主席を案内し、その後風光明媚

な海岸寺院で非公式な夕食会を行った

時に、両首相の仲は一段と近づきまし

た。

新たな夢
第二回非公式首脳会談の初日、2019年

10月11日に、モディ首相と習近平国家

主席は、国家発展と復興についての構

想を何時間も語り合いました。会談の

焦点は、モディ首相の、2022年までに

インド独立75周年を記念する新しいイ

ンド創設計画と、習国家主席の、イン

ドと中国というアジアの近隣国家間が

協力し合う新しい道を開くという中国

の望みの二点についてでした。この印

中両首相の非公式会談は、10月12日か

ら始まった多岐にわたる代表団レベル

会談の土台作りとして行われました。

この二日間の会談の最後はチェンナ

イ・コネクトで飾られました。チェン

この首脳会談中に、ベンガル湾を見渡す遺産地を周りながら、ナ
レンドラ・モディ首相と習近平中国国家主席の間にあらためて友

情が感じられました。
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一番上：文化公演
後、地元芸術家と
ポーズをとる二人

の首脳

上：コバーラムのリ
ゾート地で行われた
タミル・ナードゥ州
に伝わる手織りやそ
の他の工芸品の展示
会を訪問する二人

の首脳

ナイ・コネクトは、武漢コネク

ト（2018年4月に中国の武漢で行

われた第一回印中非公式会談）

での「両国に異なる点が存在す

る中で慎重にものごとを成し遂

げる」ことの再確認、また、経

済的、戦略的、文化的な分野に

まで二国間の協力を広げること

が含まれています。

貿易赤字の仲立ち
首脳会談の主要な論点は、貿易

赤字を削減し、商品、サービ

ス、投資の貿易を増強するため

のハイレベル経済貿易対話機構

の構築でした。この機構はイン

ドのニルマラ・シタラマン財務

大臣と中国の胡春華副総理が議

長を務めます。そして、中国

が、インドの医薬品とITサービ

スに中国の市場を開放するとい

う約束に基づき行動を起こせ

ば、この機構は印中経済関係に

大きな変化をもたらす可能性が

あります。この機構は、インド

の、中国に対する500億ドル以上

の貿易赤字を削減し、インド企

業が中国市場へのより大きなア

クセスを獲得することを可能に

します。

戦略的信頼
第二回非公式会談のもう一つの

意義深い成果は、両国が深く関

心を向ける問題に対する不信感

を回避するために、戦略的コミ

ュニケーションをより深め、更

に強固にしたことです。この点
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において、両国は安全保障と軍同士

の協力を強化することに合意しま

した。

このアジアの二つの大国は、気

候変動や持続可能な開発などを含む

幅広い分野横断的な問題に関する協

力を長期的展望において拡大するこ

とにより、世界的な提携関係を強化

することになります。 保護貿易主

義の壁が高くなっていく中で、両国

は「全ての国に利益をもたらす開か

れた包括的貿易協定のために協力し

合う」ことを決定しました。

文化的繋がり
武漢での首脳会談は、インドと中国

の高水準での人々と文化の交流の構

造の確立につながりました。そし

て、その武漢会談を基に行われたチ

ェンナイ首脳会談は、この急成長す

る協力関係において、更に人々を動

かす新たな推進力となりました。両

首脳は、両国の関係を広範な基盤に

基づいたものにするために世論を導

くべきだと合意しました。これに関

連して、印中外交関係樹立70周年を

記念して、両国で各35のイベントを

開催することを決定しました。「両

首脳は、2020年をインド‐中国文化

国民交流の年とすることを決定し、

あらゆるレベルでの交流を深めるた

小さな丘の斜面にとどまる、
驚くべき巨大な花崗岩である
クリシュナのバターボールの
前の二人の首脳

首脳会談の重要な成果は、両国が深く関心を向ける問題に対す
る不信感を回避することができるよう、戦略的コミュニケーションを

より深め、更に強固にしたことでした。



|  16  |

パートナーシップ

めに、印中外交関係樹立70周年

記念である2020年を全面的に活

用する」と外務省は声明を出し

ました。

ここからの道のり
将来を見据えて、第二回印中非

公式首脳会談は、多面的な印中

関係をより高い軌道に導く上で

の両国首脳間の直接交流の重要

な役割を強調しました。習近平

国家主席は、非公式会談の今後

の開催の必要性を強調し、来年

の第三回非公式会談のために、

モディ首相を中国に招待しまし

た。

第二回非公式会談は、印中

関係に新たな現実を示し、アジ

アの巨大な二国が、時に対立す

る可能性があるにせよ、貿易と

戦略上の問題へは独自の計略を

追求し続けることを明確に示し

ました。しかし、武漢コンセン

サスとチェンナイ・コネクトで

具体化された通り、両国の首脳

は、競争や紛争よりも協力に焦

点を置くことで意見の一致をみ

ました。

両首脳は、今後の協力拡大

のための大きな目標と相互権限

付与という課題を設定しました

が、お互いの国の主な懸念や関

心について、更なる気配りをし

合うことが武漢コンセンサスと

チェンナイ・コネクトの成功の

鍵となるでしょう。

マニッシュ・チャンドは、世界
情勢を紹介する「India and the 
World」誌および「India Writes 
Network」の編集長です。

ママラプラムにあ
るパンチャ・ラタ
（五台の戦車）で
静かな会話を交わ
すモディ首相と
習主席

両国首脳は、お互いの
国民の文化的理解促進
のための対話を強化す
ることが重要であると

考えました。

両首脳は、異なる国で
あっても、お互いの

文化的または知的理解
を高めるため協力し
合うことに合意しま

した。

対話とその
先に
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ナレンドラ・
モディ首相（
右）がリヤド
でサウジの国
王サルマー
ン・ビン・ア
ブドゥルアズ
ィーズ・アー
ル＝サウード
と会談

サウジアラビアへの公式訪問の2日間（10月29日から30日）、ナレンド
ラ・モディ首相は、国王サルマーン・ビン・アブドゥルアズィーズ・アー
ル＝サウードとモハメド・ビン・サルマン・ビン・アブドゥルアジズ・ア

ル・サウド皇太子と二国間協力と投資機会について協議しました。

信頼関係

数十年前、中東との関係を強化す

るために土台は作られました。過

去数年にわたり、インドは、サ

ウジアラビア王国（KSA）、イラ

ン、バーレーン、アラブ首長国連

邦（UAE）等の国々との戦略的お

よび外交関係の推進に重点を置く

ことにより、同じ枠組みをうまく

構築してきました。

インドの首相は、これらの国

を訪問したほぼすべての機会に、

何らかのトップ民間賞を授与して

います。2016年4月の最後の訪問

で、モディ首相は現在の国王サル

マーン・ビン・アブドゥルアズィ

ーズ・アール＝サウードから、KSA

最高のキング・アブドゥル・サシ

ュ賞を授与しました。宮廷で行わ

れた式典は、両国間の外交関係に

前向きな実例となりました。

2014年以降、ナレンドラ・モ

ディ首相は、西アジア８ヶ国を訪

問しています。それが、インド製

への直接対外投資が比例し増加し

た結果に注視することは、重要で

す。これは、2010年、インドと
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サウジアラビア間で調印された

『リヤド宣言』において定義さ

れた経路の決定的な前進です。

最近の訪問中、KSAが21世紀の

経済を多様化するための技術と

投資を誘致しようと努めている

ため、モディ首相は、第3回未

来投資イニシアチブまたは『砂

漠のダボス』会議について講演

しました。2019年2月、サルマ

ン王がインドを訪問した際、サ

ウジアラビアはインドのインフ

ラストラクチャ、エネルギー、

鉱業に1000億米ドルを投資する

意向を表明しました。インド企

業は、IT、製薬、ヘルスケア部

門とは別にサウジアラビアでの

ダウンストリームおよびアップ

ストリームの石油部門の参加を

模索しています。防衛部門で

は、軍事買収、生産R＆D、およ

び技術分野での協力を強化する

ためにMoUが署名されました。

さらに未来投資イニシアチブ会

議の際に、150億米ドルのB2B契

約が締結されたと報告されまし

た。RuPayカードの支払いに関

するMoUは、260万人の強力なイ

ンドのディアスポラやハジ巡礼

者に利益をもたらします。モデ

ィ首相とモハメド・ビン・サル

マンが率いる戦略的パートナー

シップ評議会が設立されまし

た。それは、合意見込みで有望

なプロジェクトの適時な実施と

ボトルネックの解消が保証され

ます。

アラブの巨人の観点

からすると、KSAが大

規模な多様化駆動に石

油ベース経済を製造、

技術、観光の各セクタ

リヤドの未来投資イニシアチブフォーラムでの基調講演
で、モディ首相は5兆米ドルの経済を成し遂げる目標に

ついて表明しました。

上：ナレンドラ・モディ首相がリヤドでサウジアラビアの皇太子モハメド・ビ
ン・サルマン・ビン・アブドゥルアジズ・アル・サウドと会談

下：サウジアラビア訪問中のモディ首相は、リヤドでヨルダン王アブドゥッラ
ー・ビン・アル＝フセインとも会談
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右：ナレンドラ・モ
ディ首相とサウジア
ラビア皇太子モハメ
ド・ビン・サルマ

ン・ビン・アブドゥ
ルアジズ・アル・サ
ウドは、戦略的パー
トナーシップ議会合

意に署名

下：モディ首相は、
サウジアラビアの環
境・水・農業大臣ア
ブドゥルラーマン・
ビン・アブドゥルモ
ウセン・アル・ファ

ドレイと会談

ーの拡大を目的とする推進をし

ているため、インド首相の訪問

も非常に重要なことです。FDI(

外国直接投資)の制限を緩和す

る、より最近の改革、観光、エ

ンターテイメントは、サウジア

ラビア皇太子のモハメド・ビ

ン・サルマンとインドのナレン

ドラ・モディ首相が後の訪問で

署名した歴史的な戦略的パート

ナーシップ協定に対する先駆け

となりました。サウジアラビア

のエネルギー省とインドの新再

生可能エネルギー省との再生可

能エネルギー分野での協力に関

して、リヤドとニューデリー間

で調印されたMoUが発端となりま

した。サウジアラビアは、イン

ドの石油輸入の17％を占めてい

ます。サウジアラビアは、対イ

ラン制裁の空白をインドの石油

輸入で満たすため、迅速に行動

し、石油約650万トンのインド

第２戦略石油備蓄を建設しまし

た。

モディ首相のサウジアラビア

への訪問は、その国との代替的

でまた包括的なパートナーシッ

プの形成の前触れとなっていま

す。現在の政府は、サウジアラ

ビアとの関係をさらに強化する

ことを目指しています。長年に

わたり、両国間で共有されてき

た外交的パートナーシップは、

防衛、経済、文化的関係の分野

で多様化してきました。次回の

両首脳間の会談は、2020年次の

G20サミットで再びリヤドで開催

されます。

アニル・ワドワ大使は、外務省の秘書
官（東）と、ポーランド、オマーン、
タイ、イタリアのインド大使を務めま

した。彼はまた、インドの香港、中国、スイス向けの
ミッションにも配属され、ハーグの化学兵器禁止機関
（OPCW）にも勤務していました。
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ナレンドラ・モディ首
相（最前列、右から4人
目）とドイツのアンゲ
ラ・メルケル首相（モデ
ィ首相右）とニューデリ
ーでの第５回政府間協議
の代表団メンバー。外務
大臣S．ジャイシャンカ
ール（前列、右から2番
目）とドイツのハイコ・
マース外務大臣（前列、
右から3人目）も代表団
にいました。

最近、ドイツのアンゲラ・メルケル首相はインドのナレンドラ・モディ首相と
の政府間協議のためインドを訪問しました。元大使ミーラ・シャンカールはこ

の訪問の主要なマイルストーンを強調しています。

パートナーシップ
戦略的

ドイツのアンゲラ・メルケル首

相は、2019年10月31日から11月

1日まで、５回目の政府間協議の

ためにインドを訪問しました。

これは、インドのナレンドラ・

モディ首相とメルケル首相が議

長を務める特異な形式であり、

両側の主要閣僚を「政府全体」

のアプローチでまとめるもので

す。

インドは、経済成長の加速、

製造業の拡大、雇用市場に参入

する数百万の若者の雇用創出に

向けて取り組んでいます。この

シナリオでインドは、ドイツ（

製造発電家）で最適のパートナ

ーに会います。ドイツ企業は、

インドの競争力を高めるために
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左下：ラシュトラパ
ティ・バワンでのモ
ディ首相とドイツの
アンゲラ・メルケ
ル首相

右下：ラージガート
でお土産としてチャ
ルカの模型を受け取
る首相

ドイツはインドでのエネルギー効率の促進
に重点をおいており、いくつもの開発プロジ
ェクトの戦略的パートナーです。

ITセクターにおける高度な

技術人的資力と能力にテコ

入れできます。戦略的およ

び経済的緊張の高まりを特

徴とする昨今の二極化した

世界では、インドは、ドイ

ツおよびヨーロッパとのパート

ナーシップが安定した影響を及

ぼすと考えています。

ヨーロッパ最大の経済大国で

あるドイツは、欧州で多額の利

益を得ています。政治的には、

メルケル首相の指導の下、安定

のアンカーとなっています。成

長する市場との経済的パートナ

ーとして、またグローバル課題

に対処し、安定したルールベー

スの世界的秩序を支援するため

への参加国として、インドとの

戦略的パートナーシップに価値

を見出しています。インド企業

にとってドイツは、ヨーロッパ

最大の貿易相手国であり、２番

目に大きな技術協力の源なので

す。約1800のドイツ企業が、イ

ンドに参入しています。訪問

中、モディ首相とメルケル首相

の議論では、経済的構築が中心

となりました。行き詰まったイ

ンドEU貿易と投資条約において

交渉を再開する合意はありませ

んでしたが、双方はこの目的に

向けて努力を深めることに同意

しました。

焦点とする重点分野は、特に

人工知能（AI）という革新と先

端技術を通じてデジタルトラン

スフォーメーションを共同で推

進することでした。健康、モビ

リティー、環境、農業は、人工

知能の相乗効果を構築する分野

として特定されました。Digital 
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イツは、インドへの開発援助の

２番目に大きなプロバイダーと

して、エネルギー効率と再生可

能エネルギーの普及促進に注力

しています。ドイツは、グリー

ン稼働インフラストラクチャを

サポートし、インドの都市向け

の持続可能で包括的、およびス

マートな可動性ソリューション

の制度強化に10億ユーロの追加

支援に合意しました。

両国は、化石燃料から持続可

能なエネルギー転換を促進する

ことを表明しています。ドイツ

は再生可能エネルギーの先駆者

です。モディ首相は、2022年ま

でに175GWの再生可能エネルギー

を目標とし、また450GWに引き

上げる新しい目標を発表しまし

た。再生可能エネルギーの断続

的性質と費用効率の高いストレ

ージソリューションの必要性の

課題は残っています。両国は、

右：ドイツ首相が
インドのラム・ナ
ス・コビンド大統

領と会談

下：モディ首相と
メルケル首相、デ
リーでの協定交換

に立ち会う

Experts Groupは、将来の政策主

導に対する推奨事項を提供する

ためのビジネス主導として設立

することが決定されました。両

国は、スタートアップ企業の世

界的協力を促進することにも同

意しました。

気候変動に関する協力は、別

の実質的分野の議論でした。ド
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断続的な再生可能エネルギーの

グリッド統合を促進するため

のインフラストラクチャの強化

と、大規模な貯蔵ソリューショ

ンの協力に合意しました。

両国家の国防大臣間の定期

的対話が同意され、年初に二国

間防衛協力に関する実施協定が

調印されました。双方は、これ

が安全保障協力の推進力となる

ことを期待していました。イン

ドとドイツは国連安全保障理事

会の常任理事国として互いの立

候補の支持を表明し、安全保

障理事会の効果的な改革の必要

性も発表しました。ドイツは、

さらにインドの核供給グループ

のメンバーへの支持も表明しま

した。

インドとドイツは、今後数日

間で戦略的パートナーシップを

強化する意向を示しています。

二人の指導者が提示した野心的

な議事内容を実行するには、安

定した緊密な協力なしでは困難

かもしれませんが、目標は達成

できるでしょう。

ミーラ・シャンカールは、2009年から
2011年にかけてアメリカへのインドの
大使として、また2005年から2009年
にドイツに駐在しました。1973年、
インド外務省に入省し、南アジア地

域協力会議（SAARC）を扱う２つの重要な部門を率
いました。

モディ首相とメ
ルケル首相、ニ
ューデリーの旧
邸で会合前に

経済の相乗効果の構築は、モディ首相とメルケル首相の議
論の的でした。
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パートナーシップ

外国訪問一覧

フィリピン（10月17日—21日） 
インドは長きに亘りフィリピンとの友好的な国際関係

を築いてきました。2019年10月17日から21日に行われ

たラム・ナート・コビンド大統領によるフィリピン訪

問は、2006年のアブドゥル・カラーム前大統領の表敬

以来となり、双方は伝統的な友好協力関係を再確認し

ました。ASEANにおけるインドの戦略的パートナーであ

るフィリピンの貿易総収益は23億米ドル（内インドか

らの輸出17億米ドル）です。急速な経済成長を遂げて

いる両国は、フィリピンのBuild-Build-Buildプログラ

ム、そしてインドのMake in Indiaキャンペーンなど自

国の産業政策推進を中心に話し合いが行われました。

滞在中には、「インドASEAN及びインド・フィリピンビ

ジネスサミット」にてコビンド大統領による基調講演

も行われました。

日本（10月21日—23日）
10月21日に東京に到着したラム・ナー

ト・コビンド大統領は、日本の皇太子

徳仁親王殿下の新天皇即位の儀「即位

礼正殿の儀 に参列しました。2019年

4月にご退位された上皇上皇后両陛下

の天皇即位の儀（1990年）に参列した

ラマスワミ・ヴェーンカタラーマン前

大統領以来の来日となりました。来日

中、コビンド大統領は築地本願寺に参

拝し、ブッダガヤの菩提樹を植樹しま

した。また、即位礼正殿の儀参列後は

日本に在住しているインド人コミュニ

ティからの御即位におけるお祝いの旨

を天皇陛下へきちんとお伝えしたこと

を語りました。

インドのラム・ナート・コビンド大統領、フィリピンと日
本を訪問

（上）インドのラム・ナート・コビンド大
統領とフィリピンのロドリゴ・ドゥテル

テ大統領

（右）東京の羽田国際空港に到着したラ
ム・ナート・コビンド大統領
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コモロ連合（10月10日—12日）
10月10日、ヴァンカイア・ナイドゥ副大統領が首都モロニに到

着しました。3日間を予定して行われたコモロ連合訪問は、こ

れが初となりました。アザリ・アスマニ・コモロ連合大統領を

筆頭に、各官僚たちがナイドゥ副大統領の到着を歓迎しまし

た。両国の代表団で行われた会議でナイドゥ副大統領は、島国

へのさらなる開発助成金と、両国間の外交的パートナーシップ

を促進するためのより強力で戦略的な関係を築く重要性を強調

しました 。

アゼルバイジャン

（10月25日—26日）
ヴァンカイア・ナイドゥ副大統領を

団長とするインドの代表団は、第18

回非同盟諸国・首脳会議（NAM）に

出席しました。本会議の今年度のテ

ーマは「バンドン原則を擁護し、現

代世界の課題に対する適切な対応の

確保 でした。10月24日、アゼルバ

イジャンの首都バクーに到着したナ

イドゥ副大統領は、10月25日〜26日

に開催された非同盟首脳会議でイン

ド系の海外移住者に対する呼び掛け

を行った後、インドの国民声明を発

表しました。国連に続く世界のリー

ダーの最大の集まりである非同盟諸

国・首脳会議の設立を主導した国の

1つとして、本会議でのインドの立

場は広く尊敬されています。

インド副大統領ヴァンカイア・ナイドゥ、コモロ連合、シエラレオネ共和
国、アゼルバイジャンを訪問

マシュー・サー・ニュマ・シエラレオネ議会副議
長と会談するナイドゥ副大統領

（左）コモロ連合のアザリ・アソウマニ大統領
から「The Order of the Green Crescent」と
いう一般市民に送られるコモロ連合最高位の勲
章を授与されるヴェンカイア・ナイドゥ副大統
領。コモロ連合の首都モロニにて。

（下）バクーにて、アゼルバイジャンのイル
ハム・アリエフ大統領を表敬するナイドゥ副
大統領

シエラレオネ共和国 
（10月12日—14日）
10月12日、ヴァンカイア・ナイド
ゥ副大統領は西アフリカ２カ国目
の歴訪となるシエラレオネのフリ
ータウンに到着しました。インド
の対アフリカ政策の一環として、
アフリカ諸国との更なる外交関係
促進のために行われました。3日
間に亘り行われた訪問中、ナイ
ドゥ副大統領は、ジュリウス・マ
ーダ・ビオ（Brigadier General 
(Rtd.) シエラレオネ共和国大統
領、シエラレオネ議会の政治家ア
バス・チャーナー・ブンドゥ氏及
びナビラ・ファリダ・チュニス・
シエラレオネ共和国外務・国際協
力大臣との会談を行いました。
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スバラマニヤム・ジャイシャンカル・インド外務大臣が12月、イタ
リア、アメリカ合衆国、カナダ、イラン、オマーンを訪問

オランダ（11月9日—11日）
スブラマニヤム・ジャイシャンカ

ル外務大臣は、ステフ・ブロッ

ク・オランダ王国外務大臣と会談

を行い、両国に有益な地域戦略と

グローバル・パートナーシップに

ついての議論を交わしました。

セルビア（11月7—9日）
スブラマニヤム・ジャイシャンカル外務

大臣は、セルビアの首都ベオグラードで

セルビア国民議会のマヤ・ゴイコビッチ

議会議長と会談を行いました。ジャイシ

ャンカル外務大臣は、議会の協力をさら

に進め、両国の防衛関係を強化するため

に協議を行いました。

フランス（11月11日—12日）
Eパリ平和フォーラムに出席したス

ブラマニヤム・ジャイシャンカル外

務大臣は、マニュエル・マクロン・

フランス共和国大統領に呼びかける

とともに、サイバー警戒とガバナン

スの利点についてのスピーチを行い

ました。

イタリア（12月6—8日
12月6日—8日、イタリアの首都ローマに到
着したスブラマニヤム・ジャイシャンカ
ル外務大臣は、イタリア外務・国際協力
省が主催する第5回地中海ダイアローグに
出席しました。本会議にて、インドに関
する特別セッションでスピーチを行った
ジャイシャンカル外務大臣は、インドの
地中海ダイアローグ国に対する強い関心
を強調しました。また、イタリアのジュ
ゼッペ・コンテ首相とも会談し、両国間

の関係強化について議論しました。

アメリカ合衆国（12月18—19日）
スブラマニヤム・ジャイシャンカル外務大臣は、
インド国防大臣 ラジナート・シン閣下と共に米国
を公式訪問しました。12月18日に2回目となる米国
との外務・防衛閣僚会合（「2＋2」会合）を行う
ため、ワシントンDCに到着しました。両国は、世
界的な脅威、テロリズム、災害救援、および海上
安全保障の推進に関連する問題への協力を深める
ことに合意しました。

右：スブラマニヤム・ジ
ャイシャンカル外務大
臣、インド国防大臣 ラ
ジナート・シン閣下、マ
イケル・R・ポンペオ米
国務長官、マーク・エス

パー米国務長官

下：スブラマニヤ
ム・ジャイシャン
カル外務大臣とイ
タリアのジュセッ
ペ・コンテ首相

スブラマニヤム・ジャイシャンカル・インド外務大臣が11月、セル
ビア、オランダ、フランスを訪問



 |  27  | 

カナダ（12月20-21日）
12月20日、2日間に亘るカナダ訪問のため現
地入りしたスブラマニヤム・ジャイシャンカ
ル外務大臣は、フランソワ–フィリップ・シ
ャンパーニュカナダ外務大臣と会談を行いま
した。本会談では、国境を越えたテロリズム
と安全保障に関連する問題について議論が行
われました。また、カナダのジャスティン・
トルドー首相とメアリー・エング中小企業・
輸出振興・国際貿易大臣とも会談を行い、二
国間貿易と投資を拡大について話し合いが行
われました。

オマーン（12月23-25日）
12月23日、スブラマニヤム・ジャイシャンカル外務大
臣は、3日間のオマーン訪問のため、マスカットに到
着しました。2019年5月の外相就任後初となるオマー
ン表敬となりました。湾岸地域との連携強化と海上輸
送分野におけるオマーンとの協力に焦点を当てた協議
が行われました。ジャイシャンカル外務大臣とユーセ
フ・ビン・アラウィ・ビン・アブドッラー外務担当国
務大臣は、湾岸地域の安定と安全に対する共通の関心
を再確認しました。

イラン（12月22-23日）
スブラマニヤム・ジャイシャンカル外務大臣は、12月22
〜23日にイランを訪問し、モハンマド・ジャヴァード・
ザリーフ・イラン・イスラム共和国外務大臣と共に、
第19回イラン・インド経済合同委員会の議長を務めまし
た。シャヒド・ベヘシティ港に関する進捗について議論
し、チャーバハール港（シャヘド・べへシティ港の存在
が不可欠である）完成に向けての更なる取り組みについ
ても話し合いが行われました。両港は、インド亜大陸、
イラン、アフガニスタン、中央アジア、ヨーロッパ間を
結ぶ大回廊の重要な起点となる可能性を持っています。

左：カナダのトロントで会談す
るスブラマニヤム・ジャイシャ
ンカル外務大臣とカナダのメア
リー・エング中小企業・輸出振
興・国際貿易大臣

モハンマド・ジャヴァード・ザリーフ・イラン・イスラム共和国外務
大臣を表敬するスブラマニヤム・ジャイシャンカル外務大臣

オマーンのユーセフ・ビン・アラウィ・ビン・アブドッラー外務担当
国務大臣と会談するスブラマニヤム・ジャイシャンカル外務大臣
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ヨーガ

ヨーガの実践者は千年
の間、ディヤーナ（瞑
想）をしてきました。
ゴアで夕陽と共に瞑想
するヨーガ実践者の影

ヨーガは世界の健康地図の中にインドの名を刻み込み、
世界中の何千人もの人々がこの古代の科学をもっと学び
たいと思っています。ヨーガのトレーニングや研究を行
う、国内の伝統的な施設を以下にいくつか挙げます。

ヨーガを学ぶ場所

著者 ラジーブ・ラストギ博士
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インドの首相ナ
レンドラ・モデ
ィも、ニューデ
リーの国際ヨー
ガ・デイで他の
実践者と共に、
ヨーガセッショ
ンに参加しまし

た。

古代インドの全体的な心身の健康の

科学、ヨーガは、インドの偉大な六

派哲学のうちのひとつです。近年で

はヘルスケアにおける予防的、健康

促進的、治癒的な力のために、世界

的に大きな注目を集めています。柔

軟性の向上、ストレス発散、全般

的な心身の健康といった様々な健

康上の利益があるため、ヨーガに対

する興味はインド国内でも、若い世

代の中でも、再び盛り上がっていま

す。世界中から何百人もの愛好家が

インドを訪れ、かつてはヴェーダ

のディヤーナ（瞑想）の実践であ

り、今では人の総体的な健康を目

指す修養となった古代の科学を学

んでいます。インド国内外にはヨ

ーガの分野で様々な施設がありま

すが、その中でもヨーガの伝統を

守るだけではなく現代に適した形

に合わせようとしている、注目す

べきところもあります。

カシミールからカニャクマリまで、そしてドングからドワールカーま
で、ヨーガのスピリチュアルサイエンスはイデオロギーとして広く信
仰され、実践されています。インドでは、ヨーガはただの運動ではな

く、生き方なのです。
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マングローブ・マウンテ
ン・アシュラム（オース
トラリア）を歩くスワー
ミー・ニランジャン（写
真中央）と、オーストラ
リアおよび世界中のスワ
ーミー達。スワーミー・
ニランジャナナンダ・サ
ラスワティは、ビハー
ル・ヨーガ学校の校長

でした

東部および北東部
シュリ・ラーマクリシュナ・ミッ

ション、コルカタ（西ベンガル）

：スワーミー・ヴィヴェーカーナ

ンダが1897年に設立しました。こ

のミッションはインドでヘルスケ

ア、災害救援、農村の管理、部族

に対する福祉、初等および中等の

教育、文化の発展といった幅広い

ことを行っています。

ビハール・ヨーガ学校、ムンゲー

ル（ビハール）：1963年にスワー

ミー・サッチャナンダ・サラスワ

ティがヨーガとインド文化普及の

ために設立したビハール・ヨーガ

学校は、今ではヨーガを学ぶ中心

地と言われています。ヘルス・マ

ネジメント・コース、サンニャー

サ・トレーニング・コース、上級

コースのサドナ・コースが開かれ

ていて、アシュラム式（非常に簡

素な）ライフスタイルを提供して

います。

ウマーチャル・ヨガシュラム、グ

ワーハーティ（アッサム）：スワ

ーミー・シヴァナーンダ・サラス

ワティ・マハーラージャによって

1929年に設立されたこの施設では、

ヨーガに関して科学的に受け入れ

られた研究が行われています。

コルカタのラーマクリシュナ・
ミッションでは、ヨーガは毎朝
欠かさずに教えられ、短期コー
ス（主に3～6か月）も開かれて
います。

アシュラム・ライフスタイルとヨー
ガ・サットサング・ウィークはビハ
ール・ヨーガ学校の目玉です。こ
こには教養課程もあります。ムン
ゲルは州都パトナーからおよそ
190キロメートルです。

ウマーチャル・ヨガシュラムと
関係があるいくつかの施設に
はディプロマ・コースがあり、地
元の住民や外国から来る生徒
にとても人気があります。



夕暮れ時のヴ
ァルカラビー
チでヨーガの
指導をするア
チャリヤ（指
導者）
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西部
ラーママニ・アイアンガー・メモ

リアル・ヨーガ・インスティテュ

ート、プネー（マハーラーシュト

ラ）：1975年にヨーガの指導者

BKS・アイアンガーが設立したこ

の施設は、人気が高いアイアンガ

ー式ヨーガの中心地とされていま

す。この施設には様々なヨーガの

コースがあり、アイアンガー認証

を受けたヨーガ講師が世界中でヨ

ーガを普及させています。

ヨーガ・インスティテュート、サ

ンタクルス、ムンバイ（マハーラ

ーシュトラ）：インドで最も古い

ヨーガセンターであり、1918年に

シュリ・ヨゲンドラがヨーガの考

え方を普及させるために設立しま

した。初心者用と指導者用の複数

のコースがあるこの施設は、イン

ド政府AYUSH省からも認められて

います。コースはヒンディー語と

英語の両方で行われています。

カイヴァリヤダーマ、ロナウラ、

プーネ（マハーラーシュトラ）：

スワーミー・クヴァラヤーナンダ

が1924年に設立したこの施設は、

科学的な理解やアプローチに基づ

いた現代科学とヨーガの伝統を組

み合わせることに注力していま

す。施設には政府からも認められ

ているヨーガ大学があり、短期お

よび長期で卒業証書を取得する

コースや学位課程があります。

また、講師の再教育課程もあり

ます。

アイアンガー・メモリア
ル・インスティテュートに
は長期と短期のコースが
あります。指導者のトレ
ーニングコースは非常に
人気です。プーネは州都
ムンバイからおよそ150
キロメートルです。
bksiyengar.com

サンタクルスの施設では、
一般向けの通常のセラピ
ークラスの他に、ヨーガの
指導者用トレーニングコー
スも行われています。
theyogainstitute.org

定期的な一般向けヨ
ーガセッションは、ロ
ナウラのカイヴァリヤ
ダーマで開かれてい
ます。 
 kdham.com
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南部
シュリ・オーロビンド・アシュ

ラム、プドゥチェリー（タミ

ル・ナドゥー）：自由を求めて

戦った戦士であり、哲学者であ

り、ヨーガ実践者であり、導師

であり詩人でもあったシュリ・

オーロビンドが1926年に設立し

たこのアシュラムでは、オーロ

ヴィル住民向けのヨーガのセ

ッションを定期的に開いていま

す。また、オーロモードという

ヨーガ実践センターもあり、様

々なヨーガのセッションを提供

しています。 

北部
パタンジャリ・ヨグピート、ハ

リドワール（ウッタラーカン

ド）：ババ・ラムデブによって

2006年に設立されたパタンジャ

リ・ヨグピートは、インドでも

最大級のヨーガ研究施設です。

マハリシ・パタンジャリにちな

んで名づけられたこの研究施設

の目的は、ヨーガとアーユルヴ

ェーダの分野で実践と研究を行

うことです。

サドナ・マンディール・トラス

ト、デーラードゥーン（ウッタ

ラーカンド）：1966年にスワー

ミー・ラーマはサドナ・マンデ

ィール・トラストと、ヨーガの

科学と哲学に関するヒマラヤ国

際研究所を設立しました。ヒマ

ラヤの石窟僧院の伝統に則って

修行を積んだラーマはウパニシ

ャッドと仏典を教え、またチベ

ット哲学の研究もしていました。

ヨーガ教育研究国際セン
ター、プドゥチェリー： 
Sスワーミー・ギタナンダ
が1967年にこのセンターを
開きました。施設ではヨー
ガ指導者用トレーニングが
定期的に開かれていて、関
連センターが世界中にあり

ます。  
icyer.com

ヴィパッサナー・ヨーガ
研究所、イガトプリ（
マハーラーシュトラ）: 

SN・ゴエンカが1985年に設立
したヴィパッサナー研究所
は、ヴィパッサナーを実践
する世界最大級のセンター

で、10日間の瞑想コースを年
間を通して提供しています。
施設には長期コースのセンタ
ーであるダーマ・タポヴァー
ナもあり、より上級の長いコ

ースを提供しています。  
vridhamma.org

スワーミー・ヴィヴェー
カーナンダ・ヨーガ・ア
ヌサンダナ・サムスタ
ナ、バンガロール（カ

ルナータカ）： 2002年に
HR・ナジェンドラ博士が設立
した、代表的なヨーガ研究施
設です。ヨーガの科学的な証
明を理解し、文書化すること
を目指して、この施設は作ら
れました。元々は25年近く前
にアロギヤダマと共に始まっ
たものですが、今ではヨーガ
の大学と見なされていて、ヨ
ーガやスピリチュアルや医学
の学位過程や大学院課程があ

ります。  
svyasa.edu.in

モラルジ・デサイ国立
ヨーガ研究所、ニュー
デリー： AYUSH省が1970
年に設立したこの施設は、
インドでも最高級の評価を
受けているヨーガ教育研究
センターです。この施設は
ヨーガ哲学の普及、そして
ヨーガ哲学に関するトレー
ニングや先進的研究をして
います。基礎コースと上級
コースがあり、どちらであ
ってもヨーガ教育の卒業証
書や学位を得ることができ

ます。 
yogamdniy.nic.in

知識の授受

オーロヴィルの瞑想センターの眺め。プドゥチェリーにはかつてシュリ・オーロビンドが住んでいて、今ではシ
ュリ・オーロビンド・アシュラムの運営基盤となっています
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ディヴァイン・ライフ・ソサエ

ティ（シヴァーナンダ・アシュ

ラム）、リシケシュ（ウッタラ

ーカンド）：医学を学んだ後

にヴィシュワーナンダ・サラス

ワティの指導の下サンニャーサ

シュラマに参加した、スワーミ

ー・シヴァーナンダが1936年に

設立しました。彼はディヴァイ

ン・ライフ・ソサエティと、ヨ

ーガとヴェーダンタ学派のアカ

デミーを立ち上げました。

クリシュナマチャリア・ヨー

ガ・マンディラム、チェンナイ

（タミル・ナドゥー）：1976

年、インドのヨーガ指導者で

ありアーユルヴェーダの治療

者兼学者でもあったT・クリ

シュナマチャリアの名におい

て、TKV・デシカチャーがこの

施設を設立しました。この施設

はヨーガを総体的な科学として

普及させています。

過去10年間で、ヨーガは週に

1度の運動から、日々のライフ

スタイルへと変化しました。そ

してこれらのヨーガ施設は、あ

らゆる年代の学習者の興味を引

くため、特別に作り上げられた

コースを提供しようと努力して

います。

ラストギ博士はデリーのAYUSH省の
下部組織である、ヨーガ＆自然療
法・研究中央審議会の副会長です。

「スーリヤ・ナマスカーラ」や「健康な生活のた
めの食事の原則」といったテーマで複数の著書が
あります。

パタンジャリ・ヨグピートには、ヨ
ーガとアーユルヴェーダの学位過

程と大学院課程があります。
divyayoga.com

サドナ・マンディール・トラスト
には短期と長期の修養がありま
す。5日間のヨーガ修養はとても

人気です。 
sadhanamandir.org 

ディヴァイン・ライフ・ソサエティ
は毎日、昼前と午後にセッション
を開いています。ヨーガについて
のディスカッションも行われて

います。 
sivanandaonline.org

チェンナイのヨーガ・マンディ
ラムでは、大人用と子ども用の
ヨーガセラピー介入が行われて
います。指導者用の複数のトレ
ーニングプログラムも開かれて

います。 
kym.org

ダンマ・ギリとも
呼ばれるヴィパッ
サナー・インター
ナショナル・アカ
デミーは、マハー
ラーシュトラ州ナ
ーシクのイガット
プリにあるヴィパ
ッサナー瞑想セン
ターです。インド
初のヴィパッサナ
ー瞑想センター

で、技術を教える
ためにSN・ゴエン
カがイガットプリ
に設立しました。
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インドのベストセラー作家の1人であるアーミッシュは、インスピレーシ
ョンのために神話を掘り下げます。彼のシヴァ3部作は我が国出版史上、
最速で売れているシリーズです。古代インドテキストの現代的な関連性

について、インド展望のためだけにペンを走らせます。

生きた文化の
希少性

ラーマ―ヤナやマハー
バーラタのような古代
インドの叙事詩は、創
造的な演出だけにとど
まらず、ウッターラカ
ンド州リシケシュ、ト
リンヴェニガートにあ
るシリクリシュナ像の
ような象徴的な像を通
じても不滅なのです。
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マハーバーラタ
とラーマーヤナ
の現代の演出

は、正義、愛、
慈悲のオリジナ
ルの価値を取

り入れながら、
現代の要素でそ
れらを紹介しま

す。

そこで、何が真実なのでしょう

か？“satyameva jayate”とムンダ

カ・ウパニシャッドは言います。真実

だけが勝利します。誰が疑問を唱え

るでしょうか？古代人が言ったであろ

う“nissandeha”、疑いなく。しかし、

何が真実でしょうか？私の真実でしょう

か？それとも、あなたの？普遍的な真実

のようなものは、ありますか？それは、

真実の反対ですか？偽りですか？真実

は、事実に関連していますか？検証可能

なデータに？それとも、原型

的なもの？意図する真実です

か？

どうなのかわかりません。

しかし、豊富なitihasは、先

祖や彼らの考えに連れ戻すこ

とによって、洗練された理解

にたどり着かせるのです。これらの古代

のストーリーは、常に最新で関連性のあ

る答えを探すための招待状なのです。な

ぜなら、それらは私たちの人生とその中

の役割を理解することを助けてくれるか

らです。だからこそ、私たちの集団的想

像力の中で生き続け、活気に満ちたまま

なのです。他の古代文明の状態を考えて

みてください。Thor（ゲルマン神）は、

スカンジナビアから追放され、太陽神

Raは、エジプトに沈み、Zeusは、オリ

私たちの神と女神のストーリーは絶えず進
化してきました。古いものの最も優れた部
分を保持しながら、新しい魅力を取り入れ
てきました。
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ンポス山の雪に埋もれています。

しかし、インドではラーマ卿のス

トーリーは、強く支配されていま

す。クリシュナ神は魅了し続け、

壮麗なシヴァ神は私たちの心の境

内で踊り続けています。インドの

家庭で読んでいるAkhand Ramayan

は、忙しい中でも時間をスローダ

ウンさせ、インド人は、マハーバ

ーラタの交絡しているキャラクタ

ーを分析することに決して飽きま

せん。

不精なアナリシスは、私たちの

文化とストーリーがギリシャやエ

ジプトなどの他の古代文明のもの

と比較して豊かであると示唆する

かもしれません。しかし、私はこ

の傲慢に疑いをかけます。間違い

なく私たちのストーリーは愉快で

す。しかし、Zeusのギリシャ神話

やオリンポスからの歩兵隊、そし

て、それらの意味において、同様

に壮大で深遠なのです。ハンマー

を振り回すThorは、北欧神話の奮

起させる人物でした（Thursdayの

ルーツは、Thorの日だと信じてい

る人もいます）。どうしてこれら

強力な神々は、匿名扱いへと後退

したのでしょうか。 

それは、人々が彼らの生活の中

でその関連性を失くしたからだと

信じます。

上：Ramlila（ラーマーヤナ
のドラマチックな演出）の長
年の伝統の現代版は、これら
の叙事詩を残存させたまま、
インドでは誰でも知っていま
す。下：クリシュナ卿がバガ
ヴァッド・ギータの説教をア
ルジュナに伝えた場所、ハリ
ヤナ州クルクシェトラの最も
畏敬される聖地のひとつであ
るジョティサルにある聖なる
池。毎年何千人もの信者が、

海岸に集まってきます。
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上：ボリウッド俳
優、アミタブ・バッ
チャンと作家のアー
ミッシュ・トリパテ
ィ。グローバルサク
セスを祝う出版パー

ティで。

下：タミルナドゥ州
ママラプラムにある
巨岩の彫刻。アルジ
ュナの苦行を表して
います。マハーバリ
プラム（ママラプラ
ム）は、州の主な観
光名所の一つのまま

です。

これらの古代のストーリー、
これらの叙事詩は、常に最
新で関連性のある答えを探
すための招待状なのです。
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左：バラドヴァジャの
Hermitage、ラマ卿、シタ
夫人、ラクシュマナ卿を描
いた18世紀後半の絵画

下：カルナータカ州べルー
ルにあるチェンナケシュ
ワラ寺院の天井にあるラ
ーマ―ヤナとマハーバーラ
タを描いた古代壁画

しかし、何故インドでそれが起

きなかったのでしょうか？私見で

すが、これらの神話を現代化しロ

ーカライズした天才たちのお陰だ

と思うのです。最も人気のある叙

事詩の一つであるラーマヤナで説

明させてください。1980年代のテ

レビシリーズは、ラーマ卿のスト

ーリーを現代までモダン化しまし

た。シリーズは、主として

16世紀の賢者Tulsidasによ

り書かれたRamcharitmanas

に基づいていました。しか

し、Tulsidasji自身が、オ

リジナルのヴァルミキ・ラ

ーマーヤナから大幅な変更

をして、ラマ卿が住んでい

た時代のストーリーを現代

化したのです。南のカンバ・ラー

マーヤナは、12世紀の感性に叙事

詩をローカライズしました。この

ように私たちの神と女神のストー

リーは絶えず進化してきました。

古いものの最も優れた部分を保持

しながら、新しい魅力を取り入れ

てきたのです。要するに、itihas

を関連させながら常に同時代人と

生きてこれたのです。

マハーバーラタを考えてくださ

い。それは、判断の誘惑から思い

やりと理解へと私たちを誘導して

くれます。そこは、ニュアンスが

可能になる所。パーンダヴァにも

弱点があり、カウラヴァにも強み

があります。私たちは、クリシュ

ナ卿に困惑し、シャクニ（マハー

私たちは、頑なに古代文明の最良の慣行を保持しな
がら、現代化とローカライズを受け入れます。それによ

り、神学を適切に保ち、それゆえ生き続けるのです。
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バーラタ出身の非常に知的ではあ

るが、ずる賢いキャラクター）で

さえ、彼自身を切望させ、当然の

復讐を抱くかもしれないストーリ

ーがあることにまごつきました。

それでも、カウラヴァが勝利

し、パーンダヴァが敗北に終わっ

たとしても、何かが違ったでしょ

う。議論は続き、人生は未だに虚

しさに惑わされています。私たち

の苦闘は続き、私たちの行動がエ

ゴか愛によって満たされるかは、

奥深い心の片隅だけが知り得るの

です。マハーバーラタには、分か

り易さはありません。ギータは、

答えを提供しますが、また疑問も

いくつかあります。疑問を持つこ

とは良いことです。それは、知彗

でナビゲートされるなら、探求の

精神を刺激されるからです。テキ

ストを真に理解するには、成熟し

た賢い人物が必要です。それは、

決定的な命令が必要とする子供の

ように扱われないからです。代わ

りにあなたを激励し精進する大人

として扱います。それは、サーク

ルです。古代の文化を生かし続け

ているサークルです。

したがって、インドでは、歴

史上宗教とリベラリズムの戦争が

なかったため、itihasは生き続け

るのです。その結果、異なる宗教

は、共存と偏見のなさを学んでき

ました。私たちは、頑なに古代文

明の最良の慣行を保持しながら、

現代化とローカライズを受け入れ

ます。それにより、神学を適切に

保つのです。直観に反して、自由

主義は宗教を提供して、その逆も

然りです。この美しい国、私たち

のインドは、常に直観に反してい

ました。

上：ケララ州コーラ
ムにある大規模なラ
ーマーヤナの神聖な
イーグルにちなんで
名づけられた壮大な
ジャタユ地球センタ
ーには、世界最大と
いわれる200フィート
長の鳥の彫刻があり

ます。

アーミッシュ（トリパティ）は、シヴ
ァ3部作とラム・チャンドラシリーズで
の受賞作家です。読書家で研究者であ
るアーミッシュは、インドとイギリス

間の文化交流を促進するネール・センター（ロンド
ン）の現在のディレクターです



世界的な古典映画や著名なインド人監督の回顧録から、失われた言語に焦
点を当てた地方映画の受賞作まで、第50回インド国際映画祭は、単なる「

良い映画」以上のものを提供しました。

著者 ガジャナン・ケムガルカー

ゴールデン・スクリ
ーンが遺したもの



 |  41  | 

50年前に、世界最高峰である映

画の何本かをインドで紹介する

場として生まれた映画祭は、今

日、世界で最も評判の高い映画

祭の一つになりました。インド

国際映画祭 (IFFI) は、ゴア州

のパンジムで11月20日に50年目

の幕を開けました。開会式を彩

ったのは、インドのエンターテ

インメント業界に熱い忠誠心を

持つ、アミターブ・バッチャン

やラジニカーントなどです。情

報放送局、インド政府、ゴア州

政府が主催するIFFIは、アジア

で最も早く始まった映画祭の一

つであるだけでなく、最も重要

な映画祭の一つであると言える

でしょう。

女性と彼女らの夢
このイベントでは、76か国からの

200本を超える映画が上映されま

した。特筆すべきは、50本もの（

世界各国からの！）、非常に多

くの映画が女性によって監督さ

れた、または女性中心の物語が描

かれているということです。これ

らの映画は、女性と、彼女らの

夢の素晴らしい話を描いた映画で

す。最も注目すべき2本は、日本

の映画監督HIKARIによる「37セカ

ンズ」と、イランの映画監督サミ

ラ・マフマルバフによる「午後の

五時」でしょう。

この他にも、夢に向かって

進んでいく女性を描いた映画が

ありました。アビシェーク・シ

ャーの「Hellaro」や、サミー

ル・ビッドワンズの「Anandi 

Gopal」です。マラーティー語

映画である「Anandi Gopal」

は、19世紀後半にペンシルバニ

ア州の女子医大で学んだインド

初の女性医師、アナンディ・ゴ

パル・ジョッシの人生に基づい

た映画です。

「ここに来られたこ
とを嬉しく思います 
[IFFI, 2019]。私を
招待してくださった
インド政府とゴア州
政府に感謝いたしま
す。映画は常に社会
生活の不可欠な部分
でした。世界で何が
起こっているのかを
知り、また、多くの
人々と出会い交流す
る機会をも与えてく
れる、このゴアで行
われる偉大な映画祭
は、ゴアの人々にも
恩恵を与えていま
す。」

アミターブ・バッチャン
パドマ・ブーシャン勲章受章の

インド映画俳優

IFFIの目的は、エンターティメントの起源がインドにあ
り、2,200年以上前に書かれたナーティヤ・シャーストラま
で遡ると示すことです。」

アミット・カレ
インド政府情報放送局大臣
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映画

地方への焦点
このフェスティバルは常にインド

の地方映画の振興に力を入れてお

り、今年も例外ではありません。

フェスティバルのインディアンパ

ノラマ（長編映画）セクション

で、5本のマラーティー語の映画

が上映され、このフェスティバル

で上映された地方映画として最大

の数になりました。何本かの地方

映画は、インド固有の伝統を守る

ことに焦点を当てていました。上

映されたインド北東部の3本の映

画は、失われた言語についてでし

た。最も話題になったのは、ナシ

ョナル賞を受賞した、アッサム州

の映画監督マンジュ・ボラの「In 

The Land of Poison Women」とい

う、消えつつあるパンチェンパ方

言についての映画でした。また、

独特な詩のようなスタイルで撮影

されたアッサム州の映画監督ウト

パル・ドゥッタの「Bohubritta」

と、ガロ/カシ語で撮られたプラ

ディップ・クルバの「Lewduh」に

も注目してください。

追憶
1950年から1970年代後半にかけ

て、インド映画界には、物語、俳

優、そして予算の面で商業映画と

は全く異なる映画を作る、新しい

監督たちの一群が現れました。ミ

リナル・セン、アドゥール・ゴー

バーラクシュナン、シャーム・ベ

ネガル、マニ・コウルなどの力強

い監督たちがそのメンバーでし

た。今回の映画祭では、「インド

「私の仕事人生で
は、たくさんの素晴
らしい瞬間があり、
多くの偉大な人々、
偉大な監督と仕事を
しました。どれが一
番かは選べません。
皆さん、映画を観に
いってください。そ
れが私からの一番の
メッセージです。」

イザベル・ユペール
フランスの女優

「私たちは映画の共
同制作に慣れてお
り、異なった人々と
経験を交換できるの
は楽しいことです。
私達は遠い場所にい
ますが、映画を理解
しているという意味
においては、一つの
家族です。」

ゴラン・パスカリェヴィッチ
「Despite the fog」セルビア

人監督

左：ペマ・ツェデンは、様々な劇的な出来事に立ち向かおうとするチベット人家族の姿を描いた
「Balloon」でIFFI2019特別審査員賞を受賞 右：ブライズ・ハリソン監督の「Les Partucules 
(Particles)」は映画祭で金孔雀賞を受賞
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第50回映画祭の開幕作品が発表された2018年のIFFIカルチュラルショー

映画のニュー・ウェーブの回顧

録」と名付けられた特別なセク

ションが企画され、これらの既

成概念を超えた監督8人の計12

作が上映されました。そして今

回の映画祭では、インド初上映

90本、世界初上映6本、アジア

初上映が11本あり、また、生演

奏付きのサイレント映画の上映

も3本ありました。それだけで

はありません。今年は、「ミニ

ムービーマニア・ショートフィ

ルムコンテスト」という映画製

作コンテストも初開催されまし

た。映画祭は、映画上映の場所

としてだけではなく、議論や創

造的意見交換の場所としても常

に活用されてきました。国際的

IFFI 2019: The winners
Award category

Golden Peacock Award

Best Director Award

Best Actor (Male) Award 

Best Actor (Female) Award 

Special Jury Award

Best Debut Feature Film of a 
Director

Special mention

The ICFT –UNESCO 
Gandhi Medal 

Special mention under ICFT-
UNESCO Gandhi medal

Winner

Particles (French)

Lijo Jose Pellissery (for Malayalam film Jallikattu)

Seu Jorge (for Brazilian film Marighella)

Usha Jadhav (for Marathi film Mai Ghatt: Crime 
No. 103/2005

Pema Tseden for Balloon (Chinese)

Amin Sidi Boumediene for Abou Leila (Arabic) 
Marius Olteanu for Monsters (Romanian)

Hellaro (Gujarati) 

Rwanda (Italian)

Bahattar Hoorain (Hindi)
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映画

な創造活動に携わる同業者達

からの力強い意見の後押しを

受け、IFFIは映画の最も大切

な目的である、社会を映し出

すということを実現させ、「

映画の原材料は人々の人生そ

のものです」というサラジッ

ト・レイの言葉をここに繰り

返したいと思います。

この映画祭は、インドの地方の映画の振興に力を入

れており、今年もまた国中の様々な地域からの映画

が上映されました。

ガジャナン・ケルガムカー
は、編集者、勧誘者、ドキ
ュメンタリー映画製作者の
シンクタンク、ドラフト・

クラフト・インターナショナルの代表者
です。彼はドラフトの創設者兼編集者で
もあります。彼は法律、外交、公共政
策、国際問題に関する記事を、国境を越
えて書いています

注目
ロシアはIFFI2019の「

注目すべき国」であ

り、ロシア映画界の世

界への貢献が現れた、

卓越した8本の映画が上

映されました。今年の

映画祭で注目された監

督は三池崇史でした。

日本出身の彼は、世界

で最も優れた映画監督

の一人だと言われてお

り、彼のレパートリー

は、今回の映画祭で上

映されたように、ドラ

マチックな映画から家

族向けのものまで多岐

にわたっています。

言葉がなくて
も

今年の映画祭のハイラ
イトである、生演奏付
きサイレントフィルム
セクションは、かつて
人気だった映画鑑賞の
形に敬意を表して特別
に企画されました。ア
ルフレッド・ヒッチコ
ックの「恐喝」、セル
ゲイ・エイゼンシュテ
インの「戦艦ポチョム
キン」、そしてG.W.パ
プストの「パンドラの
箱」の3本の古典サイ
レント作品が上映され

ました。

地上のアトラ
クション
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人柄

ただのスターよりも

彼の血と苦悩と汗と涙によっ

て、彼はインドの映画の輝か

しく最も評判が高い賞、ナシ

ョナルフィルム男優アワード

（彼はそれをビッキーカウシ

ュアルと共有した）をアダデ

ュンでのパフォーマンスによ

り得ることができました。彼

の勝利の後、クラーナーが

認め、謙虚ではあるが、彼は

喜びを隠しきれずにこう言

いました。「誰もが欲しいナ

ショナルアワードを獲得する

アーユシュマン・クラーナーは夢を実現している1人の俳優であ
り、「普通の男の力を侮ってはいけない と多くの人々によって

語り継がれる生きる証人です。

謙遜の典型、アーユシュマ
ン・クラーナーは美しい家の
あるムンバイのアンデリーで
しばしばお気に入りの本をめ
くっている姿を見られる。

著者 アーティカプールシン
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人柄

ことは、恐れ多くも非常に満足

しています。アーティストとし

て、私は常にその品質で卓越し

た内容を背負いきろうとしてい

ました。私の個人としての勝利

以上に、我々の国の人々が楽し

め、大事にし、議論し、推奨で

きるような映画を見たいと思っ

ていることをより実感できまし

た。」

2012年にすべてが始まりまし

た。そしてそれはクラーナーが

ボリウッドでのビッグデビュー

をヴィッキードナーと飾った時

でした。事実、あらゆる映画で

封筒を押して様々な「ボリウッ

ドヒーローはかくあるべし」と

いった固定概念を壊すだけでな

く、オーディエンスにも一目か

けるなどのアーティストとして

彼が持っているスキルを駆使し

ていました。

型を作り直す

古典的なボリウッドのヒーロー

は、苦悩と悪者との戦闘を通し

て少女を救いだします。

しかしクラーナーの演じたキ

ャラクターには、ビデオ屋のオ

ーナー、印刷屋のオーナーやホ

ラー作品を量産させる作家にま

で、観衆に関連した、その琴線

に触れるようなキャラを演じま

した。そして彼は、彼が小さい

町で育ったことと彼の持つ能力

であるキャラが実在するように

今のボリウッドで最
も多彩な俳優、クラ
ーナーは一年中脚本
の選択と実験を止め

ない。
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思わせる「リアリティの露出」

を信じています。

「シアターグループととも

に旅行したり、私が一緒に来た

RJである間私の人生で様々な人

と触れ合った、小さい町で育っ

たんだ。」と、クラーナーは言

い、加えて、これらの経験がリ

アリティを高めるために役立っ

ているといいました。これらが

彼が相互作用した人々の特徴を

吸収する事を可能にしました。

「人生こそが最大のワークショ

ップです。あなたは生

活を観察しなければな

らない。あなたが、他

の誰よりも環境ととも

にある一人でなければ

なりません。」と、彼

は指摘します。

流れに逆らう

おそらく、それがクラーナーの

才能が認められるのに貢献した

特別な瞬間でした。彼のそれ

は、新しい種類のボリウッドで

作られた独立映画の高まりと一

緒に読まれなければならない成

功です。 

そしてそれはただ悦に浸るそ

の講義または知的な批評のみで

はなく、群衆が同様に最前線か

ら応援しているのです。「私は

これがヒンディー映画のための

完成されたボーカリ
ストでもある、多才
な男クラーナーはヒ
ンドゥスタンタイム
ズのインディアもス
トスタイリッシュア
ワード2019である。

おそらくある人はそれをただの俳優が主
役の映画の脚本だと思うかもしれない、
だが、クラーナーに対してはその物語的
でユニークなその人生を持っている。
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人柄

• 彼と働いたディレクターの

ハードワークを抑えようと

せずに、クラーナーは言い

ます。「私は、キャラへの

自然なアプローチを奨励し

たディレクターと働くこと

になりとても運がよかった

です。それがシャラットカ

タリヤまたはスリイラムラ

ガバンのどちらかにかかわ

らず、私と働いたすべての

ディレクターはフリーフォ

ール並みな自由を私に与え

ました。たとえば、ラガバ

ンは正確なラインをくれな

かったのです。彼は私に即

席演技をさせ、自由に演技

させてくれました。」と、

明らかにしました。

• クラーナーはボリウッド遠

出で警官の役割を演じたこ

とがなかったかもしれませ

んでしたが、この俳優はい

くつかの重大な宿題を行い

ました。彼は、オーム・

プラカシュ・バールミー

キの本ジョータンを読みま

した。「それは彼［著者］

が人生で向き合ったそうい

う偏見についてです。この

映画に取り組んでいる間、

その本が私を物語について

の多くについて考えさせ、

眠ることができませんでし

た。また、私はニューデリ

ーとウッタープラディシュ

で現実のIPS役員に会いまし

た。 私は警察署での手続き

を鋭敏に観察しました。」

と、彼は指摘します。

カットされない
アーユシュマ
ン・クラーナー

良い期間であると思います。そ

れの多くは映画が現在ノってい

るリアリズムの流れに関係があ

り、彼らはますます『目立たな

い』ようになっています。大部

分の私の映画はレビューがたく

さんで、彼らは本音で映画につ

いて書きます。私はその重要な

称賛のために、商業的な称賛を

受けているのです。」と、クラ

ーナーは非常に謙虚に言いまし

た。

ある人はまるでこの俳優を

主役にした映画のようであると

感じているでしょう。しかし彼

は礼儀正しく否定しています。

彼にとって最も重要であるこ

とは、目新しさとユニークさで

す。「物語は異ならなければな

りません。ホ・バダイを例にと

ると、物語は主人公の［クラー

ナーが演じたキャラ］親につい

てでした。つまり、脚本が先、

私が後なのです。」と彼は説明

しました。

彼はすべてを与えられた

クラーナーは熱心なメソッド俳

優でありませんが、彼は多くの

努力によって大画面の上で再生

されるキャラクターに入れるの

ボリウッドのスーパースター、シャフルクカン、ディレクターのアヌバヴシンハがアーユシ
ュマン・クラーナー主演の映画、アーティクル15の特別講演に出席した。



Aartiは、さまざまなメディアで20年
近くの経験を持つ独立して活躍する
ライターです。映画研究で博士号を
取得した後、彼女は現在、世界を発

見するという情熱を実現させています。彼女は食べ
物、贅沢、映画、旅行、健康、有名人について書
いています。
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彼の映画バダ
イ・ホの広告写
真の間でもさら
に進化する俳優

像することができないような、ネガ

ティブなキャラもアグレッシブなキ

ャラも演じていました。アヌバヴシ

ンハ［アーティクル15のディレクタ

ー］は手ごわい警官の役割を私に対

して決して心に描きませんでした。

キャラクター以上に私の興味をそそ

ったのはその主題でした。」と、彼

は続けます。

彼が長年にわたって得たすべて

の追従にどのように思うかについて

尋ねると、彼は急ににっこりして、

非常にはにかんでこう言いました。

「私は自分にあまり求めませんでし

た。私は田舎町の男の子で、そして

少しの愛さえあればＯＫだったので

しょう。しかしこれ程？とても喜ば

しい驚きです。」

バラ（ハゲの風刺作品）の後、

クラーナーは、新しい敷地を横断す

るための準備ができています。隣接

したパイプラインでは、ショージッ

ト政庁のグラボシタボとヒテシュケ

ワラバのシュブマンガルジャーダサ

ーブダンはあります。

小さな町で育ちシアターグ
ループでの旅がその俳優
の力となった。

だと認めます。彼は役割が必ずしも

その人を決定するのに必要というわ

けではなく、「もっと私の実生活の

その時その場の経験から描き出して

います。」と言います。

彼は独善的な警官の役割を演じ

た映画アーティクル15を参照し、そ

の役割が本当の彼自身とどれほど反

対だったかについて言いました。「

私がキャンディガルフで劇場をして

いたとき、私はいつも、誰も私を想
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経済

歴史上、インドは文化支援の豊富

な伝統を築いてきました。チョー

ラ朝の王たちの統治のもとで建設

された華麗な寺院建造物から伝

説の音楽家のタンセンにいたるま

で、インドの文化遺産は常に平民

にも王族にも支持されてきたこと

がわかっています。同様に近日で

も文化は国家的支援のもとに栄え

ていて個人と企業は我が国の文化

の管理者としての責任を果たして

きています。

過去300年以上、インドはその

国の文化遺産(美術と工芸)の30パ

ーセントほどを色々な理由で失っ

てしまっています。それゆえ、我

々が自国の伝統的芸術の形態を保

全することは今までにまして重要

性を持つにいたっています。

成長するにつれて家庭でも学

校ででも芸術に触れていられる教

育を受けるという幸運を享受して

いました。幼時から芸術的表現で

あらわされる美を鑑賞することを

学んできていた私には私の人生で

の早期から美の保護の実験に携わ

る機会がありました。1999年に私

はルディアナ・サンスクリティッ

益々数多くの企業がインドの文化遺産を有形、または無形の投資で援助する動
きがみられています。多くの学問領域に亙るイベントである セレンディピテ
ィ・アートフェスティバル の支援者である実業家のSK・ムンジャル はこの催

しを支援することの重要性について多くを語っています。

我が国の文化への投資

スニル・カント・
ムンジャル(中央)
　音楽監督のアニ
ーシュ・プラダン
と国中から集まっ
たパーカッション
演奏者達、セレン
ディピティ・アー
トフェスティバル 
の除幕式にて
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Total Indian companies with CSR 
contribution in the field of heritage, 

arts and culture 2017-18

More than just an idea

Total contributions in 
various states

Largest contributions in a state 
(Gujarat)

Fi
gu

re
s 

fr
om

 w
w

w
.c

sr
.g

ov
.in Total increase in contributions 

from FY 2015-16

1.64
billion

1.29

494

billion

Pan-India contributions in 
culture projects through CSR

1.04 billion

Total contribution made 
across India in FY 2017-18

2.84 billion

More than

2x

833 million

increase 
within 2 years 

ボリウッド俳優のア
ミタブ・バチチャン
とジャヤ・バチチャ
ン。著者のシッダー
ト・シャングヴィ(
中央)の第9版タタ 
文学ライブ！の出版
記念にて

ク・サマガム ガムとの名称をもつ舞台

芸術プラットフォームの立ち上げに参

与しました。この経験は私がインド遺

産保護思想に深く関与させる経緯とな

ったのです。この結果として2014年に

セレンディピティ・アート 財団が死

に絶えいく芸術形式を取り戻し、種々

の芸術の流れの中の学際的相互作用の

観念の拡大を図り、芸術家たちに実験

のプラットフォームを与える目的を持

って誕生したのです。この財団とセレ

ンディピティ・アートフェスティバル

(SAF)の権限付託はそれをもって修行や

地域や人口動態を通り越してインド芸

術生態系をサポートする方法を見つけ

るに至る手段となり、今はより大きな

国家的、国際的注目をこの国の芸術と

文化に集める途上にあります。

  

統合連結した努力
どのような形の芸術であれ、それを維

一般大衆が日常会話の中で芸術について語
り合うことが始まれば我々は手ごたえがあっ

たことを確信するにいたるでしょう。

INR

INR

INR

INR

INR
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経済

（上）‘泡沫’写真展示会。ラーブ アラナの収集で2018
年のセレンディピティ アーツ 祭での展示。

(下)　2019年のSAFでプラモド クマールの収集でジャム
ダニに新たな水平線を越えてとタイトル付けされたアー
トインスタレーション

いて発展を遂げるべく導くことが

重要です。

 

時間の必要性
現代において芸術を専門的職業と

位置づけるためには聴衆と観客を

育て、口伝えにその得た知識と情

報を拡散することが必要です。一

般大衆が彼らの日常の会話の中で

芸術を語るようになったときには

じめて我々は芸術の迫力を感じ持

つにいたるのです。

この事実が我々の伝統的でしか

も現代的な美術と工芸の具体例を

公に展示することが求められる多

様性のある自己統制型プラットフ

ォームが必要とされる理由です。

意匠と制作過程の入力に匠たちを

関与させ匠たちを助け、彼らをイ

ンドと海外の諸国の双方の市場と

結びつけ、そしてこの過程で匠た

ちと彼らの家族に潤沢な生活環境

を打ち立てるということです。セ

ゴッドレジハゴッドレジ

インド文化ラボに類した

センターを立ち上げ、そ

のキャンパスの中にESSAR

はアビッド学習塾に似た

組織を設立しました。そ

こでは文化分野全域の創

造的学習を培うために工

房やパネルディスカッシ

ョン、そして他のプログ

ラムを組織しています。

アピージャイグループは

文化をその商業活動に組

み入れました。オクスフ

ォード書店のチェーン店

が常備的に読書会を開

き、一方新パークホテル

チェーンは例年開催の文

化祭を主宰し、マヒンド

ラ＆マヒンドラはマヒン

ドラブルース祭のような

催しを後援し文化圏との

持続的関与をもつ褒賞制

度を立ち上げています。

文化活動へ
の投資

持するとなった場合はそれを後援

する必要が焦眉の急を要します。

連結し理想的に統合された努力が

私的活動分野、公的活動分野、個

人活動を問わず芸術を促進するに

足る能力をもってなされなくては

なりません。私的セクターは企業

のCSR（企業の社会的責任）のも

とにこの行動過程の必須部分とし

て形成されなくてはなりません。

国と国民のためにより良い経済的

未来を創り出すべく勤める大企業

にとってはそれら企業の企業計画

の中にこの社会を助けて社会が経

済分野に止まらずすべての点にお
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（上）ムンバイで
のマヒンドラ・ブ
ルースフェスティ
バル からのパー
フォーマンス。マ
ヒンドラグループ
に支援されるアジ
アでの最高の名声
を持つブルースフ
ェスティバル ル

の一つ。

みするためだけではなく職人たち

のために現実的な経済的充足環境

を創り出すことを目標としている

のです。

プログラムをたててイベントと

催事で芸術と文化を高値の報酬対

象とすることを我々は助け、完成

させることができます。芸術作品

を市場に結びつけ技術と知恵をも

って助成すれば自己完結型の収支

の見合う産業を創り出すことがで

きます。

将来
私は芸術のエコシステムに今後相

当な変化が起きると予測していま

す。芸術品に関する価値観が上昇

するでしょう。現実の効果を生み

出すためには各州での同様な運動

が必要です。国内を通じて数多く

のすばらしい先鞭者たちが今やで

てきています。そしてその一人一

人が、活動規模や目的焦点の異な

りはありますが、芸術と文化を我々

の日常の会話に取り戻すことに努

力することが重要なことなのです。

第四回目のセレンディピティ・アートフェスティ
バル はゴア州のパナジで2019年12月15-22日の会
期で行われました。

(serendipityartsfestival.com）

SK・ムンジャル 、ヒーローグルー
プの設立主導者の一人で学問的、
文化的施設の学長会長。インド全

土にまたがる上演芸術の保存と宣伝への意義深い
献身努力を捧げた。

連列して理想的に統合された努力がインドの文化遺産を保全す
るべくその芸術を促進する能力を以って私的セクター、公的セク

ター、並び個人レベルで行われなくてはなりません。

レンディピティ、則ち予想外の価

値を得るということはそのような

複合的努力のプラットフォームで

あり、この上で芸術をすべての人

々を巻き込むものとし、全ての人

々が近寄れるものとして発展させ

るのです。

 

この改革への財政的対策
しかし、文化遺産を保護し促進す

ることは簡単なことではありませ

ん。最初の障害は遺産は利益を生

み出す割のいい仕事対象物では無

いという事実ですー少なくとも短

期間又は中期間視野からすれば。

資金不足は職人や職工たちにやる

気を失わせます。SAFのような催

しはただ単にアートと工芸を値踏
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スナップショット

インド伝統の膨大で貴重な宝庫は、地元の祭りの際に文化的なハイライト
としてしばしば紹介されます。今シーズン、最も人気のあるいくつかのフ
ェステイバルを体験するため、全国を旅します。それらは、文化的でか
つ、信じられないほど芸術的なラインを明示にします。

伝統を祝う
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プシュカル・キ
ャメル・フェア
畜産フェアとして始まった
プシュカル・メラは、イン
ドに限らず世界で最大かつ
最も象徴的なラジャスタン
伝統の祭典の一つとなりま
した。文化の祭典は、ラク
ダレースで始まり、アート
や工芸品、織物、数ある文
化イベントでのさまざまな
公式エキシビションが開か
れます。
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スナップショット

COVELONGポイ
ント・サーフ・フ
ェスティバル
インドの若者にサーフィンを
紹介し始めたCavelongポイン
トフェスティバルは、インド
のサーファーやビーチ愛好家
にとって最大のイベントの一
つになりました。長年にわた
り、フェステイバルは、スラ
ックイン、ヨーガ パドルボ
ーデイングなどの最高の代替
スポーツや文化イベントを取
り入れてきました。
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The Great Rann of Kutchは、この地域の豊かなエコロジカルおよび文化
的遺産を提供します。Utsavは、その地域の万華鏡のような壮大さを、独

特の民族舞踊と精密な芸術品や工芸品で祝福します。

RANN UTSAV
インドの最も象徴的なフェステイバルに数えられてい
るRann Utsavは、the Great Rann of Kutchの伝統、習
慣、ライフスタイルを毎年祝うものです。あらゆる年
代の観光客のために慎重に計画されるこのフェステイ
バルは、毎年10月から2月まで開催されます。
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スナップショット

ラジャスタン・カビール・ヤトラ
現代の文化の祭りであるラジャスタン・カビール・ヤ
トラは、ジャイプールからジャイサルメールのアーテ
ィストの軌跡を複数のフォークミュージシャンと歌手
で再現する民族音楽祭です。このフェスティバルは、
カースト、階級、宗教、アイデンティティの境界を解
いて、ラジャスタンの豊かな芸術的遺産を復活させる
ことを目的としています。

カビール・ヤトラは、Jaagran/Satsangの
ようなさまざまなコミュニティのアーティス
トが集まり一緒に歌ったり神秘的な詩を
語らったりする一晩中続くイベントで、そ
の多様なコミュニティのやり方からインス

ピレーションを得ています。
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ワンガラ祭り
100ドラムフェスティバル
としても知られるワンガ
ラは、人々に豊かな収穫
をもたらした太陽神Misi 
Saljongに感謝する収穫後
のお祭りです。ハイライ
トは、フェスティバルの
10の部族からそれぞれの
ドラマー10人が趣向を凝
らした100ドラムを叩くパ
フォーマンスです。
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スナップショット

KA POMBLANG 
NONGKREM    
冬シーズンの到来を祝い、メ
ガラヤ州のカシ族が集まり、
古代5日間祭りを祝います。シ
ーロンからわずか20㎞に位置
するカシ村では、人々の豊か
な収穫と継続的繁栄の象徴で
ある女神Ka Blei Synsharをなだ
めるためのノンクレム祭りが
開催されます。
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ハンピフェスティバルまたはハンピUtsavは、ヴィジャヤUtsavとも知ら
れ、ヴィジャヤナガールの治世（1336－1614）以来祝われています。

三日間のイベント中、地域全土が活気づきます。

バル・ハンピフェスティバル
ハンピフェスティバル は、この地域最大の祭りの一つで、さまざ
まなアドベンチャースポーツに加えて、人形劇、豪華なパレード、
地元の鮮やかな伝統展示などの文化イベントを提供します。田舎の
スポーツと特産の工芸品を取り入れた特別なイベントがあります。
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インドの部族の伝統的な料理は、栄養価が高くバランスがとれており、ま
た、環境保全に対しても優れています。Sangeeta Khanna（サンギータ・カ

ンナ）は、受け継がれてきた伝統的食事の魅力を更に掘り下げます。

部族の味

上：ナガランド州
コヒマのキサマ・
ヘリテージ・ビレ
ッジで、伝統的な
木製の竃で料理を
するナガ族の女性

その日のメニューは、ダル、お

米、タングリムバイでした。最

初の二つはほとんど全てのイン

ドの家庭で見られる定番メニュ

ーですが、3つ目は私の好奇心を

掻き立てました。私はメガラヤ

州の、絵のように美しい首都シ

ロンの郊外におり、昼食のため

に地元の小さな食事処であるコ

ングの店にいました。屋台の女

性は、清潔なお皿の上に糯米を

山盛りにし、その横にダルを少

しと、濃厚なカレーをお玉に二

掬い盛ってくれました。「それ

はタングリムバイです。とても

美味しいんですよ。」と、私の



 |  63  | 

ガイドの女の子は教えてくれま

した。タングリムバイは、発酵

大豆のペーストを胡麻、豚肉、

ツンガップ（魚の干物のチャツ

ネ）と一緒に時間をかけて調理

したもので、この州のカシ族の

家庭では一般的です。とても強

い香りがあり、食事が終わった

後もその味が残ります。

インドにはいくつもの部族の

コミュニティがあり、それぞれ

が場所、地形、気候、歴史、宗

教、習慣が混ざり合い抽出され

た、味わい深い食事のレパート

リーなどの豊かな文化遺産を誇

っています。昔から、これらの

部族は、野生の、または栽培し

た、自然で栄養価の高い森のも

のを食べてきました。少しのス

パイスで味付けしたり、多くの

場合は生で、または炙ったり、

発酵させたり・・・。このよう

な部族の料理では、食材がもと

もとの風味を保っています。

例えば、インド北東部では、

米が多く栽培されており、主食と

して食べられていて、蒸したり、

シチューのようにしたり、また

左から時計回りに：チャ
ッティースガル州パンド
リパニ村のドゥルワ族の
市場で売られている地元
産のキノアと黒黍；オ
リッサ州マルカンギリで
毎週開かれる市場で買い
物をするボンディ（ボン
ダ）族の女性；チャッテ
ィースガル州マルカデダ
でマフアの花を摘むゴン
ド族の女性
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は竹の筒に入れて調理したり（コ

ーラムと呼ばれる調理法です）、

様々な方法で調理されています。

しかし、一番人気があるのは、何

と言っても野生の糯米です。メガ

ラヤ州では人気のある米料理はジ

ャドーです。アッサム州のボド族

の家庭では、米粉と鶏肉のシチュ

ーであるオンラワンクライが人気

があります。アルナーチャル・プ

ラデーシュ州では、蒸し餅（ダン

ポー）がごく一般的です。

これらのコミュニティの多くは

野生動物が豊富な森の近くに住ん

左上から時計回りに：チャッティースガル州バスタ
ーのパンドリパニ村の市場で、葉で包まれたバジ
（フリッター）を揚げている女性；アッサム州マジ
ュリ島に伝わる伝統的な石臼でハーブを細かくして
いるアッサム族の女性；チャッティースガルのトカ
パル市場で軽食として売られているチャプラ（赤
アリ）

で狩猟を行っており、豚肉を中心

とした肉が彼らの食事で大きな位置

を占めています。北東地域では、

野菜も食事の中心であり、主な調

理方法は発酵です。ラディッシュ

を発酵させて作るシンキは、シッ

キム州で一般的な食べ物です。メ

ガラヤ州のガロ族は野菜を愛して

おり、彼らの食事にはヤム芋や新

鮮な野菜がふんだんに使われてい

ます。魚もこの地域ではとても人

気があり、いくつかの州では、新

鮮な魚をバナナの葉でくるんで焼

いたものが食べられています。
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インド北部の丘陵地帯で

は、レンズ豆と小麦が伝統的

な地元の料理として一般的で

す。ジャウンサリ族（ウッ

タラーカンド州の部族）のコ

ミュニティでは、コプロティ

（黍のロティ）を新鮮なダヒ

とパハディナマック（塩）と一緒

に、ガルガルと呼ばれる山に自生

するレモンを添えて食べます。木

の床に座り、乾燥した葉っぱを木

の棒やカンササリー（青銅の棒）

で留めた器の上にこれを盛って食

べるのが、この食事を楽しむ最適

な方法です。ヒマーチャルプラデ

ーシュ州の旅行中に、屋外での食

下：ナガランド州の
キサマで毎年行われ
るホーンビルフェス
ティバルで食べたり
飲んだりを楽しむア
ンガミ族

国中の主要なレストランのシェフは、この
ようなバランスの取れた伝統的料理と自
分たちの料理の繋がりと、また、栄養上
の利点を認識しています。

事会を見かけることがあったら、

遠慮せずに参加してみましょう。

どこの食事会でもメニューは同じ

はずです。テリヤマア（黒レンズ

豆のカレー）、チャネカマドラ（

ひよこ豆のカレー）、マーニ（甘

酸っぱいウーラット豆のカレー）

、そしてミタ（ナッツを添えた甘

くしたお米）です。
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実のところ、インド中の全ての

部族は、自分たちの食事が、彼らの

生活の全てが育まれた豊かな森林を

守ってきた部族の文化が真に反映さ

れたもの、つまり、とても神聖なも

のであると考えています。

マディヤプラデシュ州やチャッ

ティースガル州などの州でも興味深

い部族料理があります。 それらの

場所独特のパニヤロティは、コーン

ミールで作られており、地元のブテ

アの葉の上に伸ばされ、屋外の竃で

焼かれ、野鳥のカレーと赤アリのチ

ャツネと一緒に、栄養のある食事に

なります。もう一つのそのような組

み合わせはバフレです。独特な食感

を生み出すために、全粒粉の団子を

蒸した後に更に焼きます。そして、

何種類かのレンズ豆とギーで作った

ダルと一緒に食べます。

インド中部全体で一番多く産物

を提供する森の植物の一つはマフア

（インドバターツリー）です。花

を発酵させれば、アルコール飲料

を作ることができます。レーズンの

ように天日に干したマフアの花は、

甘味料としてキールやメティーロ

ティ―などのデザートや軽食に用い

られます。

ゴンド（ゴンドワナ族）は、現

在インドに残る最大の部族であり、

伝統的に森に住み、自然と完全に調

和して生活しています。ゴンドの

食生活には、アスコドとクトゥキと

呼ばれる二種類の黍があります。こ

の、タンパク質豊富な黍は、スープ

のように調理されるか、また、乾燥

シリアルのようにして野菜と一緒に

供されます。マハーラーシュトラ州

のマディラ族は、蛾の幼虫を探し出

インド亜大陸には、227の
民族グループの元に550

以上ものコミュニティが
あり、そのコミュニティ
の中に53億もの部族があ
ります。その53億の部族
は、様々な森林植生タイ
プの約5000の村に住んで
います。インドの部族

は、薬用、飼料、繊維、
燃料、食用、精油、また
文化やその他の様々な目
的のため、9500種を超え
る野生植物を使用しま

す。そのうち、約3900種
の野生植物が食用です。

WIld Food FesTIvAls

BAIF Food Festivals, 
Maharashtra (July-

September)

Bihar food festival, Patna 
(December)

Unying Giidi at Boleng, 
Arunachal Pradesh (February)

Reh Festival of the Idu 
Mishmi tribe at Roing, 

Arunachal Pradesh (February)

Nyokum festival of the 
Nyishi tribe at Yazali and 

Seppa, Arunachal Pradesh 
(February)

slow Foods Festival at 
Kotagiri (Nilgiri Biosphere 

Reserve), Tamil Nadu 
(December)

部族関係

マディヤプラデ
ーシュ州の部族
の村でトウモロ
コシを乾燥させ

る農民
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Sangeeta Khannaは植物学の修士号を取
得しており、微生物学者としての訓練
を受けています。彼女は世界中で栄養
学の指導者として働き、人々の食生活

を昔ながらの家庭料理にの戻すことで、数多くの人
々を生活習慣病から救ってきました。

し、少しの調味料と一緒に葉っぱに

包み蒸し焼きにします。

これらの料理は地元の農産物を

使用しているため、農業部門へのプ

レッシャーを軽減することができま

す。また、食材の全てを余すこと

なく使用することに重きを置いてい

るため、食材の無駄も最小限です。

なぜ、部族の料理が未だに話題にな

り、そしてインド中のフードフェ

スティバルなどで宣伝されているの

か。それには理由があります。料理

人たちは、これらの部族の料理を保

護し、現代風の料理に合わせようと

しています。

右：ナガランド州
のジャカマ族の村
で、太陽の下で干
されている様々な
種類の米やその他

の穀物

下：チャッティー
スガル州のドゥル
ワ族の市場で様々
な魚の干物を売っ

ている女性
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ラホール渓谷の活気ある植物相、ピン・バレーの多様な動物
相、西のクル渓谷、南のキナウルなど、スピティの冷たい砂漠

は自分探しの旅に最適な場所です

お一人さまの物語

著者 ヴィナヤク・スリヤ・スワミ
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ヒマチャル・プラデーシュにあ

る、荒涼としながらも超現実的

な楽園のような小さな渓谷のス

ピティは、雪に覆われたヒマ

ラヤ山脈のギザギザの峰で隔て

られ、険しい山道で結ばれてい

ます。これを念頭に置いて、私

はニューデリーからスピティ渓

谷への旅に出ました。私は一

人でバックパッカーをしていた

ので、道中であまり知られてい

ない場所を訪れ、私より先にこ

の道を歩いた人々によって私の

体験を定義されないようにしま

した。20〜36時間の旅の最初の

区間は、ニューデリーからチ

ャンディーガルでした。その

後、最初に通過点として立ち寄

ったのはレコン・ペオ、また

は単にペオと呼ばれる町です。

バスターミナルはシンプルな構

造で、HRTC（ヒマーチャル道路

輸送会社）の職員が笑顔でチケ

ットカウンターに配置されてい

ました。ボリウッドのテーマの

ホルンが隅々まで鳴り響く中、

バスはスピティ渓谷に向かって

登り、美しい風景の中を通り抜

けました。道が険しくなるにつ

れ、窓の外の景色は緑から茶色

に変わり、頂上が近づくにつれ

て空気が薄くなりました。森林

に覆われた美しい丘は険しい不

毛の山へと変わり、空と大地の

境界がぼんやりと霞んでいまし

た。私たちが近づくにつれて、

白や金の小さな斑点のように見

える仏教の僧院が時折斜面に見

上：スピティ渓谷
の古風な趣のある
ナーコの村とナー
コ湖

下：ナーコ村とタ
ボ村の間の荒れ野
の間を走る国道５
号線の眺め



 

Narkanda 
60 km 

3 hours

Kibber 
18km

60 minutes

m
ap

 n
ot

 to
 s

ca
le

Counted amongst one 
of the most scenic 

road-trips, the route 
from Chandigarh to 

Kaza is known for 
the multitude of 

experiences that can be 
enjoyed on the way. Be 

it skiing at Narkanda 
or meditating in the 
prayer rooms at the 

Tabo monastery    

Tabo

旅行
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Shimla 
112 Km 
4 hours

Nako 
105 km

5 Hours 

65km 
2-3 hours

48 km
3 hours

Mudh 
55 km 

3-4 hours

Kaza

Chandigarh

165 km
7 hours

美しい自然が広がるスピティ渓谷の田園風景
をゆっくりと楽しみます。

via shimla
Spiti Valley is accesible through 
Reckong Peo all year round via 
NH 44 and NH 5 that connect 
the international border with 
China.  
State transport buses run 
once daily from Chandigarh 
to Reckong Peo and from Peo 
to Kaza. 

Nearest Airport: Shimla 
Nearest rail head: Shimla 

via Manali
Kaza is also accessible through 
the Rohtang Pass via Manali. 
Although state transport buses 
do not run on this route, it is 
fairly popular among adventure 
and off-roading enthusiasts. 
Rohtang Pass is open  from June 
till October, as there is a chance 
of the roads being snowed in 
throughout winter. On this 
route, you will also have to cross 
the mighty Kunzum Pass at  
4,551 m that serves as a 
connection between the twin 
valleys of Lahaul and Spiti. 

Nearest airport: Bhuntar (Kullu) 
Nearest rail head: Chandigarh

How to reach

Reckong Peo
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られました。共に旅をしていた若い

僧が私の旅行ガイドを買って出て、

チベット建築特有の哲学を教えてく

れました！最も住むのが大変な地形

の1つとよく言われるところを旅し

ていましたが、地元の人々の暖かさ

によって自信が湧いてきたことに気

付きました。学校の制服を着た子供

から深紅色のローブを着た僧まで、

誰もが歓迎してくれてガイドもし

てくれました。6時間のバスの旅の

後、私はナーコという名の小さな村

に一泊する事にしました。湖の周り

に建てられた伝統的なチベットの泥

の家屋群からは、ナーコの名の元と

なった僧院を見下ろすことができ、

ナーコは良いところでした。ナーコ

には旅行者が快適に過ごすために必

要なものが揃っていますが、どこか

時代を超越した雰囲気があります。

ナーコでは、この渓谷で最初の友達

が出来て、今日でも連絡を取り合っ

ています！

翌朝早く、私は最初にスピティ

の行政の中心地であるカザへ、谷で

の生活を体験しに行くため、カザに

向かう途中のすべての村に止まる地

元の供給トラックに乗り込む事にま

した。途中、チャンゴとスムドに立

ち寄り、そこで私たち一同は軽食を

とったり、そこに配属されたCAPF大

隊と笑い話をしました。トラックが

僧院で止まると、僧たちが物資を集

めにやって来て、私と和やかに会話

をしてくれて、彼らのシンプルな生

活について知ることができました。

タボの1000年前からある僧院は目を

見張るものでした。他の堂々たる僧

院とは異なり、タボ・ゴンパは低層

左下：テイリング村と
ピン・バレー国立公園
へ続く主要道路を結ぶ
小さな橋 (Photo by: 
Vinayak S.)

右下：スピティ渓谷の
上部に位置する古風
な趣のある村ランザの
仏像と並んで見られる
天の川
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の寺院で、仏教への謙虚な姿勢

を表しています。

私は午後8時にカザに到着

し、次の一週間私が泊まったム

スタッシュホステルに向かいま

した。そこで、ラホール出身の

笑顔が素敵なロヒトに会いまし

た。地元の人々の優しさ同様

に、彼は私に地域固有の果実で

あるシーバックソーンから作ら

れた特別なお茶で暖かく歓迎し

てくれました。温かい夕食の食

卓についた時、気まぐれな気候

と戦いながら、世界で最も寒い

砂漠の一つを通るこの旅は非常

に過酷になるかもしれないと気

づきましたが、海抜3,800 mの地

で居心地の良い毛布に包まれな

がら暖かいお茶をすすり、1週間

前には知りもしなかった私を迎

え入れてくれ、心と家を開いて

くれた人々と大声で笑い合うの

喜びは比類のないものでした。

翌日、明るい朝に目を開ける

と、スピティ渓谷の大きな峰々

が私を見下ろしていました。完

璧ともいえる天気を最大限に活

かそうと、皆が出来る限りの観

光スポットを訪れたいと思った

ため、ホステル全体に活気があ

りました。私は別のアプローチ

で、温かいシーバックソーンテ

ィーを片手に、テラスへ出て軽

い朝食を味わっていると、今や

強い友情で結ばれたロヒトが後

からやってきました。静かな時

間を過ごそうという私の説明を

遮り、彼は約70 km離れたピン・

上：ピン・バレー国立
公園周辺の乾燥地域で
撮影された若いアイベ

ックス

下：ヒッキムの郵便
局。標高14567フィー
トに位置し、世界で最
も高いところで営業す

る郵便局。



 |  73  | 

他の堂々たる僧院とは異なり、タボ・ゴンパは低層の寺院で、
仏教への謙虚な姿勢を表しています。

右：夕暮れ時のキー・
ゴンパ僧院（4166 m）

の美しい景色

右下：夏の有名なチャ
ンドラタール湖の、想
像を絶する美しさの風

景の写真

バレー国立公園を訪れるべき

と提案してくれて、その日の

間彼の72年製エンフィールド

を快く貸してくれました。50

年物の獣を蹴り動かし、ギア

をゆっくり入れ、人生で最も

美しいドライブへと向かいま

した。スピティとは異なり、

多彩な花で覆われた雄大な峰

々からなるピン・バレーを見

るのは良い驚きでした。車で

行ける道はマッド村まで続

き、そこで私はバイクを停

め、私の体力を試すために徒

歩でピン・ババ山道へ向かっ

て進みました。

標高4000mの希薄な空気によ

り、1時間足らずで息を切らし

ていましたが、この地域固有

の希少なアルパイン種のヤギ

である、威厳のあるヒマラヤ

アイベックスに遭遇すること

が出来ました。悲しいかな、

興味ありげに私を見た姿を写

真で撮る事しかできず、すぐ

に周囲の山々の急な斜面を駆

け上がっていきました。

帰り道、私はカザを越え

てヒッキムの村へと進みまし

た。カザから約25kmに位置す

るヒッキムには、15,000フィ

ートと世界で最も高いところ

にある郵便局があります。私

がカザへの険しく曲がりくね

った道を下り始めた時はすで

に夕暮れで、誇らしげに谷を

見下ろしていた峰々は、この

美しい谷を四方八方から断固
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左：ピン・バレーの
クングリ・ゴンパの
近くで楽いひと時を
過ごす学生

(Photo by: Vinayak 
S.)

右下：スピティ渓谷
のカザ近くにある
1000年の歴史のある
タボ・ゴンパ（僧
院）への入り口

見るべきもの

ピン・バレー国立公園 

高くそびえる峰々に囲まれたピ
ン・バレー国立公園は、多種多
様な動植物の生息地であり、ス
ピティの乾燥した風景からと相
反して安らぎを与えてくれま
す。公園の周辺にあるムッドの
村までは、車で通れる道路が続
いています。 

カザからの距離：49km

地元ではキ・ 
ゴンパと呼ばれるキ僧院は、ス
ピティで最大の僧院であり、円
錐形の丘の周りに建てられてい
ます。ユニークな構造のため、
敷地全体が補強された砦のよう
に見えます。ゴンパには、350
人近くの僧と学生が住んでい
ます。 

カザからの距離： 16km

チャンドラタル湖 
4,270 mに位置するこの氷の湖
は、マナリからカザへの道の途
中にあり、周囲の峰々の壮大な
景色とともに、鏡のように反射
する透き通った水を見ることが
出来ます。星明かりの空の下の
野外でキャンプをし、魅惑的な
体験をしてみましょう。また、
湖へと続く10〜12 kmのハイキン
グコースもあります。

カザからの距離： 85 km

巨大な仏像やヒッキムの小さな集落、世界で最も
標高の高い郵便局が自慢の、象徴的なランザ村を

訪れることができます
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右：平均海抜14200フ
ィートのキバーは、ア
ジアで最も標高の高

い、継続的に人の住む
村の1つです。

下：ピン・バレー国立
公園のムッド村から続
く道。ムッドは、ヒマ
ラヤを越えた地域のほ
とんどの村と同様に、
荒々しい岩の多い山岳
地帯の灌漑緑地のオア

シスです

として守ろうと、少し疲れ果て

たように見えました。この狭い

ながらもよく整備された道で、

明るいピンクの夕日に照らされ

た乾燥した山の景色を背景に、

私はこれらの短い距離の重要性

を実感し、この「短い」1時間の

道のりが人々と文化を繋げてい

くのだと感じました（ただし離

れたところから）。

翌日、スピティを探索するた

めにスクーターを借りることに

しました。私が最初に立ち寄っ

たのはスピティ渓谷で最大の僧

院の1つであるキ・ゴンパで、

祈りのホールに足を踏み入れる

と、居心地の良いインテリア

と、リズミカルなお経が聞こえ

てきて、すぐに気分が落ち着き

ました。キの僧たちは私のため

に古くからある瞑想室を開けて

くれました。小さな窓から入っ

てくる日の光だけで照らされた

これらの瞑想室は、魂を探求す

るのに最適な環境です。

私がこの旅行を始めたとき、

良い土産話が出来るか疑問に思

っていましたが、その夜、ロヒ

トの古代の巨大なダイニングテ

ーブルについて、私は物語に必

要なのは顔を上げることである

ことに気付きました。それは一

生の旅物語です！

ヴィナヤク・スルヤ・スァミはデリーに拠
点を置くジャーナリストです。彼は機械工
学の学位を取得し、インド海軍で見習いの
造船技師として働いてきました。10代の頃
からパートタイムで作家をしていた彼は、

執筆と旅行の楽しみを追求するためジャーナリズムの道
へ切り替えました。
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イノベーション 

上(左から右へ):若年のイ 
イノベーター達がＬＥＤ
サファリで動作するソー
ラーランプ工房で働いて
います。

新規事業立ち上げの時期にはインドの農村地帯開発に直接的に
影響する社会問題はいまや インド国内でのクリーンテクノロ

ジィの起動とともに取り組まれています。

光りの旅
著者 イシタ・ゴエル
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ビハール州に遍在する小さな学校で

ベルが鳴らされて各教室での授業開

始が告げられます。生徒たちが教室

に集まるのを見ていると彼らが使用

済みの缶やこわれたガラスビンや色

々な種類の針金や雑多な再生可能材

料を持ち込んできているのがわかり

ます。先生が「おしゃべりをやめて

始めなさい」と言うと生徒たちは我

先にと競って仕事に取り掛かり、レ

ゴブロックなどのまだ使える材料を

器用に組み立ててソーラーランプを

作り上げます

このビハール州のなかでも遠隔地

にあり電気もない村でのこの光景は

ちょっと信じられないものです。し

かし子供たちは意気揚々と作り上げ

たランプを教師に掲げて見せ、それ

を自分たちの家に持って帰れるとい

うことでわくわくしています。「こ

れが我々がLEDサファリの新たな取り

組み方-太陽エネルギーを拡散してそ

の技術を革新的に缶や針金のような

一番簡単な形に砕いて子供でも簡単

に組み立てられるようにというやり

方なのです」とクリーンテック社会

的立ち上げ企業の起業者で最高経営

責任者であるゴヴィンダ  ウパディ

ヤイは説明します。“この企業名は(

東アフリカで使われている）スワヒ

リ語から取ったものでその意味は光

の旅です。我々は人々に自分たちの

ための光源の作り方を教え、それ等

の人々がまたその他の人々に教える

という風に次々と技術を伝達してい

って、このやり方で国全体が光を得

られるようにするのです。」

暗闇を照らす
ビハール州、アラー地区にある小さ

な村のマダンプールの出身で、この

村は彼の生育期には電気が開通して

いなかったため、為ウパディヤイは

幼時からエネルギーの大切さを身に

染みて育ちました。「クリーンエネ

ルギーを使いたいと望むのならば下

から上への積み上げが必要で技術が

トップ占有でなく民主的に大衆の力

によるものでなくてはならない」と

ウパディヤイは主張しています。

一番遠い僻地まで届くこと
カーボンフットプリント(二酸化炭素

等の炭素排出)の抑制への世界的趨勢

の中でもインドはその先端を切って

いて、2022年までに175ＧＷの再生可

能エネルギー産出の目標を掲げてい

ます。これはナレンドラ・モディ首

相 ナレンドラ モディが2019年にニ

ューヨークで開催された国連気候行

動サミットで述べた通りです。

タタ パワー &ロッカーフェラー財

団のような組織はこの急成長分野を

掘り下げて調査していて10,000の再

生可能小規模発電網を備えることで

殆ど5万世帯の消費に相当するクリー

右上：ゴヴィンダ　
ウパディヤイがビハ
ール州マダンプール
で訓練教育を授けて
います。
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イノベーション 

上部(左から右)：子供たちが不要になったボトルとジャーの
ような日用品で作ったソーラーランプを掲げて誇らしげな顔
をしています。

ンパワーを供給できると公表しま

した。この筋書きでいくとLEDサ

ファリイノヴェーションの果たす

役割が効果として現れることにな

ります。

“マイクログリッドやその他の

ソーラー装置を僻地で使用する場

合の効果に関する最大の問題はそ

れの監視であり、モニタリングは

非常に高費用でありまた面倒なこ

とでもある“とウパディヤイは述

べています。”人工知能とIoT（

モノのインターネット）を使用す

ることでソーラー装置の耐久性を

高めるためにこれらのグリッドを

統合する緊急の必要がある“と。

この目的のためにLEDサファリ

はAI起動付きハードウェア装置、

ヘリオヘルスセンサーを開発し、

これはソーラー屋根とミニ/マイ

クロ－グリッドがクリーンエネル

ギーパワーの供給の役割を強化

し；ソーラーパネルからの出力を

辿り;保守サービス業者に遠距離

操作で報告をいれ；データを分析

し、動作調節が必要な場合の進言

を行い、結果として出力を20パー

セント改善します。

避難キャンプでの作業
ウパディヤイの任務は彼をアフリ

カと南米の数多くの戦争の傷跡深

い場所や避難民のいる地域に行く

ことを余儀なくします。“夜間に

は女性や子供達が灯火なしで外に

出ることは非常に危険です。この

ような人々はこの問題のできるか

ぎりの解決策を心底必要としてい

ます。彼らがその装置を自分たち

自身で創り出すことができるよう

に彼らを訓練すればただちにこの

問題の解決に近ずくことができる

LEDサファリの新
たなヴェンチャー
のスマートヘリオ
は”熱の無い光“
というアイディア
に、持続可能な

エネルギーの採択
を加速することで
全力を注いでいま
す。スマートソリ
ュージョンを用い
てこのシステムは
無料で数量に限り
の無い太陽光線を
実行可能なエネル
ギー源にチャネル
するべく働いてい

ます。

‘日に当たり
すぎないで’
やりましょう
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ようになります。彼らは力を得る

ことができたと感じられるので

す！”

雇用を引き起こすこと
ＬＥＤサファリイノヴェーション

は各地方の若者たちが効果的にマ

イクログリッドとソーラーパネル

を維持できるように彼らに積極的

に働きかけてきています。”地元

民は我々の技術の中心的な使用者

たちです。彼らは電化プロセスを

持続可能な方式で維持するための

マイクロ起業家として訓練される

ことができるのです“。”なによ

りも言えることは、我々はクリー

ンエネルギーにほとんど関係のな

い、だからその仕事も少ない場所

がどこであるかを確定できます。

我々はそのような場所に住む人々

を訓練して技術を得ることが彼ら

の日常をどんなにか改善するため

に使用できるかを教えます。この

ことはバッテリーシステムのデザ

インの仕方を教えて、いかにソー

ラーエネルギーがどのようにソー

ラーパネルやバルブやランプに活

用されることができるかを彼らが

学べるように助ける事もできま

す。このようにして我々はその地

域の経済的活動を確立させる手伝

いをするのです。“

メンバー全部がより緑濃い未来

のために技術を駆使することに心

を定めている世界中の国籍の多岐

にわたるチーム造りをして、LED

サファリイノヴェーションは未来

の世代にドミノのように連鎖する

気温の変化に抗して戦う機会を与

えるであろう完全で明快な解決策

への道を舗装しているのです。

左から右(時計回り)：ウパ
ディヤイがビハールのトレ
ーニング工房でトップの成
績をあげた学生に賞を授与
しています；ウパディヤイ
がルワンダでも同様な訓練
会期を指導しています；ル
ワンダの難民キャンプで古
いプラスティックのボトル
を使って作ったソーラーラ
ンターンです。；ウパディ
ヤイをケニヤで成功裡に終
えた訓練会期の後で撮った
写真です。

人々は心底できる限り
の解決策を必要として
いるのであなた方が彼
らを訓練して彼ら自分
たちの手で達成できる
ようにしてあげれば彼
らはそれを大いに感謝
する上にあなた方もた
だちに彼らが変わる事
がわかります。彼らは
力が付いて権限を得た
と感じるのです。

ゴヴィンダ・ウパディヤイ
創立者兼最高経営責任者、ＬＥＤサ
ファリイノヴェーションInnovation

イシタ・ゴエル はニューデリー
駐在のジャーナリストです。イン
ディアンエクスプレスでの短期間
の就労のあと、彼女はインドの遺
産から現代の出来事を網羅する規
律についての執筆を活動的におこ

なってきています。
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舞踊

時代を超えて踊る
マレーシアダンス界の巨匠、ラムリ・イブラヒムにとって、
ダンスとは進化のプロセスです。バレエのようなコンテンポ
ラリーダンスで訓練を積んだこのパドマ・シュリー勲章受章
者の古典的インド舞踊の現代的表現は、伝統における現代性
を表現している素晴らしい例です。

ニューデリーでの
インターナショナ
ル・ダンス・フェ
スティバル開幕式
での二人のマレー
シア人、ラムリ・
イブラハム、ジャ
ニュアリー・ロウ
によるオリッシー

舞踊公演

著者 シュラバスティ・マリック
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伝統は、適応と充実によって、研

究、実践、保存されます。特に伝統

の厚い層が存在するインドにおいて

は、慣習と芸術は必要に応じて駆使

することが可能です。それが、世界

中の芸術家や思想家が、インドの伝

統的な慣習に刺激され、そしてそれ

を選んできた理由でしょう。世界中

の舞台において、インドの文化的豊

かさは、常に進化する伝統として考

えられ、また、時間と共に成長して

いく芸術的遺産として認識されてい

ます。

そのような芸術家の一人が、マレ

ーシア人のダトゥク・ラムリ・イブ

ラヒムです。彼は、パフォーマーと

ミュージシャンが古代インドの神話

を演じる「オリッシー」という作品

で、2018年にパドマ・シュリー勲章

を授与されました。過去30年間、パ

フォーマー、また振付師としてオリ

ッシーに熱心に取り組んできたイブ

ラヒムは、ダンスの形態の限界を広

げ、演出上の実験をし、現代の感性

を作品に取り入れ、今日の国際的な

観客を魅了してきました。また、バ

レエの訓練を受けてきたイブラハム

の現代性への探求は、オリッシーの

世界的な人気を高めるのに役立ちま

した。

「私のダンスの旅路は、私がバレ

エの生徒だった時に始まりました。

動き、というものの持つ力を発見し

たのは、私がオーストラリアで工学

を学んでいた時で、私はそれを従う

べき運命だと思いました。そして、

シドニー・ダンス・カンパニーに入

りました。同時に、私は歴史や神話

インド古典舞踊を変えたルクミニ・デビ、マリナリーニのよう
な古典的インド舞踊のモダニスト達。伝統を守りながらもそれ
にとらわれないインド古典舞踊の進化に深く貢献しました。

昔のモダニスト
ルクミニ・デビ

バラタナティヤムにおける数々の
改革は、伴奏、歌の選択、衣装や
ステージでの表現によるルクミ

ニ・デヴィの功績です。

マリナリーニ・サラバイ 
著名なインド古典舞踊家であり、初期のコ
ンテンポラリー振付家の一人であるサラバ
イは、古典舞踊形式の実験で知られていま
した。彼女は古典舞踊バラタナティヤム、
モヒニアッタム、クチプディ、カタカリの

訓練を受けていました。

クムディニ・ラキア 
彼女の振り付け作品は、伝統的技
能の現代のテーマの融合を目指し
ました。これらの振り付けは今日
では古典とみなされ、彼女の始め
た革新はカタック舞踊に取り入れ

られています。
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などのアジア文明にも非常に興

味がありました。これが私を、

インドとインドの伝統に結び付

けたものです。」とイブラヒム

は語ります。

大きなバレエ団に所属してい

たことは、イブラハムの創造性

を狭めたりはしませんでした。

イブラハムは、著名な踊り手で

あるアディヤ・K・ラクシュマン

の下でバラタナティヤムを学び

続けていたからです。「バレエ

右：マレーシアの
スートラダンスア
カデミーの生徒た
ちとイブラヒム

下：ムンバイのウ
ォリ・スクールで
子供向けワークシ
ョップをするイブ

ラヒム

と西洋のモダンダンスの両方に

関する洞察は、私を導いてくれ

る大切な里程標となりました。

私の、西洋の現代、そして古典

音楽への理解は深まり、それと

同時に、哲学、神話、そして生

きた現代芸術表現としての演劇

形態との出会いがありました。

イブラヒムは彼の冒険を続

け、最終的にオリッシーへの情

熱を発見しました。「インドの

古典を学び、表現することがと

ても難しく、生涯にわたる献身

が必要であろうことは分かって

いました。しかも、インド出身

ではない私は、他の人よりもっ

と一生懸命努力しなければなり

ませんでした。」とイブラヒム

は言います。

イブラヒムは、オリッシーの

伝説的な権威者であり、オリッシ

ーを世界に紹介することに深く関

わってきたデバ・プラサド・ダス

に従うことを選びました。「私達

が歴史を作り出しているとは気が
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バレエとオリッ
シーを組み合わ
せたイブラヒム
のパフォーマン
スは壮観です。
コンテンポラリ
ー演出のオリッ
シー公演での
巨匠
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くの『現代的な』芸術家や舞踊

家は、自分達を、取り巻く環境

と同時期に存在するもの、とし

て考えています。つまり、自分

たちの周りの環境と同時代に存

在するべき作品を作りだしてい

る、と考えているのです。ルク

ミニ・デヴィ、ムリナリーニ・

サラバイ、クムディーニ・ラキ

アなどのインド古典舞踊の革新

者達は、伝統という構造の中で

の現代主義者であり、伝統の前

向きな発展に貢献しました。私

も、特に伝統的な作品での表現

方法において、彼らと同じ意味

での現代主義者です。」

イブラヒムは、マレーシアと

インドの古典舞踊の形態とその

進化を比較して、「マレーシア

でもインドでも、西洋からでは

なく、アジアからの視点によっ

ての現代的なモダンダンスの独

現代の動向
スートラ財団

1983年にイブラヒムは
スートラ・ダンス・シ
アターを開きました。
イブラヒムは、インド
だけではなく世界中で
伝統が時間と共に進化
しており、舞台芸術は
最先端の創造性と結び
付けられるべきである
と気がつき、このダン
スセンターをマレーシ
アのクアラルンプール

に寄贈しました。

運命と共に踊る
2018年、ラムリの努力
は国境を越え、インド
で最高の民間人への名
誉であるパドマ・シュ
リー勲章を授与されま
した。彼の、増え続け
る国際的な称賛のリス
トがまた少し長くなり
ました。インドの舞台
芸術の権威であるサン
ギート・ナタック・ア
カデミも、イブラヒム
の努力と、インドとマ
レーシア両国において
舞踊脚本の変革を行っ
た彼のオリッシーへの
貢献を認識しました。

つきませんでした。私達は、私達

が最も愛していることをし続けて

きただけです。様々な出来事があ

り、それをこなしている間に、決

められていた運命の元に流されて

いました。私達は、私達がどうし

てもしたかったことをやっていた

に過ぎません」とイブラヒムは述

べます。

この、マレーシアの芸術家

は、バレエにおける経歴によっ

て、新しい創造性を演出に取り

入れることができました。「多

ラシュトラパティ・バワンでの勲章授与式で、ラーム・ナート・コーヴィンド大統領にパドマ・シュリー勲章
を授与されるダトゥク・ラムリ・イブラヒム

私は常に、コンテンポラリーアートは、未来そして現代
の舞台芸術が自然なプロセスの一部として存在している
ことを表していると感じています。それは、舞踊形態の
進化の機能として考えられています。

ラムリ・イブラヒム
スートラ財団芸術監督
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自性の再定義を更に進めていま

す。また、インドの古典舞踊は素

晴らしく独創的な変化を遂げよう

としています。それは、古典舞踊

がどのように創造的に繁栄してい

くかの現代での例として今では認

識されています。」

オリッシーの感性を現代の表現

形態と融合させ続け、また、世界的

な観客のためにダンス作品を再考し

続ける舞踊家であるイブラハムに、

彼の意欲の源について私達は聞いて

みました。キラキラとした目で、た

やすく魅力を振りまくこの66歳の芸

術家は次のように語ります。「何

か、これです、と言えるもの一つだ

けではないと思います。何か、自分

自身よりも大きな力によって前に進

められていると思います。時間の制

約と、他の人々が必要とすることを

常に優先してきました。しかし、私

が与えれば与えるほど、人生で得ら

れるものも多くなることに気がつき

ました。わが心溢れる、ということ

ですね。」

芸術家達が、自分達の意志に

より、国中で古典芸能の学校に通

うことで、今日では、舞踊は成長

し、また、普及した芸術形態にな

ったと言えるでしょう。全ての新

しい舞踊家達は、様々なダンスス

タイルの融合や、昔からの雛型や

価値観を傷つけることなく色々な

形のダンスと関連付ける実験など

の革新をもたらしています。

普段からコラボレーシ
ョンしているインド舞

踊研究所一行とイブ
ラヒム。『Odissi on 
High』の出演者、プロ
ダクションカンパニ
ーであるマレーシア
Sutraダンスカンパニ
ー、オリッシーダンサ
ー及び振付師でもあ
るグルBichitrananda 
Swainによって創立さ
れたBhubaneswarbased 
Rudrakshya財団とと

もに。

インドのマスコミ研究所を卒業した
後、ブバネーシュワルに拠点を置く
タブロイド新聞、MyCityLinksとThe 
Pioneerで働いてきました。音楽と本
が好きで、旅行、音楽、その他彼女

の興味をそそるものについて書くことを楽しんで
います。

ラムリ・イブラヒムは、オリッシーを世界中に広め、そしてより現代
的なオリッシーを生み出してきた伝説のデバ・プラサド・ダスの背

中を追う事に決めました。
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希望は高く、そしてそれは、予選に勝ち抜いた男子と女
子のインドホッケーチームとして、来年東京で輝けるプ

レッシャーでもあります。

東京オリンピッ
クへの切符

著者 ダンラジ・ピレイ
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インドがホッケーで他のどの国よりも

オリンピックで多くの金メダルを獲

得したことは、一般常識です！インド

は、オリンピック史上、ホッケーで８

つの金メダルを獲得しています。これ

は、世界最高です。数十年前からある

のかもしれませんが、国は、何年も経

ってからアンコールを要求し、プレー

ヤーは、それに応えるように準備を

急ピッチで整えているようです。11月1

日、2日にオディシャ州でブバネシュワ

ールで開催された2020年東京オリンピ

ックの予選でも、それが垣間見られ、

男子女子の両チームがそれぞれ対戦

相手のロシアとアメリカに圧勝しまし

た。男子チームの公平な勝利と女子

チームの総合的な勝利により、東京オ

リンピックでの枠を獲得しました。

男子チームは、過去3－4年、国民

の強い関心に高揚感と不安を感じて

いましたが、世界ランク9位の女子チ

ームは、相応なましな方を獲得しまし

た。しかし、過去２年間にわたる成長

ぶりは、彼らの技術と強さに対しては、

いかなる疑いの余地もありません。こ

れに加えて、２０１７年のアジアカップ

での栄光な勝利、アジア大会での準

優勝、ワールドカップ８位、ＦＩＡシリ

ーズファイナルのアジア優勝者である

日本を倒しての優勝。チームは、オリ

ンピックに向けてまっしぐらです。

女子チームには、キャプテンのラ

ニ・ランパルなど特別言及するに値す

る選手がいます。若い選手は非常によ

くプレーしており、2020年のオリンピ

ックで輝くと確信しています。

シンクタンク（コーチ、マネージャ

ー、トレーナー）が最高の戦略を引き

インド政府は、過去数年にわたり、国内のホッケーを促進す
るために多くの支援と動機を提供してきました。

下（左から右）：イン
ド女子ホッケー選手の
ナヴジョト・カウル、
サヴィタ・プニア、
チームキャプテンのラ
ニ・ランパルとナヴニ
ート・カウル、女子ア
ジアカップホッケート
ーナメントの中国戦で
優勝した後。アムリト
サルのカルサホッケー
アカデミーでのワーク
ショップ中のラニ・ラ
ンパル
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出すことができ、最大にペナルティ

をものにできれば、男子も女子もイ

ンドホッケーの黄金時代を再び体

験できます。現在のインドホッケー

の仲間には、才能もリーダーシップ

も備わっています。私たちには、グレ

アム・リード（男子チーム）とSjoerd 

Marijne（女子チーム）のようなコー

チがいます。彼らは、選手の考え方

をより積極的に変え、スキルに自信

を持たせることに成功しています。

現在男子チームは、最高のラインナ

ップの一チームを揃えています。イ

ンド男子のナショナルフィールドホ

ッケーチームのキャプテンであるマ

ンプリート・シン・パワールは、非常

に優れた選手です。スリージェシュ・ 

パラッツ・ラビーンドラン、 SV スニ

ル、 チングレンサナ・シン・カング

ジャム、アミット・ロヒダス、アミット・

ゴウダは、皆ベテラン選手です。この

チームに関する限り、国際的な場に

も触れ、非常に強固な知識やスキル

があるので、オリンピックでかなりの

可能性があると思います。予選で見

たように、男子チームは、相手のロ

シアと難なく対戦し、ロシアチーム

の過去数年間、芝上での欠如は明白

でした！

グラウンドレベルでも、よ

り才能のある若者がホッケー

をしているのを見かけます。

スポーツ志向の子供たちが、

クリケットのみをする時もあり

FIHシリーズ
決勝戦の最終
試合で、イン
ドのホッケー
選手マンディ
ープ・シン

若者は非常によくプレーしており、2020
年のオリンピックではいい成績が残せ

ると確信しています。
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上：インドと南アフリ
カの最終試合後、ヒー
ロートップスコアを獲
得したハルマンプリー
ト・シン（左から2人
目）とクマール・ヴァ
ルン（右端）
下：2020年オリンピッ
クの予選でゴールを決
めた後、チームメイト
と喜ぶマンディープ・
シン（右）

ダラジ・ピレイは、1989年ナショナ
ルチームでデビューしました。キャ
プテンとして、1998年と2003年のア
ジア大会を制覇するためにチームを

率い、ラジーヴ・ガンディ・ケール・ラトナ賞とパ
ドマシュリ賞を授与しました。

ました。しかし、そのシナリオは変化

しつつ、流れは再びホッケーに変って

います。

インド政府は、過去数年間、ホッ

ケーを促進する多くの支持と動機づ

けを行ってきました。これがそのよ

うな前向きな結果を目にする理由で

あり、今後さらに良いパフォーマン

スを期待することができます。Khelo 

Indiaキャンペーンが始まった時、アス

リートは学校レベルでも大学レベル

でも、公正な機会を得たのです。アス

リートとコーチングスタッフの進歩を

促進するために、いくつかの政策転換

が取られ、インフラストラクチャーがア

ップグレードされました。どの試合で

も、プレイヤーは、あらゆる場面で対

処できるように準備する必要がありま

す。私は試合の前夜から準備をしまし

た。フィールドでしっかりとプレーす

るためには、適量の水と栄養を摂取

する必要があります。また、自分の戦

略やどの程度のリスクをとるかなどの

プランも立てなければなりません。一

旦、すべてが完全な比率になり、自信

をもって前進すれば、うまくプレーで

きます。

男子チームと女子チームの両方に

多大なプレッシャーがかかっている

中、オリンピックのスケジュールが発

表になりました（女子チームは、世界

チャンピオンのオランダと対戦しキャ

ンペーンを開始する一方で、男子チ

ームは世界5位のニュージーランドと

初戦対戦します。）インドがメダルを

つかみ取る望みは強く残ったままで

す。
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最終ページ

インドの
印象
インドの知られざる魅力

先駆け 
• 第1回目のインド総選挙は、1951年10月

25日～1952年2月21日に行われまし
た。1949人の候補者がロークサバー（下
院）の489議席を争い、7500万人以上が
投票に訪れました。これは当時の選挙
活動としては、最大規模となります

• 最初のインド研究チームは21人のメン
バーで構成され、1982年1月9日に南極
大陸に到着しました。国立海洋学研究
所の所長ザイード・カフール・カシムが
チームを率い、ダクシン・ガンゴトリを
インドの研究基地として初めて南極に
設立しました。

• 物理学者チャンドラセカール・ラマンは
「ラマン効果」と呼ばれる光の散乱に
関する革新的な研究で、ノーベル物理
学賞（1930年）を受賞した初めてのイン
ド人となりました。

1929年に生まれたシャクンタラ・デ

ヴィは数学的計算の天才と呼ばれる

人物でした。驚くことに、若干8歳に

なるまでにマイソール大学とアンナ

マライ大学で学力を発揮していたと

いいます。1980年には、ランダムに

選ばれた13桁同士の掛け算をわずか

28秒で解答し、ギネス世界記録にも

記されています。

インドの数学者で天
文学者のアーリヤバタ
は、「大地（地球）は球
体であり、太陽の周囲
を回る」と唱えた最初
の人物です。

ビューティフル・マインド
「ブラーマ・スプタ・シッダー

ンタ と呼ばれる数理天文学の研

究で最もよく知られているブラ

ーマグプタは、インドのラージ

ャスターン州出身です。彼は数

字としてゼロを使用した最初の

人物であり、ゼロで計算するた

めのルールも定めました。

音楽への情熱  
パンジャブ州ルディヤーナーにある村スリ・バイーニ・サヒ
ブの住民にとって、1日は音楽で始まり、音楽で終わりま
す。スリ・バイーニ・サヒブには、すべての子どもが幼い頃
から古典音楽を始めるというユニークな伝統があります。
ボーカルレッスンからディルルバ、サーランギ、シタール、
タールシェーナイ、ラバーブなどの民族楽器に至るまで学
ぶことができ、音楽が生活の中に溶け込んでいると言って
も過言ではありません。この村の子どもたちは学校に通っ
たり、ゲームを楽しんだりするだけでなく、音楽の授業に

も欠かさず出席しています。
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