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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こ

のフェスティバルは、メガラヤの丘のガロ部族

によって祝われます。この祭りを祝うために、地

域の村人が集まり、、豊かな収穫を喜びます。

音楽やダンスが祭りを盛り上げ、この地域の伝

統的な太鼓が祭りの象徴となっています。

会場: メガラヤ、ガロ・ヒルズ

プシュカル・キャメルフェア

プシュカル・ラクダ祭りは、ラジャスタン州の神聖なプシュカル

湖のほとりで開催される活気のある家畜と文化の祭典で、旅行

者には大変お勧めです。数多くの友好的な大会や文化的なイブ

ニング・イベントがあり、フェスティバルは非常に活気のある行

事です。

会場: ラジャスタン州プシュカル

2019年11月8－12日

2019年11月8日

ラン・ウツァヴ

この毎年恒例のフェスティバルは、訪問者にカッチのグレー

ト・ランのユニークな文化と伝統的なライフスタイルの真の

ブルー・エクスペリエンスを提供します。また、このイベントで

は、厳選されたイベントや見本市を通じて、地域の手工芸品や

芸術的遺産を紹介します。

会場: グジャラート州グッチのグレート・ラン

2019年10月28日から2020年2月23日

インド全土に今度 
来るイベント

ポプリ
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2019年12月25日
クリスマス 

クリスマスは、インド全土の様々

な地域で、いろいろな方法で祝わ

れ、12月の最大の祭りの1つです。ク

リスマスは、教会が装飾され、贈り

物が交換される機会となり、お祝い

の時間は新年まで続きます。

会場: インド全域

サイチョウ祭り

北東部で最大のイベントの1つであるサイチョウ・フェスティ

バルは、ナガランド州の活気に満ちた文化的なモザイクを

祝います。州全体に生息する高い身長の鳥の名前のサイチ

ョウにちなんで名付けられたこの祭りは、芸術品や工芸品、

模擬戦争ダンスにより、部族間の関係を促進するものとなっ

ています。

会場: ナガランド州キサマ

国際映画祭

1952年に始まったインド国際映画フェスティバル

（IFFI）は、アジアにおける最大の映画の祭典

の1つに成長しました。2019年のIFFIは、第50回

を記念するフェスティバルであり、ゴアの複数の

会場で、65か国以上から、200以上の映画が参

加し、上映されました。

会場: ゴア全域

2019年12月20-28日
2019年12月 20-28日
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インドは、常に、経験と活気に満ちた文化、芸術的遺産、美しい景色、科学的スキルの宝
庫 であると考えられてきました。インド展望の今号では、インドが宇宙開発に向けて行っ
た 大規模な歩みを見ながら、既存の視野を広げることに努めています。インドの宇宙開発
は、 首相がNavIC（インドの星座の航海）と命名した、革新的なIRNSS（インド地域航法衛
星シス テム）を備えた宇宙空間は宇宙開発の代表的な例です。

急速に変化する世界的なシナリオでは、アジア諸国間の外交関係、特に中国とのパートナ
ーシップはかつてないほど重要になっています。私たちは、外務大臣のS Jaishankar博士
および、訪問による両国間の関係強化を分析する専門家と、中国に旅行します。この旅行
は、第2回インド中国非公式サミットの準備の一部となるものです。また、インドのナレンド
ラ・モディ首相と一緒に「ハウディ・モディ」イベントで盛大なレセプションのために米国ヒ
ューストンに旅行し、第74回国連総会サミットのためにニューヨークに向かいます。

その後、クリシュナ神の生涯の物語を描いたピチワイ絵画の美しい伝統を直接、この目で見 
るために、この国の西部地域に向かいます。それに続いて、私たちは世界最大の川沿いの島
であるアッサムのマジュリに旅行し、マスター・マスク・メーカーのコミュニティでの生活を体
験します。アメリカのスーパーモデル、レイチェル・ハンターと一緒に、リシケシとバラナシに
向かいます。彼女は、この国の精神的な温床の周りで癒しのひと時を過ごします。様 な々レ
シピをリストするだけでなく、これらのコミュニティの料理の伝統を保存し、時代の変化とと
もに失われないようにすることを目的とする、非常に有益なコミュニティ・クック・ブックを見
ていきます。

長年にわたり、ヒンディー映画または、一般的にはボリウッドと呼ばれている映画は、すべ
ての主要な映画イベントで上映され、世界中でその名声を獲得しました。インド映画が世
界の映画産業に及ぼす影響を分析します。国の様 な々場所で祝われる多数の秋の宗教的
および文化的イベントにおける写真をご紹介し、公式なインドの祝祭シーズンの到来につ
いて、全インドの様子をご案内します。トレッキングはアドベンチャー旅行の最も人気のあ
るモードの1つになりつつあり、次世代のために、美しく威厳のあるヒマラヤ山脈をクリーン
で、グリーンで、ごみのないに状態に保つための戦いをリードしている組織と話します。

最後に、私たちはインドの勇敢な心、身体的な怪我やトラウマにも関わらず、やる気を起こ
させる象徴となり、人生においてあらゆる成功を収めた人々に話をお伺いします。また、イン
ド全土の貿易と商業を後押ししている新しい時代のネットワークである
全国ハイウェイを含むインドの広大な道路ネットワークによって達成さ
れてきた成長を調べます。

ラヴィーシュ・クマール

まえがき
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バンコクの第16回インドASEANサミットにおけるインドのナレンドラモディ首相と各国の国家元首ら

インドのアクト・イースト政策は、近隣諸国の範囲を広げて、アジア太平
洋地域に焦点を当てています。もともと経済イニシアチブとして考案され
たこの政策について、新しい政治的、戦略的、文化的側面を持ち始めてい

ます。アニル・ワドワ元大使が、最近の変化について説明します

東の友達
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左：ASEANの学生を対
象とする1,000人の
PhDフェローシップ・
プログラムの開始を
宣言するS・ジャイシ
ャンカール外務大臣
とRamesh Pokhriyal
人事大臣

1
990 年代初頭、インドはル

ック・イースト政策を導入

し、2015年にはアクト・イー

スト政策に変更されたまし

た。これは、この地域や他の

インド太平洋諸国と商業的つながり

を強化し、インド北東部の開発の機

会を獲得するという双子の目的を果

たすことを目的とするものです。商業

（Commerce）、文化（Culture）、接

続性（Connectivity）の3つのCが、

インドのアクト・イースト政策の柱で

す。

長年にわたり、インドは

ASEAN（東南アジア諸国連

合）およびARF（アセアン地

域フォーラム）、EAS（アジア

サミット）、ADMM+（ASEAN国

防大臣会合プラス）などの関連する

枠組みに関して大きく貢献するとと

もに、日本、韓国、オーストラリア、

太平洋諸島を含むさらに東の国 と々

の関係も強化してきました。この進

歩は、一般にアクト・ファー・イース

トと呼ばれ、ロシアと極東地域に拡

張されています。インドは、1996年

の対話パートナーから、2002年には

サミット・レベルのパートナー、そし

て、2012年にはASEANの戦略的パー

トナーへと進歩してきました。イン

インドはミャンマーとタイを結ぶ
三国間高速道路の迅速な完成を推
し進めています
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上：Vijay Thakur 
Singh外務秘書官
（東）（右から3番
目）が、最近、ニ
ューデリーで開催
された第11回メコ
ン・ガンガ協力高
官会議に出席して
いるところ

ドは、現在、ASEANと様 な々分野で、少な

くとも30件の高官レベルの対話を行って

います。ASEANは1,850億米ドルの貿易規

模と、合計3.8兆米ドルのGDPを有してい

る地域であるため、インドは、ASEANとの

より深い経済統合を必要としていて、経

済的に積極的に関係する必要がある地

域となっています。ASEANは2000年4月か

ら2018年3月の間に、689.1億米ドルをイン

ドに投資し、インドは2007年から2015年

の間に、ASEANに366.7億米ドルを投資し

ました。インドと他のASEAN諸国、および

ASEANパートナー（中国、オーストラリア、

ニュージーランド、韓国、日本）の5か国

は、近代的、包括的、高品質で、相互に有

益なRCEP（地域包括的経済連携）に関与

しています。

経済関係を改善する上で重要な側面

は、インドとASEANの間の陸、海、空にお

ける交通機関による接続性の向上です。

インドは、インド、ミャンマー、タイを結

ぶ三国間高速道路の建設を加速し、後

にラオス、カンボジア、ベトナムが道路ネ

ットワークに接続すると考えられていま

す。2015年、インドのナレンドラ・モディ

首相は、ASEANとのデジタルおよびインフ

ラ接続を強化することを目的とする、10

億米ドルのクレジット・ラインを発表しま

インドはまた、海水淡水化技術の開発への投資や生物多様性
の収穫など、ブルー・エコノミー協力の強化にASEANとの提

携を期待しています。



• ナレンドラ・モディ首相は、11月2日、3
日間のタイ訪問のために首都バンコクに
到着しました。

• 首相は、インドのアクト・イースト政
策におけるASEANの重要性を強調し、農
業、科学、IT、工学、大学のネットワー
クなどの分野で加盟国とのパートナーシ
ップを強化する必要性を強調しました。

• ASEANの指導者たちは、インドを長期的
な友であり、ダイナミックなパートナー
であるという認識を示し、平和と安定の
ためのこの地域におけるインドの貢献を
認めました。

東域のパートナー
シップ：
第16回インドASEANサミットにお
けるインドからの参加者ら
第14回東アジアサミット
第3回RCEPサミット
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左：ニューデリ
ーの共和国記念
日の祝賀会にお
ける主賓のASEAN
加盟国の指導者
らと、彼らを迎
えるインドのラ
ム・ナス・コビ
ンド大統領およ
びナレンドラ・
モディ首相

した。三国間高速道路は2020年に開通

する予定で、開通に必要なソフト・イン

フラを整備する取り組みも進められて

います。海のリンクはまた、イノアとチ

ェンナイの港を含むインドの東側の海

岸線を、CMLV諸国とつなぐために重要

です。

インドはまた、海水淡水化技術の

開発、生物多様性の収穫、海洋鉱物の

海洋鉱物の捜索・発掘など、ブルー・

エコノミー分野での協力の強化につい

て、ASEANとの提携を模索しています。

インドは沿岸監視ネットワークを設置

し、パートナーとの間で共有された海上

ドメイン認識の能力を絶えず強化して

います。インドはまた、気候影響緩和の

ための協力プロジェクトを実施するた
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協力グループと協力し、同地域とイ

ンド・中国地域との間のより大きな

つながりを促進しています。FIPIC（

インドと太平洋島嶼国フォーラ

ム）は2014年に設立されました。

インドは、開発プロジェクトのため

に、FIPICのメンバーである14の島国

のそれぞれに、ロール・オーバー・ベ

ースで毎年20万米ドルを提供してい

ます。

この地域の発展で注目

すべきものは、インド、日

本、オーストラリア、米国4

か国（クワッド）の非公式

グループの復活であり、イ

めに、ASEANとグリーン・ファンドを

設立しました。

現在、インドは地域における

ASEANの中心性と能力の向上を促進

しています。また、ベンガル湾におけ

る協力を促進するため、BIMSTEC（多

分野技術経済協力のためのベンガ

ル湾イニシアティブ）の強化を目指

しています。さらに、メコン・ガンガ

インド海軍は、アンダマン島とニコバル
諸島において、インド洋地域の国々の海

軍と友好的な演習を行っています

左: S・ジャイシ
ャンカル外務大
臣が、バンコク
で開催された第
10回メコン・ガ
ンガ協力閣僚会
議（2019年8月）
において、加盟
国外相との会談
後の写真撮影
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ンド太平洋地域における位置を調

整するものとなるでしょう。インド

は、リソースをプールすることで、

インフラ・プロジェクトに関するク

ワッド各国と協力することができ

ます。インドは、情報技術のニッ

チな分野を利用して、税関やリス

ク管理に力を与えることができま

す。

将来的には、インドはASEANと

の接続プロジェクトを、軽快かつ

迅速に完了させる必要があるでし

ょう。また、強固な防衛、政治、文

経済関係を改善する上で重要な側面は、インドとASEAN
の間の陸、海、空における、交通機関の接続性を改善

することです。

上：11月3日にタ
イのバンコクで開
催された第35回
ASEANサミットに
おける国家元首ら

化、社会経済的な関係を築き、地

域の国 と々の相互依存関係を育

み、近隣の安全を確保し、通信の

シーレーンを開き、独自の経済発

展のための安定した平和的な外部

環境を確保することが必要です。

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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上：インドのナレ
ンドラ・モディ首
相は、9月24日にニ
ューヨークで開催
された第74回国連
総会セッションの
際に、アメリカの
ドナルド・トラン
プ大統領と会談し
ました。

個人的な親和性、テロ、経済、防衛に関する相乗効果、そして、インド系アメリカ人
が、共通のスレッドとして機能します。ナブテイ・サルナ 前大使が、ナレンドラ・モ
ディ首相の米国訪問（9月21日〜27日）を大成功に導くのに、なぜ、ヒューストン訪問

が重要だったかを説明します

こちらは問題ありません
ヒューストン、

ドナルド・トランプ政権下では、2度目とな 

るナレンドラ・モディ首相の米国訪問は、ヒ 

ューストン訪問で、夢のようなスタートを切 

りました。50,000人のインド系アメリカ人が

参加したハウディモディの祭典は、2014年の

マディソン・スクエア・ガーデンにおけるイ

ベントを、規模の面で、そして、トランプ大

統領がモディ首相と舞台を共有したという点

において、圧倒するものでした。下院多数派

民主党のリーダーであるステニー・ホイヤー

議員を含む上院議員と下院議員の参加は、イ

ンドと米国のパートナーシップに対する、ア

メリカ議会の超党派による支持を表していま

す。火曜日に行われた正式な二国間会議は、

深刻な議論にふさわしい機会でしたが、ヒュ

ーストンのイベントは、いくつかの重要な洞

察を提供するものでした。

このイベントから最も明らかなことは、2

人のリーダー間の個人的な相性だったと

言えるでしょう。2人の関係が良好なこと

は、2017年6月のホワイトハウスでの初めて

の会談からも明らかでしたが、関税や破壊的

なハーレー・ダビッドソン問題に関する周囲

を混乱させるようなトランプ大統領によるツ

イートでの発言の後、関係が少し動揺してい

るようにも見えました。最近の大阪とビアリ

ッツでの会談は、2人の関係の修復を示すも

のでした。ヒューストンのイベントは、関係

の改善を公の場で示すものとなりました。お

互いの個人に対する豪華な賞賛により、両者

の成果を相互に称え合う意思を表明するもの

であり、イベント全体におけるボディー・

ランゲージ、さらに、イベントの最後には、

政治的に、スタジアムの周りを勝利ラップす

るのと同等の演出が行われました。トランプ

大統領の個性を考えると、この個人的な相性

は、勝利カードであると言うことができるで

しょう。

二番目に、意見の調整が行われたのは、

テロリズムの問題に関するものでした。スタ

ンディング・オベーションにより、過激なイ

スラム・テロに対するトランプ大統領の声明

が歓迎されました。それとは対照的に、モデ

ィ首相は、国の名前を挙げずに、テロのスポ

ンサーとしてパキスタンにおける薄いベール
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上：モディ首相
が9月21日、ヒュ
ーストンでイン
ドのディアスポ
ラのメンバーと
交流しています

で包まれたストライキを挙げ、彼は、9/11

と26/11の両方を対照することにより、アメ

リカと共通の脆弱性をインドが有している

ことを示しました。トランプ政権は、概し

て、パキスタンに対しては、アフガニスタ

ンに関する協力と引き換えに与えられた何

らかの戦術的なロープにもかかわらず、テ

ロへの支援については、より厳しい方針を

示しています。対テロに関するインドとの

協力は拡大していて、国連および金融行動

特別委員会におけるテロ組織の新たな指定

や、好ましい方向の発展が見られます。

両首脳は、両国の経済と今後の発展の方

向性について幅広く会談しました。モディ

首相は、農村部の衛生、農村部の交通、銀

行業務等を対象に、インドの発展に関する

ビジョンを示しました。データの利用可能

性の拡大と過剰な規制の撤廃により、ビジ

ネスのし易さがさらに高まり、インドを魅

力的なFDIの目的地にしています。彼はま

た、5兆ドルの経済を達成するために必要な

ステップ、すなわち、投資の増加、インフ

ラストラクチャの強化、輸出の増加

についても言及しました。これらは

すべて、アメリカにとって重要なこ

とです。インド経済の未来は、明る

く、インドの物語の非常に前向きな

部分となっています。

トランプ大統領は、在職中に生み出され

た600万人の雇用、失業率とインフレ率の低

さ、および、減税について言及しました。

彼は、アメリカにおけるインド企業による

投資と、数万人のアメリカの雇用が生み出

されたことを称賛しました。トランプ大統

領は、政権発足以来、インドによる貿易と

投資の取引が極めて拡大してきていること

を、重ねて指摘しました。アメリカ大統領

からインドのアメリカ経済への貢献につい

て聞くことは、インドの役人や企業にとっ

て甘い音楽になったでしょう。

貿易問題はおそらく二国間会議のために

も確保される話題ですが、両首脳は、もう1

つの話題であるエネルギー協力についても

会談しました。エネルギー分野のメジャー

17社のCEOとモディ首相が最初に約束したこ

との重要性は、トランプ大統領の下でも失

われませんでした。彼は、インドがアメリ

カから、石油と天然ガスを購入することを

歓迎し、さらなる購入量の増加を促し、ア

メリカを世界一の石油とガスの生産国とな

ドナルド・トランプ米大統領は、インドによる防
衛分野の購入額が180億米ドルに達し、パイプライ
ンでの取引が増えているという認識を示しました
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モディ首相は、9
月24日、アメリ
カ訪問中に、ニ
ューヨークで、
ビル・メリン
ダ・ゲイツ財団
から授与された
ゴールキーパー
賞を、ビル・ゲ
イツから受賞し
ました。

るという予測を示しました。インド

は一貫して、2017年以降、年間45億

ドルレベルを購入しており、トラン

プ大統領の貿易チームに対して、24

億ドルの貿易赤字に深刻な打撃を

与えるものであると主張してきまし

た。私たちの見方は、この直接の購

入は、エネルギー部門への相互投資

にまで深めなければならないという

ものです。

トランプ大統領による防衛と安

全保障協力への言及は注目に値し

ます。彼は、インドの防衛分野の

購入額が現在180億ドルに達し、さ

らに多くの取引が進行中であるとい

う認識を示しました。この認識も、

歓迎すべきものです。ロシアからの

S-400システムの購入に対する潜在

的な制裁に直面したとき、私たちの

多様化はまさにインドが主張して

きたことです。トランプ大統領は、

インド太平洋地域での協力に不可欠

な両国の防衛部門の相互運用性の

拡大についても、今後予定されてい

る、初めての三軍演習であるタイガ

ー・トライアンフについて強調しま

した。

最後に、そして確実に、ヒュー

ストンの聴衆にとって最も重要なの

は、選挙についての計算を割り引い

た後でも、インド系アメリカ人コミ

ュニティに対するトランプ大統領に

よる物惜しみしない称賛と支援は、

心温まるものでした。インド系アメ

リカ人は、医療、ビジネス、テクノ

ロジーの熱心な先駆者として、また

アメリカが自分たちの物として誇り

を持っているコミュニティとして、

高く評価されました。移民に関する

トランプ大統領の厳しい方針に関す

るコミュニティの潜在的の懸念は、

白人至上主義者によるH1-B規制の厳

格化またはランダムな憎悪犯罪の

文脈で定期的に浮がび上がっていま

す。大統領の発言は、彼の不法移民

への非難とは全く対照的に、これら

の懸念を和らげるものです。

インドの代表団の合計5日間のア

メリカ訪問において、ヒューストン

訪問は、ニューヨーク訪問の準備と

して十分満足するものとなったでし

ょう。

モディ首相は、国連総会のためにニュ

ーヨークに到着した後、いくつかの多

国間および二国間会議の会談に出席

しました。モディ首相は3つの国連の会

議に出席しました。国連気候変動サミ

ット、普遍的な健康保険、テロリストと

暴力的な過激派に対する戦略的対応

に関する指導者の対話、です。3つのす

べての国連の会議で、モディ首相のス

ピーチは大きな関心を集め、民主主義

や、世界の主要な影響力を持つ指導

者として、インドの地位の高さを示しま

した。1日目、モディ首相は、カタール首

長、ニジェール大統領、イタリア首相、

ユニセフ事務局長、ナミビア大統領、

モルディブ大統領と6回の二国間会談

を行いしました。首相の2日目は、アメリ

カ大統領との二国間会談から始まり、

引き続き、インド太平洋首脳会議に参

加しました。モディ首相はまた、国連コ

ンプレックスで開催された「ガンジー

150歳」イベントに参加しました。イン

ドは、マハトマガンジー生誕150周年を

記念して、国連コンプレックスのソーラ

ー・ルーフトップ・パネル、および、ニュ

ーヨーク州立大学のオールド・ウェスト

バリーキャンパスにおけるガンジー平

和庭園でのガンジージ生誕150周年を

記念しての150本の木の植樹、およびガ

ンジージの国連切手の発行に敬意を

表して、100万米ドルの資金提供を行い

ました。夕方遅く、インド首相は、リン

カーン・センター・オブ・ザ・パフォーミ

ング・アーツのビル・アンド・メリンダ・

ゲーツ財団から、スワフ・バーラト・ア

ビヤンの指導者として「グローバル・ゴ

ールキーパー」賞を受賞しました。首相

はまた、ブルームバーグ・グローバル・

ビジネス・フォーラムの本会議で基調

講演を行いました。これに続いて、イン

ド政府とインベスト・インディアが主催

するCEOとの投資ラウンド・テーブル会

議が行われ、40の主要なアメリカ企業

が出席しました。9月27日、首相は国連

総会で演説し、政府の様 な々開発政策

と気候変動イニシアチブと世界平和に

対するインドの確固たるコミットメント

を強調しました。

ニューヨーク
からのお持ち
帰り

ヒンダスタン・タイムズの2019年9月23日版を
参考

Navtej Singh Sarnaは、インド外
交使節団を率いて、イギリス、イ
スラエル、アメリカのインド高等
弁務官/大使を務めました。彼はい

くつかの本を書いており、インドや海外の雑誌や
新聞に数多く貢献しています。
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インドのナレンドラ・モディ首相は、総選挙で決定的な勝利を収

め、5月16日に今期の任務を開始し、ブータンのカウンターパートで

あるLotay Tshering博士の招待で、8月17〜18日にブータンを訪

問しました。インドの首相は、ブータンの首相と閣僚らにより、パ

ロの名誉衛兵による儀式で歓迎されました。ブータン国王と王妃

もインド首相を称えて昼食会を開催しました。

インドとブータンの関係：特権的な友情の促進

上：8月にブータンを訪問した際のインドのナレンドラモディ首相とブータン首相のロタイ・ツェリング博士

ナレンドラ・モディ首相の諸外国訪問は、相互に有益な国際協力に関する
政府の立場を再確認しました。彼の最近の諸外国訪問を振り返ります

友情を超越する

• 720メガワットの
Mangdechhu水力発電所の
運転開始により、ブータン
と共同の発電容量の合計
が2000メガワットを超えま
した。

• ブータンにおけるRuPayカー
ドの利用開始により、ブー
タン経済の強化に加えて、
旅行者が現金を持ち運ぶ必
要性が少なくなりました。
次のフェーズでは、ブータ
ンの銀行がRuPayカードを
発行することにより、インド
とブータンの経済がさらに
統合を深めるとともに、キャ
ッシュレス取引を目的とす
るブータンのBHIM（Bharat 
Interface for Money）ア
プリの特別な実行可能性調
査を実施します。

• 訪問中に、知識ネットワー
ク、教育機関、司法機関な
ど、様々な分野を対象とす
る覚書に署名されました。

• ISROの支援を受けて構築さ
れたブータンのSAS（南アジ
ア衛星）の運用を目的とす
る地上地球局の発足に際
し、モディ首相はブータン
に追加の帯域幅を提供す
ることにより、ブータンの全
体的な成長に対するインド
のコミットメントを再確認し
ました。

ハイライト
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フランスを訪問中のインド首相とフランスのエマニュエルマクロン大統領(8月22日)

フランス 
ナレンドラ・モディ首相は、8月22－23日にパリで開

催されたインド・フランス首脳会談と、8月25－26日

にビアリッツで開催されたG7サミットに参加するた

めに、フランスを公式訪問しました。

G7サミット中に、首相は、環境、気候、デジタル

変革に関するセッションで講演するとともに、他の

参加国と多くの2国間会談を開催しました。

モディ首相はフランス訪問中、フランスのエマ

ニュエル・マクロン大統領とフランスのエドゥアー

ル・フィリップ首相と会談しました。マクロン大統領

との会談は約1時間半行われ、

インド太平洋地域におけるイ

ンドとフランスの協力、サイバ

ーセキュリティ、人工知能、防

衛、民間用の核協力など、多く

の二国間および国際的な問題

が議論されました。

三か国訪問

G7サミットでは、PMモディ首相はいくつか
のセッションで長時間の講演を行い、他の
参加国の指導者らと多くの二国間会談を行
いました。
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上：フランスで開催された「生 物多様
性、海洋、気候」に関するG7サミ ット
の特別セッションでのモディ首相（8月
26日。

右：モディ首相は、バーレーンのマナマ
にあるアル・グダイビーヤ宮殿で、8月24
日にバーレーン王ハマド・ビン・イサ・
アル・ハリファ王と会談しました

モディ首相はまた、ニッド・ダイグルに

おけるエア・インディアの飛行機墜落事

故のインド人犠牲者の慰霊のため、記念

碑の除幕式に参列した後、G7会合に向け

て移動しました

アラブ首長国連邦
8月23日、モディ首相は、三か国訪問

の2つめの国となるアラブ首長国連邦

（UAE）に到着しました。首相は、宮殿

での歓迎式典の後、アブダビのシェイ

ク・モハマド・ビン・ザイード・アル・ナ

ヒャン皇太子と二国間会談を行いまし

た。インドの首相は、中東で初めてとな

る、RuPayカードの利用開始を正式に

発表しました。モディ首相は、UAE訪問

中、「両国間の二国間関係を大きく後

押しした卓越したリーダーシップ」が認

められ、UAEでは非軍事の賞として最高

の勲章であるザイード勲章を授与されま

した。 

バーレーン
モディ首相は、8月25日、三か国訪問の

最後の国となるバーレーンに到着し、バ

ーレーン王国を訪問した最初のインド

首相となりました。インドの首相は、歓

迎式典の後、ハリファ・ビン・サルマン・

アル・ハリファ王子と公式会談を行いま

した。

この訪問中に、ISROとバーレーンのカ

ウンターパートとの間で覚書への署名が

行われ、「CubeSatの構築、地上局の確

立、データ共有、およびトレーニングの支

援」を行うことが確認されました。
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上：モディ首相とロ
シアのウラジミー
ル・プーチン大統
領、9月にウラジオ
ストクを訪れた際に
ズベズダ造船所で軽
快な瞬間を楽しんで
いる様子

パタンジャリ・プンディットは、コ
ロンビア大学とロンドン・スクー
ル・オブ・エコノミクスを卒業し、
歴史家、作家、そして起業家でもあ
ります。

ウラジオストクのボートライド
モディ首相は、9月4日の朝、36時間

のロシア訪問を開始し、東部経済フ

ォーラムの主賓として参加するとと

もに、第20回年次インド・ロシアサ

ミットに参加しました。首相は、ウ

ラジオストクに上陸し、ロシアの極

東連邦管区の行政センターを訪問し

た最初のインド首相になりました。

ロシアのヴラジミル・プーチン大統

領は、特別の計らいにより、インド

首相を、ズヴェズダの新しい造船所

に、海上から案内しました。両首脳

は、北東アジア地域への踏み台とし

てのロシアの極東地域における二国

間問題とインドのコミットメントの

拡大について、2時間以上にわたっ

て議論しました。

インド首相は、第5回東部経済フ

ォーラムの全体会議に出席する前

に、3人の首脳、日本首相、モンゴ

ル大統領、マレーシア首相と、それ

ぞれ二国間会談を行いました。ウラ

ジオストク訪問は、インドとロシア

の関係が信頼とパートナーシップを

通じて協力の新たな段階に達するこ

とを示すものであり、極めて重要

です。

首相の訪問中に、経済部門で5

つ、エネルギー部門で4つ、インフ

ラ部門で2つを含むいくつかの覚書

に署名されました。さらに、両国間

の防衛と文化的つながりを強化する

ための覚書も署名されました。
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インドのM Venkaiah Naidu副大統

領は、8月17日にリトアニアに到

着し、非常に温かい歓迎を受けま

した。彼はリトアニアのGitanas 

Nausėda大統領を訪問し、彼の選

挙での勝利を祝福しました。彼は

ナウシダ大統領と広範な議論を行

い、両首脳は、農業、食品加工、

情報、金融技術の分野で協力を強

化することに合意しました。その

後、彼はリトアニアのサウリウ

ス・スクヴェルネリス首相と、セ

イマス（リトアニアの一院制議

会）のヴィクトラス・プランキー

ティス議長と会談し、ラジャ・サ

バ国会の職権上の議長として、議

会の手続きとプロセスについても

会談しました。彼はまた、リトア

ニアのインド人コミュニティのメ

ンバーと対話し、両国間の経済的

および文化的結びつきを強化する

ように促しました。 

ラトビア 
彼はまた、リトアニアのインド

人コミュニティのメンバーと対

話し、両国間の経済的および文化

的結びつきを強化するように促

しました。これは、1990年代初頭

に両国間の外交関係が確立され

て以来、初めてのハイレベル会

議でした。彼は儀式的な歓迎を

延長し、ラトビア大統領、Eglis 

Levits、Krisjanis Karins首相、

およびSaeima（ラトビア議会）の

代議長であるInese Libina-Egnere

と会談しました。 

エストニア 
インドの副大統領は、3か国目と

なる訪問で、8月20日にエストニ

アに到着し、エストニアのKersti 

Kaljulaid大統領と会談し、地域、

多国間、二国間問題について議論

しました。貿易、商業、IT、電子

ガバナンス、サイバーセキュリテ

ィ、教育に関する協力についての

議論も、副大統領の訪問のハイラ

イトの1つでした。彼はまた、バ

ルト諸国への5日間の訪問の最終日

に、エストニアをニューデリーで

開催される次のインドヨーロッパ

29ビジネスフォーラムに招待しま

した。 

左：副大統領
が、最初の訪問
国の訪問を成功
裏に終えた後、
リトアニアの首
都のビリニュス
から出発すると
ころ

バルト海のつながり
インドのM Venkaiah Naidu副大統領は、8月17－21日にリトアニア、ラトビア、エス

トニアのバルト海諸国を3日間訪問しました。

Naidu副大統領は、ラトビアのインド人コミュ
ニティのメンバーと交流し、ラトビア国立図書

館でガンジーの胸像を発表しました
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パートナーシップ

上：8月1日にタイで開催されたASEAN-インド閣僚会議における
ASEAN加盟国外相の集合写真

下：9月26日の国連総会の際に開催されたBRICS外相会合におけるイ
ンドの外務大臣S・Jaishankar博士

新しい合意の形成
ASEAN-インド閣僚会議のハイラ
イト インド外務大臣のS・
ジャリシャンカ博士は、タイのド

ン・プラムドウィナイ外務大臣とと

もに、ASEAN-インド閣僚会議の共

同議長を務めました。会議中、2016

－2020年のPoA（行動計画）の実施

に引き続き、新しいPoAが来年まで

に最終決定されることが確認されま

した。

ASEANとインドによるインド太平

洋地域に関する見解を含む、地域的

および世界的な問題も議論されまし

た。さらに、会議では、インド・ミ

ャンマー・タイの三国間ハイウェイ

およびカラダン・マルチ・モーダル

交通輸送プロジェクトによるASEAN加

盟国とインドとの間の交通網の拡大

を歓迎しました。    

BRICS閣僚会議 イ・ 
Jaishankar博士は、9月26日、ニュ

ーヨークで開催された国連総会の第

74回セッション（UNGA74）に合わせ

て開催されたBRICS閣僚会議に参加

しました。この会議の議長は、2020

年のBRICS会議の次期議長国とし

て、ロシア連邦が務めました。閣僚

は、会議の機会を歓迎し、国連への

信念を再確認するとともに、BRICS

の委任の実施において、国連の場を

より効果的かつ効率的に活用する方

向で、持続的に努めることに同意し

ました。

閣僚らは、さらに、政治的、経

済的、財政的、持続可能な開発の分

野、および第74回国連総会で可決さ

れた指令の範囲におけるBRICS内部で

の活動に向けて取り組むことにも同

意しました。
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右上から時計回りに：インド外務大臣S・Jaishankar博士が、8月
29日に、ワルシャワのポーランドのマテウス・モラヴィエツキ首
相を訪問しました; 外務大臣は、9月25日、ニューヨークで開催
された国連総会の際に、イタリアのLuigi Di Maio外務大臣と会談
しました; 国連総会におけるカザフスタンのムフタール・ティリ
ューベルディ外務大臣とインド外務大臣; インドのS・Jaishankar
外務大臣は、9月6日、シンガポールで開催されたHTリーダーシッ
プ・サミットで講演を行いました; 外務大臣は、9月23日、ニュー
ヨークで開催された第74回国連総会の際に、コート・ジボワール
のマルセル・アモン・タノ外相と会談しました
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パートナーシップ
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外交関係の改善を目的とした国
際訪問の忙しいスケジュールの
中、インドのS・ジャイシャンカ
ル外務大臣は、8月に、2回目の
インド-中国文化・人と人との交
流に関するハイレベル・メカニ
ズムの会合に参加するために北
京に到着しました。元大使ゴー
タム・バンバワレが、この訪問
がインドにとって非常に重要で
ある理由を説明します

フレンドリ
ーな隣人

インドの外務大
臣、S・ジャイシャ
ンカル博士と王毅中
国外相が、北京で
二国間会談を開催

しました

イ
ンドのS・ジャイシャンカ

ル外務大臣は、8月11日

に、3日間の中国訪問（8月

11日~13日）のために北京

に到着しました。訪問の2日目（8月12日）

には、外務大臣は、最初に中国の王岐山

副大統領を訪問し、その後、2回目のイン

ド-中国文化・人的交流ハイレベル・メカ

ニズムの共同議長を務めた王毅国務院

議員兼外相と会談を行い、第4回インド・

中国メディアフォーラムで基調講演を行

いました。グローバルな見通し中国の王

岐山副主席とインド外相は、特に発展途

上国の発展を背景として、世界中の多極

性の増加を含む世界的な発展について

議論した。また、急速に変化する国際環
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パートナーシップ

上:インド外相
が、北京の中
南海で中国の
VP王岐山と会
談しました

境の中でのインドと中国の関係に関して、

南アジア地域で誘発される安定について

お互いに意見交換を行いました 

絆の強化
両外相は会談で、意見の相違が紛争の基

となってはならないこと、そして双方が相

手の懸念に敏感であるべきだという二国

間関係のコンセンサスから話し合いを始

めました。この光の中で、彼らはインドと

中国の二国間関係に肯定的な方向性を

与えた歴史的な武漢非公式サミットにつ

いて議論しました。チェンナイのママラマ

プラムで開催された第2回非公式サミット

（2019年10月11日~12日）に向けての準備

も進めました。また、両国が外交関係樹

立から70年を迎える2020年を記念し、両

国で年間70回のイベントを開催することに

ついても議論しました。非公式サミット形

式は、両国が貢献した外交慣行の革新で

す。武漢での最初のサミットで、両首脳は

インドと中国の国境地域が平和的なまま

であることを保証し、それが、二国間の関

与を強化するための不可欠な前提条件で

あるという認識を共有しました。両国の首

脳はまた、武漢で戦略的コミュニケーショ
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左:中国の王毅外相
（右）は、9月の国
連総会の第74回会合
の際に、インド外
相と握手を交わし
ました

下:北京での二国間
会談中の外相

ンについて意見交換し、今

年の第2回非公式サミットで

も話し合いを継続しました。

中国の王外相はまた、ジャン

ムー・カシミール地域に関す

る動向や、この件に関してイ

ンド議会で最近可決された法律につ

いて話しました。ジャイシャンカル博

士は、インド憲法第370条は一時的な

規定であり、現在は取り消されている

と中国側に伝えました。インドのこれ

らの地域にも、全国で達成された成

長、発展、進歩を広めることを目的と

した動きがあります。

前方につながる道
インドと中国の文化・人的交流に関

するハイレベル・メカニズムを設立

するという決定は、武漢での最初の

非公式サミットで合意されました。

インド外相と中国外相は、人と人とのつながり
をさらに強化するための100項目の追加活動に

合意した
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パートナーシップ

この分野は、これまで、二国間関係におい

て比較的リンクが弱かった分野であり、後

押しを必要としていました。インドが、中国

で「信じられないほどのインド」を売り込

むために持続的、規則的で、焦点をしぼっ

たキャンペーンを行うことができれば、イ

ンドの中国におけるプレゼンスや、インド

を訪れる中国人観光客の数が大幅に増加

する可能性が高いと考えられています。毎

年、1億5,000万人の中国人観光客が外国

を訪れ、この1％または150万人の中

国人観光客をインドに引き付けるこ

とは、もしもインドが自分たちの国を

システム的、効率的に宣伝すること

ができれば、非常に現実的に、可能

性がある数字です。インド政府は最

近、主にアジアとアフリカの学生を

対象とした「インド留学」プログラムを開始

しました。インドが特にコンピュータと情

報技術で大学教育を売り込むことができ

るならば、かなりの数の中国人学生がイン

ドに留学することができるでしょう。両大

臣はまた、人と人とのつながりをさらに強

化するための100項目の活動を追加するこ

とに合意しました。メディアは、人々の心の

中で物語や印象をファッション化する上

S・ジャイシャ
ンカル外務大臣
が、Zhongnanha
で中国副主席と
会談しました

非公式サミット形式は、インドと中国が
提供する外交慣行に創造的かつ革新的な
方法を追加するものとなっています
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上:中国訪問中のインド
と中国の二国間関係につ
いて、新華社通信社に
語るインド外相、S・ジ
ャイシャンカル博士（
上）。

インド外相は、8月にネ
パールも訪ずれ、ネパー
ル首相KPシャルマ・オリ
（下）を訪問しました

で非常に重要な役割を果たしている

ので、外交関係のための適切な雰囲

気を準備するための重要なツールで

す。そのような理由から、インド外相

の訪問中に行われた第4回ハイレベ

ル・メディア・フォーラムは、非常に重

要でした。それぞれの国のメディア

チームは、率直でオープンな方法で

交流することができました。全体とし

て、外相の中国訪問は、包括的かつ

タイムリーなだけでなく、これら2つ

のアジアの巨人の関係を安定的、予

• 無形文化遺産の保存と遺跡
の管理交流の促進

• 伝統医学分野における協力

• 両国間のスポーツ交流の促進

• 湖北省博物館、武漢、ニュ
ーデリー国立博物館間の博
物館管理における協力

友情のための4項目
（MoUs署名）

測可能、持続可能の方向に向かわ

せるために、コンセンサスの上に構

築されたものであったと言えるでしょ

う。訪問の目的は完全に満たされた

と言えるでしょう。

ゴータム・バンバワレは、ブータン、
パキスタン、中国の駐在インド大使を

務めました。彼は武漢サミットに、在中インド大使と
して出席しました。現在は、プネーの共生国際大学の
特別教授です。
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革新

IRNSS-1Fを搭載し
た完全に統合され
たPSLV-C32が発射
台に移動している
ところのパノラマ
ビュー



 |  29  | 

インドは自立を主張!
NavICで武装し、

インドの宇宙開発分野の発展は、科学研究にお
ける同国の進歩を証明しただけでなく、世界で
最も強力な国と同等の場所を確保したと言える

かもしれません

著者 ガジャナン・ケルガムカー

まもなく、あなたは、スマートフォ

ンや車でGPS（グローバルポジショニ

ングシステム）をチェッしないよう

になるでしょう!その代わりに、イ

ンド宇宙研究機構（ISRO）が開発し

た同様の機能を持つインド製のバー

ジョンを使用するようになるでしょ

う。

モバイル用のプロトコルを開発し

ているグローバル・スタンダード組

織の3GPPは、最近、国際および国内

のインドの地域ナビゲーションシス

テムNavIC（インド・コンステレー

ション付きナビゲーション）モバイ

ル・デバイス・メーカーによる商用

利用を承認しました。

今日、ISROはこの成果を喜んでい

ますが、NavICの物語は1999年にパキ

スタン軍がカルギルに位置した時に

始まりました。インド軍は、米国が

所有する全地球測位システム（GPS）

に、この地域の衛星データを求めま

した。ナビゲーションシステムは、

インド・パキスタン国境の状況に関

する重要な情報を持っていたと思わ

れますが、インドはデータ提供を拒

否されました。これにより、この国

は、インドの自国製の衛星航法シス

テムを持つ必要性を認識しました。

そして、2013年7月1日、インドはイ

ンド地域航法衛星システム(IRNSS)の

最初の衛星であるIRNSS-1Aを打ち上

げ、その後、6年間にわたり一連の衛

星を打ち上げ、2018年4月12日に、つ
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革新

いにIRNSS-1Lを打ち上げ、9つの地域

航法機能を有する衛星の星座を完成さ

せ、信頼性の高い衛星ベースのナビゲ

ーション信号を提供することができる

ようになりました。 

2016年4月28日に、航法衛星IRNSS-

1Gの打ち上げに成功した後、ナレン

ドラ・モディ首相は、新システムを

「NavIC」(ヒンディー語のボートマ

ン)と名付け、SAARC諸国もそのサービ

スを利用することができると述べまし

た。モディ首相は「NavIC」は「インド

の星座によるナビゲーション」の略称

であると述べました。この打ち上げに

伴い、インドはアメリカ、中国、ロシ

ア、欧州連合(EU)などのエリート連盟

に加わり、衛星ベースのナビゲーショ

ンシステムを所有することになりまし

た。

しかし、旅はスムーズではありま

せんでした。しかし、いかなる方法

も、ISROの精神を邪魔するものでは

ありませんでした。その評判に応じ

て、ISROはすべてのリソースを確保し

ながら、8か月以内に、2018年4月12日

にIRNSS-1Lを打ち上げ、8つの衛星によ

るNavIC星座を完成させました。重量

1,425 kgの衛星は、ISROとベンガルー

ル・ベースのアルファ・デザイン・テ

クノロジーズの共同事業によって作ら

れたものであり、民間産業が事業に大

きく参加した2番目の衛星となりまし

た。

NavICは、インド人が中心になって

構築され、地上、航空および海洋航

行、車両追跡と艦隊管理、災害管理、

マッピングと測地データキャプチャ、

およびドライバーのための視覚的およ

トップ:車両統合中のPSLV-C32(II
ステージ)のホイスト。

左: 打ち上げ時の PSLV-C19
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び音声ナビゲーションを支援するこ

とを目的としています。また、NavIC

は、携帯電話と統合することが可能

で、インド全域のハイカーや旅行者の

ための完璧なナビゲーションツールと

なるように設定されています。利用者

制限のあるサービスの機能も持ち、こ

の部分は、ミサイルの配備や航空機の

航行と追跡のために軍によって使用さ

れ、高度なアクセス機能を提供しま

す。

アメリカのシステムと比較する

と、興味深いことに、NavICはイン

ド、インド洋とその周辺のみをカバー

しているため、より正確であると考え

られています。すべてのユーザーに提

供する標準的な位置情報サービスとし

て、5メートル・レベルの位置の正確

さを有しています。一方、GPSの位置

精度は20-30mです。

NavICと共に、同国の宇宙機関は、

インド空域の衛星ベース増強システ

ム(SBAS)としてGPS支援ジオ・オー

グメンテーション・ナビゲーション

(GAGAN)プロジェクトにも取

り組んでいます。ISROによる

と、インドは、また、このシ

ステムが十分な機能を有しな

い場合に備えて、正確な位置

を提供するためにインドによ

って開発されている独立した地域ナビ

ゲーション衛星システムであるグロー

バルインドナビゲーションシステム

(GINS)や、インドのユーザーだけでな

く、その境界から1,500キロまで広が

る地域への情報サービスを開発するプ

ロセスを開始しています。これは、実

装されると、世界で最も強力な国のい

くつかと同等に、すべての強力なプラ

ットフォームの開発に国家を推進する

ものとなるでしょう。インドは確かに

発展を続けており、すべてのルールが

発展を進めるように設定されていて、

最後のフロンティアである宇宙開発分

野も例外ではありません!

上（左）:インドの一
体型航法衛星に拡張
太陽電池パネルが取
り付けられ、検査さ

れているところ

見開きページ:インド
宇宙研究機構(ISRO)
は、IDSN(インド深
宇宙ネットワーク)
施設に、インド地域
航法衛星システム衛
星ナビゲーション・
センターを開設しま

した。

首相は新システムを「NavIC」(ボート
マン)と名付け、SAARC諸国もそのサー

ビスを利用できると述べました

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
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成功

21世紀において、海、空、鉄道輸送の進歩にもかかわらず、道路が
依然としてインド経済の中枢と呼ばれることがあります。全イン
ド・ハイウェイ開発プロジェクト（National Highways Development 
Projects, NHDP）は、2000年以来、インド最大の開発プロジェクト
の一環として、インド国道庁（NHAI）によって7段階にわたって実施
されています

成功へのハ
イウェイ

著者 パタンジャリ・パンディット
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プネー近くの6
レーンのムンバ
イ・プネ高速道
路のモンスーン
時期の様子

人類の歴史には、太古の時代から、人と物

資の輸送を含む人類の移動の例がたくさん

あり、輸送手段の重要性を示すものであると

言えるでしょう。インドでは、全インド・

ハイウェイのネットワークの総延長はおよそ

115,400キロメートルに及び、現代の交通手

段として、古代からの移動の手段と同様の重

要性があると言えるでしょう。

開発に燃料を注ぐ
インドのように経済が成長しているところで

は、インドでは、特に、道路輸送が貨物輸

送の65％、旅客輸送の80％を占めるため、

「Make in India」のような政策に関して、

新しい道路の計画と既存の道路のアップグ

レードが必須です。インドの国道は、総延

長では、国の広大な道路網のわずか1.7％を
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発展を後押しすることを目指していま

す。このプロジェクトは、道路交通省

（MoRTH）の管理下で、インド国道庁

（NHAI）が管轄していました。ゴール

デン四辺形（GQ）ハイウェイ・プロジ

ェクトは、インドで最大、世界で5番

目の規模の高速道路プロジェクトであ

り、インドの4つの主要都市、デリー

（北）、チェンナイ（南）、コルカタ

（東）、ムンバイ（西）をつなぐ高速

道路です。NHDPの下で計画され、2001

年に開始、2012年に完成し、アンド

ラ・プラデーシュ州、ビハール州、グ

ジャラート州、ハリヤーナ州、ジャー

ルカンド州、カルナタカ州、マハラシ

ュトラ州、ニューデリー州、オディシ

ャ州、ラジャスタン州、タミル・ナー

ドゥ州、ウッタル・プラデーシュ州、

ベンガル州の13州を通過しています。

成長への高速道路
インドのハイウェイネットワークに最

近追加されたのは、ヤムナ高速道路と

タージ高速道路です。2012年に全長

構成しているに過ぎませんが、総交通

量の割合としては40％以上を担ってい

ます。他の国と比較すると、高速道路

は、ブラジル、日本、米国の道路網の

5％、韓国と英国の道路網の13％を占

めています。

インドの道路網は世界最大の道路網

の1つであり、道路の全長は20世紀半

ばの約4ラク（39.9万）kmから、2015

年には約50ラク（470万）kmに増加し

ました。インドの国家ハイウェイ・

ネットワークの総延長は、24,000 

km（1947-69年）から96,214 km（2015

年）に、指数関数的に増加してきまし

た。

NHDP – 開発へのプロローグ
インドでは、道路インフラの驚異的

な成長に直接貢献したのは、国家高

速道路開発プロジェクト（NHDP）で

す。1998年に開始されたこのプロジ

ェクトは、インドの主要な高速道路

をアップグレード、修復、拡張して、

輸送ニーズを満たし、インドの経済

オートバイ旅行者が、パンジャブからヒマーチャル・プラデーシュ州の中国とインドの国境までの国道であるNH5を走行しています
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Economic Corridors

44 corridors: 
~26,200 km 
connecting  
economically 
important nodes

Inter-Corridor Routes

66 Inter corridor 
Routes: ~8,400 km of 
inter corridor routes 
connecting economic 
corridors

Feeder Corridors

116 Feeder Routes: 
~7,600 km of 
Shorter feeder 
routes for first / last 
mile connectivity

Economic Corridors
Inter Corridor
Feeder routes

The network of ~42,000 km of Corridors

インド・ガーランド・プロジェクト）

を開始しました。2017－2022年に、推

計83,677 kmの道路建設と、692,324ク

ロール（960億米ドル）の投資が行わ

れ、道路インフラ・プロジェクトの最

大の支出の1つとなっています。バラ

トマラ・パリヨイナは、24の物流パー

ク、66のインターコリドー(IC)、116

のフィーダー・ルート(FR)と7つの北

東マルチモーダル水路ポートを相互接

続することにより、幹線の数を増や

し、4車線の高速道路により、550か所

の地区本部を接続し、国家ハイウェイ

に80%の貨物トラフィックを移動する

ことを目指しています。このプロジェ

クトは、貨物の迅速な移動と輸出の促

進を目的として、特に経済回廊、国境

地域、遠く離れた地域の接続性の改善

を目指しています。 

国境を越えて
かつての「ルック・イースト」政策

は、アクト・イースト政策に発展し、

大規模な交通の接続性が重要なコンポ

ーネントとなっています。南アジアお

よび東南アジア諸国は、インドの貿易

の40％以上を占めています。2003年に

調印されたアジア高速道路網協定の署

名国であるインドには、総延長27,000 

km以上の道路網の計画がありま

す。IMT（インド-ミャンマー-タイ）

三国間高速道路、別名、東西経済回廊

インドの道路に対するビジョ
ンは国内の領土に限定され
ず、インドは現在、特に東ア
ジアとの接続性を改善しよう
としています

165 kmの6車線のヤムナ高速道路が開設

され、首都圏（NCR）とアグラ間の移動

時間が大幅に短縮されました。ヤムナ高

速道路は、さらに、インド最長の全長

302kmのタージ高速道路、別名アグラ・

ラックナウ、に接続しています。ムンバ

イ・プネ高速道路と異なり、ヤムナ・タ

ジ地域はその建設開始以来ずっと、ヤム

ナ高速道路の全体の道路区間で、投資額

が増加されてきました。

インドのガーランド
2017年10月、政府は、NHDPを含むすべて

の高速道路プロジェクトを包括する、中

央政府が支援する傘型道路インフラプロ

ジェクトであるBharatmala Pariyojna（
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幹線道路は、1999年に開始されたプロジェクトで、コル
カタ、ムンバイ、チェンナイ、デリーの主要産業ハブを
接続することが目的でした。このプロジェクトは2012年
に完了し、約5800 km

NS-EW 廊下

のNS-EW（南北－東西）回廊は、インドの13州を結びまし
た スリナガル、カンヤクマリ、ポルバンダール、シルチャー
をつなぐ国の縦横に広がる南・北・東・西回廊プロジェク
トは、現在進行中の最大の国道プロジェクトの1つです
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は、全長3,200 kmで、インドのモレ

（マニプール）とタイのメーソットを

ミャンマー経由で結びます。現在、工

事の最終段階にあり、未完成区間の距

離は400 km未満までになっていて、こ

のルートが完成すれば、ASEANとイン

ドの自由貿易地域、およびその他の東

南アジア地域における貿易と商業を後

押しするものになると期待されていま

す。インドとASEANは、この道路を、

ラオス、カンボジア、ベトナムに拡大

する予定です。このハイウェイの完成

により、2025年までに、GDPは年間700

億米ドル増加し、雇用が2000万人増加

すると推計されています。

インド政府は、インフラ開

発、特に道路関連インフラへ大

きく貢献し、過去10年間で大き

な成功を収めてきました。この

分野では、物流のボトルネック

における確固たるソリューショ

ンを提供し、平均的なインド人にとっ

て、より簡単で快適な旅行が可能とな

り、インド経済の発展に向けて大きな

進歩を促進したと言えるでしょう。

ヤムナ高速道路産業開発局の管轄区域で
は、大きな産業成長が予想されていて、
投資したいと考えている主要なプレーヤ
ーたちが、大きな関心を寄せています

Tanglang la 
Pass近くのヒ
マラヤの高速
道路上のトラ
ック－レー・マ
ナリ・ハイウェ
イのヒマラヤ山
脈道路

パタンジャリ・プンディットは、コ
ロンビア大学とロンドン・スクー
ル・オブ・エコノミクスを卒業し、
歴史家、作家、そして起業家でもあ
ります。
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星をつかむ
下半身不随のスイマーから聴覚障害のゴルファーまで、さらには、
ブレードランナーから障害者権利活動家でもある両脚の切断手術を
受けた人まで、勇気と気概の4つのストーリーをお届けします

著者 イシタ・ゴエル

私たちが誰であるかを定義するのは

私たちの能力ではなく、私たちが行

う選択です。普通の生活の中で、逆

境にぶつかると、夢をあきらめるこ

とを選択する人もいれば、星に手を

伸ばして挑戦することを、より高く

飛ぶための踏み台と見なす人もいま

す。私たちは、様々な分野から、障

害者に関する刺激的な例をご紹介し

ます。人生が彼らに課した困難を克

服し、すべての障害者が異なる種類

の能力を有することを証明した4人

の達成者の物語を掘り下げます。

あきらめ、「あきらめる」
カルギル戦争のベテランであり、イ

ンド初のブレードランナーであり、

やる気を起こさせるスピーカーでも

あり、インド全国賞の受賞者でも

あるDPシン少佐は、信じられない

ほどの素晴らしさと勇気の物

語を執筆しました。カルギル

戦争（1999年）の運命の日、

彼は、爆弾が落下し爆発した

場所の近くにいました。彼の

足は壊疽の影響を受け、切断

する必要があると言われましたが、

彼はそれを挑戦と見なしました。「

片足の人がどのように生きるかを見

ることに挑戦しようと思いました。

神は、強くて、障害を克服できるだ

けでなく、勝利を得るのに十分な強

さを持つ人だけをテストすると、私

は信じています」とシン少佐は言い

ます。

シンが走り始めるのに約14年か

かりましたが、彼は決して振り返り

ませんでした。彼は18レースを超

えるマラソンを完走し、ヤング・

アダルトをガイドするための動機付

けセミナーで、何回も講演してい

ます。実際、2015年、ラジャスタン

州コタの学生の間で自殺が急増した

時、シンは、彼らを導くセッション

を開催することに積極的に関与しま

した。「私は、走る時に、地面に私

州および全国選手権での勝利を獲得し
た後、シャムス・アラム・シェイク
は、ついにアジア大会に参加しました



 |  39  | 

DPシン少佐は、競技マ
ラソンの結果が最高の
形となることを目的と
する厳格なトレーニン
グ・セッションを行っ
ています
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のブレードが接する瞬間に、腰から頭まで

衝撃を感じます。爽快感を求めて走ります

が、立ち止まると、あざができているのを

見つけます…」。今日、シン少佐は、Limca 

Book of Recordsに記載されている彼の4つ

の記録について誇らしげに語ります。その

中には、高地で走った最初のブレード・ラ

ンナーであるという記録も含まれていま

す。2019年3月、彼はインド陸軍の訓練の

下、スカイダイビングを行う最初のインド

の戦闘犠牲者のベテラン（帰還兵）になり

ました 。

精神によるスポーツマン
数百台のカメラが撮影し、43か国以上から

訪れた数千人の観客が見守る中、下半身不

随の水泳選手であるシャムス・アラム・シ

ャイクは、ジャカルタでの2018年アジア大

会の予選で成功への道を歩みました。

彼がムンバイの下半身不随リハビリテー

ション・センターで療養していた8年前に

は、このようなことが起こるとは想像でき

ませんでした。「国際空手チャンピオンに

なるという夢のために、ほとんどの人生を

訓練にかけてきましたが、2010年に脊髄腫

瘍が発見され、車椅子に縛られ、その夢は

終わりました。」

「リハビリテーション・センター

シャムス・アラム・
シャイフが彼のメダ
ルを披露していま
す。彼は、下半身不
随者による最長のオ
ープン・ウォーター
水泳を試みました
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で、1988年に単独でイギリス海峡を泳

いで渡ったインド人、ラジャラム・ギ

ャグに会いました。「車椅子の人が、

そのようなことができることに驚きま

した。それが、私の心に希望の光をも

たらしました」と彼は言います。

その日以降、シャイフの水泳トレー

ニングの旅が始まりました。州および

全国選手権での勝利の後、彼はついに

アジア大会に進出しました。彼は下半

身不随者による、オープン・ウォータ

ー水泳の最長記録を保持しています。

今日、シャイフは多くの人のインスピ

レーションであり、スポーツを通し

て、様々な能力を持つ人々をやる気に

させ、力を与えています。

信仰の揺れ
ディクシャ・ダガーは、6歳の頃、自分

が難聴で苦労をしていることに気付き

ました。しかし、勇敢な少女は、沈黙

が邪魔にはならないようにしました。

代わりに、彼女はそれを「よりよく焦

点を合わせ、より視覚的に認識し続

ける」ためのツールとして使用しまし

た。この2つは、ゴルファーにとって必

須の要素です。2019年のレディース・

ヨーロピアン・ツアー出場者として最

年少のインド人になったダガーは、ゴ

ルフサーキットで自分のニッチを切り

開きました。

しかし、それは常に、滑らかな帆では

ありませんでした。「私はいつもゴル

フをするのが大好きでしたが、誰も私

を指導する準備ができていませんでし

2017年、ディクサ・ダガーはトルコのデフリンピック
で、インド選手として銀メダルを獲得しました。アマ
チュアとして、彼女はインド女子ゴルフ協会プロイベ

ントでも優勝しました

練習セッショ
ン中のDiksha 
Dagar
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ファイト-あなたは生き残ります
ラジャスタン州ビカネールのうだる

ような午後、13歳のマルビカアイア

ーは父親のガレージに足を踏み入

れ、破れたジーンズの修理に役立つ

ものを探しました。彼女は数か月前

に弾薬庫が爆発し、その爆弾がま

だその辺に残っていたことを、ほと

んど知りませんでした。彼女が選ん

だのは手りゅう弾であり、圧力がか

かるとすぐに爆発し、彼女の両手は

切断されました－両手を失ったので

す。

それは2002年でした。今日、Iyer

は博士号と国家賞を受賞しているだ

けでなく、国際的に認知されている

動機付けのスピーカーであり、障害

者の権利活動家でもあります。彼女

の努力は、女性のエンパワーメント

への顕著な貢献に対する女性のため

の最高の民間の名誉であるナリ・シ

ャクティ・プラスカーの受賞という

形でも認められました。「毎日、目

が覚めると、新しい挑戦が私を待っ

ています。アクセシブルなファッシ

ョンの偉大な擁護者であるアイアー

は、魔法のように、夢が現実になる

ことはないことを証明するランプ・

ショーストッパーでもあります。不

可能を達成するには、汗と決意と努

力が必要です！

今日、Iyerは博士号と国家賞を受賞しているというだけでなく、
国際レベルの、動機付けの講演者であるとともに、障害者権利活

動家でもあります。

見開きペー
ジ：Malvika 
Iyerが、Ram 
Nath Kovindプ
レジデントか
ら、Nari Shakti
賞を受賞してい
るところ

左：写真撮影中
のMalvika Iyer

イシタ・ゴエルはニューデリーに拠点
を置く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仕事
の後、彼女はインドの遺産と時事問題
を横断的に積極的に執筆しています

た。そこで、私の父は、自分がその

役割を務めると決めました」とハリ

ヤナ州ロタック出身の19歳は言いま

す。2017年、ダガーはトルコのデフ

リンピックで、インド選手として銀

メダルを獲得しました。アマチュア

として、彼女はインド女子ゴルフ

協会プロイベントでも優勝しまし

た。20か国以上で約60のトーナメン

トに参加した後、彼女は現在、東京

2020オリンピックに向けて、新しい

旅の準備をしています。
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料理の多様性は、インドの宝物の1つであ
り、コミュニティの料理本は、古いものも、
新しいものも、単なるレシピ本というだけで
はなく、伝統や儀式も記載されています。こ
れらの本は、インドの文化の独自性を維持し
ていて、共生のシナリオを提示するものでも
あります

著者 チトラ・バラスブラマニアム

昔の台所 
からの手紙

インドの有名な格言に「Kos-kos par badle 

paani, chaar kos par baani（水の味は

コス（距離を測る古代の単位）によって変わ

り、方言も変わります）」というものがあり

ます。この格言に追加すべきことは、食べ物

の味も数キロごとに変わるということです。

食べ物は、農業やお祭りから儀式や信仰ま

で、地域社会の伝統を反映しています。食べ

物の歴史家は、ライフスタイル、旅行、新し

い料理の紹介、新しい種類の食品の入手し

やすさの移り変わりにより、インドのこれら

の料理の伝統を忘れてしまうことを恐れて

います。

しかし、全国のコミュニティ協会が限定

版の本でレシピ、調理技術、容器の伝統的

な知識を文書化していて、希望の光もあり

ます。
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言葉によるリバイバル 

これらの食品に関する協会組織の

歴史は、多くがインドの独立以前の

時代に遡り、伝統と文化を保存する

ために異なるコミュニティのメンバ

ーによって形成されたグループで

す。これらの協会は、文化イベント、

宗教祭、フードフェスティバルを開

催し、定期的な会議を開催していま

す。したがって、食物遺産は保存さ

れ、世代から世代へと受け継がれて

います。受け継がれた知識は本にと

どめられ、限られた数で印刷され、

コミュニティのみに広まり、遺産とな

ります。いくつかの本は非常に古く、

それ自体が遺産の一部になってい

ますが、現在書かれている本もあり

ます。 

貴重な本
そのような本の中で最も

古いものの1つは、1917

年にムンバイに本拠を

置くSaraswat Mahila 

Samajによって出版された

Rasachandrikaです。オリジ

ナル版はマラーティー語で、

非常に人気がありました。その後、ヒ

ンディー語版が出版され、さらに英

語版も出版されました。この本は、

音楽、演劇、文学、そして興味をそそ

る食べ物で知られているコンカニ語

を話すコミュニティのキッチンから

の古典的なレシピを文書化していま

今日、ムンバイにはこのコミュニティに関する文
献がほとんどないため、東インド料理本は信じら

れないほど貴重であると考えられています。

ムンバイのサラスワット・マヒ
ラ・サマージによる伝統的なレシ
ピの料理本であるラシャンドリカ
で説明されているように、伝統的
に調製されたアイビー・ゴーヤド
の美味しくてピリッとした味付け
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す。このコミュニティの歴史は、イン

ド北部からの神話上の川であるサラ

スワティの川岸にまで遡り、コミュニ

ティのメンバーは、何世紀にもわた

って南へと移動し続けたと言われて

います。

この宝石ような他の例としては、

南インドのベジタリアン料理のガイ

ドであるS Meenakshi Ammalによ

るSamaithu Parがあります。1951年

に最初に出版され、現在は3巻が出

版されています。もともとタミル語

で出版され、現在は、著者の家族に

よって異なる言語でも出版されてい

ます。この本には、タミル・ブラーミ

ンの家庭で調理されたレシピ、シュ

ラード（葬儀）で出されたレシピ、

結婚式のために作られたスナック、

さまざまな祭りの神に捧げる料理

などが詳細に記載されています。S 

Meenakshi Ammalの義理の娘であ

るPriya Ramkumar氏は、次のように

語っています。「ミーナクシアンマル

の料理のコツにより、彼女は家族全

員の非公式のガイドになりました。

これらすべてを編集して本の形で出

版することを提案したのは彼女の叔

父でした。私たちはそれをオンライ

ンで利用し、ビデオも作成し、若者

にとってより魅力的なコンテンツに

なっています。」

より現代的なコミュニティ・クック

ブックの1つに、別のムンバイコミュ

ニティである東インド人の伝統を文

書化したものがあります。ドロシー・

ロドリケスによって書かれたこの本

は、東インドのキリスト教徒の食と文

東インド料理の本（
右上）のページに記
載されている、伝統
的なジンジャーとタ
マリンドの漬物の現
代的な解釈

右：Dadimano 
Varsoまたは
Grandmother’s 
Legacyというタイト
ルの本物の伝統的な
グジャラートのレシ
ピを含む料理本
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料理

右：Dadimano 
Varsoまたは
Grandmother’s 
Legacyというタイ
トルの本物の伝統
的なグジャラート
のレシピを含む料
理本

また、ここで言及されるの

は、さまざまなコミュニティ

の女性クラブによって書か

れた、小さいけれども同様に

重要な料理本です。例がいく

つかあります。

フレーバーズ・オブ・シンド、

インドのシンディ評議会のバ

ンガロールレディース支部に

よるプレゼンテーション。興

味深いレシピとは別に、シン

ド料理からの古典的なメニ

ューの組み合わせも提供し

ています。R

Mangalore Ladies Club 

Cookbookは、1,000種類のレ

シピを集めた楽しいコレク

ションで、さまざまなスパイ

ス、焼き菓子、Mangalorean

のお気に入り、そして役立つ

ヒントを提供しています。

ハイデラバードのコンピレー

ションであるZoroastrian 

Stree MandalのZSM 

Cookbookは、伝統的なパ

ーシの風味を引き出してい

ます。

女性の声
化を詳述しています。現在、このコミ

ュニティに関する文献はほとんどな

いため、この本は非常に貴重なもの

と考えられています。著者の娘であ

るカッシア・ペレイラは、次のように

言っています。2005年、父テディ・ロ

ドリゲスは、東インド人として知られ

るムンバイのネイティブクリスチャン

の物語を伝える本Traceを書きまし

た。2008年、母のドロシー・ロドリゲ

スは、最初の料理本「サルセット-ヴ

ァサイ・イーストインディアン・クック

ブックパート1」を出版し、2012年に

は第2巻が出版されました。これらの

本は、本物の東インドのレシピの宝

庫です。」

子供たちがますます海外に定

住しているコミュニティであるパラ

ンプリジャイナ教徒のために特別

に編集された本として、そのコミュ

ニティのレシピの貯蔵庫であるダ

ディマ・ナ・バルソがあります。この

本は、Rachana Group of Women

のNita Shailesh Mehta、Rajul 

Ajay Gandhi、およびDr Satyavati 

Surajmal Jhaveriによって、調査に

基づいて、隅 ま々で多くの注意が払

われて、まとめられました。インドの

フラットブレッドであるrotisのレシ

ピから、野菜からポテトチップスま

で、食べ物についての古くから網羅

的な用語集を伴うこの本は、グジャ



 |  49  | 

ラート語と英語で書かれており、一見

の価値があります。

別のジャイナ教徒コミュニティ、

ベンガルのシェハーワリスは、その

伝統的なレシピを、ムルシダーバー

ドのロイヤルベジタリアンクイジーン

というタイトルの本にまとめていま

す。Pradip Chopraによって執筆さ

れたこの本は、このコミュニティの料

理の味を記録しています。これは、ラ

ジャスタンのルーツに、ベンガルや

イギリスの時代の影響をミックスし

ています。Murshidabad Heritage 

Development Societyの会長である

Pradip Chopraは次のように述べて

います。「シェヘルワリコミュニティの

レシピは、最高のジャイナベジタリア

ンフードの1つです。これらを後世の

ために保存したかったのです。」

レシピだけでなく、儀式の伝統や

ニュアンスも記載しているこれらの本

は、インドのコミュニティの独自性を

維持する上で大いに役立ち、食品歴

史家、シェフ、作家にとって貴重なも

のとなっています。主に口語で、シン

プルな言語で書かれたこれらのレシ

ピは、家宝にほかなりません。伝統と

遺産が口頭で広まっている国では、こ

のような文書による記録は、習慣と伝

統を、将来までカタログとして保存す

ることを可能とします。

上：ITC Royal 
BengalのRoyal Vega
は、Mushibabadから
のSheherwaliを料理
しました。この料理
は、右上のPradeep 
Chopraによる料理ブ
ックで述べられてい
るのと同じように調
理されています

Chitra Balasubramaniamは、あまり知
られていない、前代未聞の珍しい食べ
物を検索して書くことに情熱を傾けて
おり、それらをメイン・ストリームに
するための探求を行っています。プロ
のエクイティ・アナリストであり、テ

キスタイル、建築、遺産に関する執筆活動を行って
います。

南インドのベジタリアン料理
のガイドであるS Meenakshi 

AmmalによるSamaithu Par
は、現在でも、著者の家族に
よってさまざまな言語で出版

されています ph
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ラージャスターン州ナスドワラのピ 
チバイ芸術は、クリシュナ神の生涯 
の輝かしい物語を描き、その活気の 
ある構成と適応性のあるテーマのた 
めに、何世紀にもわたって生き残っ 
てきました

著者 プナム・ゴエル

ブルー神が
住む場所

ピチバイ（ピチワイ）絵画以外

に、美しさと献身が完璧に調和し

ているのを、他にどこで見つける

ことができるでしょうか？一般的

にピチバイとして知られているピ

チバイの絵は、ラージャスターン

州ウダイプール近くの小さな町、

ナスドワラに由来する古代インド

の芸術形態です。非常に複雑で

洗練されたこれらの等身大の絵

は布の上に描かれ、青い神とも

呼ばれるクリシュナ神の人生の

物語を描いています。これらの絵

画は、神殿の美しさを高めるため

に、伝統的にナスドワラの名を冠

した寺院で、シュリーナジー（7歳

としての卿の姿を描いている）の

シュリナージとしてのクリシュ
ナ卿の表現とともに、宮殿のほ
ぼ3次元のビューを描いた絵画
のピチバイスタイルの美しい例
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偶像の後ろに掛けられました。神はクリ

シュナ神の子供の形として崇拝される

ので、彼には細心の注意が払われる傾

向があり、これらはピチバイが反映する

ものです。

Pichvai Tradition＆Beyondの創

設者であるPooja Singhalは、この古

典芸術形式の復活に向けて活動して

いる組織で、「pichvaisのミニチュア

の伝統には長い歴史があり、16世紀の

中世の宗教的なVaishnaviteカルトに

ルーツがあります。pich（背面）とwai（

吊り）の組み合わせであるpichvais

は、Vallabhacharya（Vaishnavite 

Pushti Marg派）の大規模なアンサン

ブルの一部として開発され、精巧な寺

院の儀式で、寺院の装飾、偶像の装飾、

壮大なお祭りと精神的な美学を組み合

わせています。」

ピチヴァイ絵画の伝統が始まったと

き、約5人の芸術家に、ディンカリヤまた

は日々の儀式の期間中に、数分間、スリ

ナージの聖なるダルシャンを訪れる（

鑑賞する）ことが許可されました。すべ

てのダルシャンは精巧な儀式であり、そ

のために彼の服はセヴァク（出席する信

左：クリシュナ卿と
彼の牛の群れを描い
た美しく、複雑で大
きなピチワイのアー
トワーク
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シンハル氏は次のように説明します。

「当初、ピチベは、寺院の偶像が置か

れた中央の空きスペースの周りに、絶妙

な幾何学模様と花模様で設計されまし

た。しかし、20世紀の間に、絵画が施さ

れた布は神社を離れ、壁の芸術として

の新しい役割を果たし、その美学的な

発泡性を認める人々によって大いに求

められるようになり、徐々にコレクター

の間で新しく追求される作品を生み出

してきました。

Nathdwara pichvaisの他に、

非常に珍しいDeccani pichvais

があり、特にkalamkariは珍し

いものとされています。Deccani 

pichvaisは、裕福なグジャラート

の商人のために作られ、貿易や商

コチ・ビエンナーレ、インドアートフ
ェアなどの有名なフォーラムに出展さ

れ、pichvaisは存続し、アート愛好家を驚
かせています。

左：NathdwaraのShrinathji寺院の近くで
Pichwaiのアートワークを展示している店主

上：ラジャスタン州のシュリ・ナサドワラ
のヴァイシュナフ寺院でシュリナート・ジ
と呼ばれるクリシュナ神のカラフルな描写

者）によって変えられました。これらの

儀式は、彼が身に着けた複雑な服装に

焦点を当てた絵画で美しく捉えられ、

明るい色で豊かで、暗い縁取りに囲ま

れ、純金の装飾が前面に施されていま

した。すぐにそれは芸術の様式になり、

寺院で起こっていることを描写し、偶像

のために装飾的な壁掛けとして役立っ

ただけでなく、卿の人生を描写し始めま

した。
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業の理由でハイデラバードに根

を降ろし、個人レベルの神社や

Shrinathji寺院に奉納されるよ

うになりました。

この伝統的な芸術形態は、神

性との関連性から発展してきまし

たが、現代のライフスタイルに影

響を与えるようになってきました。

ピチバイの作品は、芸術通、イン

ドの古典芸術、さらに若い世代に

親しみのある壁を飾っています。

現代的なタッチを持ち、使用され

ている色、構成、そして時にはス

リナッチの特徴を有します。また、

より小さなアパートの壁、ニッチ、

コーナーに適したより汎用性の高

い形式を見つけることができるた

め、このアート形式は新しい買い

手にとって、より親しみやすく、関

長年にわたり、後援
者の減少と、巡礼者
の需要がより安価で
質の低い絵画に向か
ってきたという二重
の影響により、芸術
形態は衰退してきま
した。本物のピチバ
イ絵画のトレードマ
ークである複雑なデ
ザインと創造的なバ
ランスを再現するこ
とはほとんど不可能
です。もう1つの理
由は、若い世代の芸
術家が、ピチバイの
画家になるために必
要な訓練と訓練の厳
しい条件に服従した
くないということで
す。

ご存じで
したか？

上：Nalkdwral 
pichwai Schoolにあ
るクリシュナ卿がホ
ーリーを演奏してい
る様子を描いた美し

い絵画；

左：「遊び心のある
贈り物と他のゴピシ
ーン」、17世紀後半
のインドのゴルコン
ダのピチワイ絵。
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連性が高いものとなっています。

そして、それで終わりではあり

ません。インドのファッションデ

ザイナーもピクヴェの要素やモ

チーフを作品に取り入れていま

す。Rohit Balを例にとってみまし

ょう。数年前、この著名なデザイナ

ーは、デザインハウスのグッドアー

スと協力して、蓮、長尾の孔雀、果

物、動植物を特徴とするアンサン

ブルとホーム装飾の限定版コレク

ションを作成しました。すべての

作品が、pichvaiの絵画スタイル

を有していました。チェンナイを

本拠地とするファッションハウス

WeaveinIndiaは、真珠がちりばめ

られたボーダーやピチヴェイの庭

のモチーフに触発された作品など

を誇っています。

ありがたいことに、コチ・ビエン

ナーレ、インドアートフェアなどの有

名なフォーラムやニューデリーでの

さまざまな展示会でpichvaisを展

示したシンハルのように、新しい常

連客にも恵まれ、pichvaisは生き残

り、芸術愛好家を驚かせています。

上（右から左）
：‘gaudhuli’として
知られる、クリシュナ
卿のシュリナートジー
としてのカラフルな
絵画。

幸せな牛の群れを描い
たナスドワラの別の
活気に満ちたアート
ワーク

元シニアジャーナリストである
Punam Goelは、独立系アートコンサ
ルタント、展示デザイン、さまざま
なアート形式に関する文書化、調
査、執筆に15年以上の経験を持つ芸
術愛好家です。
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私たちが乗っていたボートは、

乗客数の記録を破ろうとしている

ように見えました。30台の自転

車、2、3台の車を乗せ、100人以

上の人が乗船したボートは、ブラ

マプトラ川をゆっくりと渡り、世

界最大の河川中の島の1つへと進

みました。

マジュリはアッサムの文化遺

産の中心となる国宝であり、15

世紀のネオ・ヴァイシュナヴァ

の伝統です。アッサムの聖人で

社会宗教の改革者であるスリマ

ンタ・シャンカルデフと弟子のマ

ダヴデヴァが率いるこの宗教運動

は、xatrasまたはsatras（修道

院）の設立に伴う文化的および芸

術的なルネッサンスを引き起こし

ました。アホム王から土地と王室

の後援を受け、それぞれのサトラ

は、ラーマーヤナとマハーバーラ

タの音楽、歌、ダンス、物語に

よりヴィシュヌ神を崇拝するため

に、明確な芸術的および精神的な

表現形式に特化しました。

マスク作成の伝統的な芸術

は、17世紀半ばからここで実践

されていて、ラースリーラとバオ

ナ、アッサムシアターの古代形式

で使用され続けています。

クリシュナカント・ボラは、

昔の「グル・シシャ・パラパラ」

によって、クラフトを学んでいた

若い弟子で、熱心にさまざまなこ

とを学び、コウノトリ、悪魔のア

ガスラなど、それぞれのキャラク

350平方キロメートルの面積を持ち、河川の中の島としてはインド
最大の面積で、力強く流れるブラマプトラ川に囲まれています。島
には22のサトラ（ヒンズー教の修道院と芸術の中心地）もあり、文
化的および芸術的な活動の拠点となっています。

マジュリの仮面
舞踏会

見開きページ：バオ
ナのマスクを作る職
人（アッサムで流行
している宗教的なメ
ッセージを伴う伝統
的な娯楽の形式）

著者 アヌラグ・マリックとプリヤ・ガナパシー
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上：ウッタル・カマ
ラバリ・サトラ、マ
ジュリ島で行われて
いるクリシュナ卿を
描いたダンス

左：サマグリ・サト
ラの仮面の前で祈
る信者

ターをデモンストレーションしま

した。シニア・アーティストであ

り、サンギート・ナタック・アカ

デミーの受賞者であるヘム・チャ

ンドラ・ゴスワミ（グルジ）も参

加しました。床に座り、肩に掛け

られた綿のアッサムのチャドドー

ル（ショール）を着て、マスク作

成の伝統を説明しました。

マスクは天日干しされ、木、

葉、樹皮、種子など、自然から供

給されたヒングル（赤）やヒタル

（黄色）などの天然染料で彩色さ

れています。ベグニ（紫）の色は

ブリンジャルから抽出され、明る

いカマラ（オレンジ）はオレンジ

から、デキア（緑）はシダから

抽出されます。これらは、何世紀

にもわたって受け継がれてきた遺

産の重要な部分であり、ゴスワミ

は、この失われかけている芸術を

保存する必要性を強調しました。

彼は、アッサム、西ベンガル、お

よびオディシャでワークショップ

とコースを実施しています。

レンタルバイクで島を横断し、

さまざまなサトラでの祭りを目に

しました。1528年にシャンカルデ

フによって設立された島で最古の

サトラであるボグプールでは、ナ



 |  59  | 

住民と観光客によ
りいつでも混雑し
ているフェリー
が、ジョルハット
近辺で、ブラマプ
トラ川を渡って、
マジュリ島からニ
マティガートに到
着するところ

そこに到達する

ジョルハットまで飛行し、最
寄りの桟橋ネマティ・ガート
まで14 kmドライブし、そこ
からボートに乗船し、カマラ
バリ（20 km）まで、1時間半
の旅をします。地元のミニバ
ンが、7 km離れたガラムール
へ、訪問者をお連れします。
バイク/自転車を借りて移動
できます。

いつ行くのが良いでしょうか

10月から3月までの冬は、訪
れるのに最適な時期です。
音楽、ダンス、演劇のフェ
スティバルであるラース・
リーラは、11月の第3週に、
さまざまなサトラで開催さ
れます。2月中旬のAli-ayé 
Lígangや、収穫後のPoragの
ような、ミッシング族の農業
の祭り。

どこに宿泊すべきでしょうか

マンジットと妻のナヤナマニ
が経営するラ・メゾン。居心
地の良いキッチンでは、クク
ラ・クムライ（ニワトリひょ
うたん）、ハヘ・バヘ（ダッ
クテンダー）、ミュレ・フー
ル（ラディッシュ・フィッシ
ュ）などのミッシング料理が
提供されました。

ファクト・
ファイル

アッサムの社会宗教改革者スリマンタ・シャンカルデフと彼
の弟子マダヴデヴァが率いるマジュリの宗教運動は、文化的

および芸術的なルネッサンスを引き起こしました
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遺産

下（左から時計回り）：
有名なマスク・メーカー
であり、アーティストで
もあるヘムチャンドラゴ
スワミが、バオナ用のマ
スクを準備しているとこ
ろ; ロンガリ・フェステ
ィバル期間中に見られた
伝統的なバオナの仮面; 
ロンガリ・フェスティバ
ル期間中、竹を素材とし
て伝統的な仮面を作るア
ーティスト

アムガル（祈りのホール）で大騒

ぎ（祈りの歌）を聞き、ガラムー

ル・サトラで盛り上がったドラマ

を観劇しました。アホム王は、高

い堤防（ガーと呼ばれる）が曲が

る角（ミュール）まで、長い道を

建設し、ガラムールと名付けまし

た。Auni（ツル）とati（高地）

から派生したAuniatiが、1653年

にAhom王Jayadhwaja Singhによ

って設立されました。ウダシン

（独身）サトラである

若い少年は、アプサ

ラ・ニティヤ（天のニ

ンフの踊り）を演じる

少女のように描かれ、

ドレスアップされまし

た。SatriyaダンスKhagendranath 

Lekharuのセプチュアゲナリア

ン・ドヤにより、Paalnaam（祈

り）、kholとtaalを使用する

gayan-bayan（歌と踊り）、そし

てDashavatar Nrityaの感動的な

演出がありました。シャンカル

デフは、16世紀初頭に、西部に

マジュリの最初のサトラを設立し

ました。彼が植えたビルバまたは

バエルの木にちなんでベルグリ

マスクには、顔を覆うムカ・バオナ、やや大
きめのロトコイ、頭と体で構成される巨大な

チョコの3種類があります。
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と名付けられました。ベルグリは

長い期間の侵食により、失われて

しまいました。Natun Kamalabari

とDakhinpatを探索した後、我々は

Samaguriに戻り、闇夜の中にすば

らしい景色を見ることができまし

た。

シンバルや太鼓の鳴き声がゴス

ワミと彼の劇団の到着を告げた時

には、会場は訪れた人々でいっぱ

いでした。すぐに魔法が始まり、

マジュリの仮面は、私たちの何世

紀も前にそうであったように命を

吹き込みました。悪魔が彼らの怒

りを示すと、興奮した群衆は息を

のみ、おびえた子供たちは母親の

胸の奥深くに寄り添いました。

私たちは、ボートの上で揺られ

ながら、ブラマプルタ川の泥だら

けの水がその岸に打ち寄せるのを

見ていました。波打つ水はキラキ

ラと輝き、絶滅の危機にある遺産

を保存することが必要であること

を思い出させます。

アヌラグ・マリック＆プリヤ・ガナパシ
ーは、広告、ラジオ、映画、インターネ
ットのメディアでのキャリアの後、旅行
記を専門とするために、企業生活を辞め
ました。バンガロールを拠点とする「ゆ
るやかな」デュオは、レッド・スカラ

ブ・トラベル＆メディアを運営し、観光向けのソリュ
ーションをカスタマイズしています。

上：マジュリ島の堤
防に建てられた伝統
的な高床式の小屋

右：マジュリ島のミ
ッシング族の女性

が、背中にスリング
で赤ちゃんをおんぶ

しているところ
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進歩

トレッキングは街の不協和音から逃れるための安定感のあるアクティ
ビティです。自然のままの景色を維持する目的で、はるか昔から行わ

れている役に立ついくつかの方法が、注目を集めています

グリーンの責任
著者 ヴィナヤク・スーリヤ・スワミ
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ヒマチャル・プラデシュ州スピティ・バ

レーのカナモピークに至るコンクリー

トでつくられた曲がりくねったトラッ

クを歩いていると、5年前に、まだここ

が、不毛の風景だった時に、同じ場所

を旅したことを思い出せずにはいられ

ません。今日では、風景は異なってい

ます。わずか10年前にはこのような風

景をこの地域では見ることができませ

んでしたが、今では、ソーラー発電の

街路灯、幸せな生徒が通う鉄筋コンク

リート製の学校、強固な社会構造を

見ることができます。トレッキング可能

（Trekkable）という言葉は、Kanamo 

Peakを特徴付ける1つの単語で、ここ

は、現在では、以前よりも容易にアクセ

ス可能です。キバーとチチャムの村に

通じる多数のトレイルを、トレッキング

のベテランと初心者が頻繁に訪れてい

ます。初心者は、高地でのトレッキング

により、帽子の羽を1つか2つ、稼ごうと

しています。多くの場合、フットプリント

が大きい活動は周辺の領域に悪影響

を及ぼしますが、私がこの地域で見て

いるシナリオは非常に前向きです。私

は、観光客と地元の人々のためのトレイ

ル、と安定した社会インフラに明確に

境界を定めるよう配慮しています。都

市はアクティビティで溢れており、アク

セシビリティが季節の隠れ家の利用客

数の決定的な要因になっていて、熱心

な旅行者と冒険愛好家の間の細い線

はぼやけています。長年にわたり、旅

行者の好みも変わってきました。今日、

彼らはこれまで以上に、利便性の範囲

を超え、自然を最高の状態で体験する

ことを好み、後背地へのトレッキングに

幅広い関心が持たれています。. 

ソリューションの特定
過去10年間、ヒマラヤ山脈の遠方

のパス、ガーツ山脈西部の保護された

砦、北東部の辺境の緑豊かな丘陵地な

ど、いくつかのトレイルのトラフィックは

指数関数的に増加しました。トレッキ

ング愛好家数の増加と、リピーターの

影響により、最も脆弱な生態系の一部

に与えられた損害により、大きな損失

をもたらし始めました。現在の時代で

は、ヒマラヤの奥地の中心にある生態

学的に恵まれた地域の美しさと神聖さ

を維持する責任を負うことが不可欠で

す。そして、これらの分野の廃棄物管

理の問題の解決策を見つける責任を負

う責任機関は、いまだに明確ではあり

ません。長年にわたり、これらの組織

は、農村部、都市部、保護地域での実

践的でコミュニティ主導の固形廃棄物

管理（SWM）イニシアチブの触媒となる

ために精力的に取り組んできました。

一般的な無関心と意識の欠如のため、

多くの行動の変化には、長い時間が必

要でした。そして、環境改善へ向けて

の計画が成功するためには、すべての

利害関係者、すなわち、トレッカー、ト

レッキングまたは観光組織、村、NGO、

政府が、協力し、支援する必要があり

ました。自然のままの山をより良い姿の

過去3年間で、収集された廃棄物のほぼ50％が、
リサイクルとアップサイクルにより埋め立て地か

ら除去されました

Triundトレッキン
グのBhagsu nag

滝のクリーンライ
ン・ドライブでの
Waste Warriorsの
ボランティアたち
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進歩

Trekking with a 
purpose:

Four innovative 
practices to 
make every 
hike cleaner, 
responsible and 
more sustainable
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上：ボトルレンガで建造された
小屋の例

下：Sandakhpuへの道にある村の1
つであるJaubhariの学校で実施さ
れている廃棄物管理クラス

• 村人たち、特に地元の
女性とのアップサイク
リング・プロジェクト
での協力は重要です。
これは、廃棄物の経済
的可能性を理解するの
に役立ちました。

• プロジェクトでは、村
人は、ますます意識を
高め、廃棄物の問題に
自立的に対応するよう
になりました。

• India Hikesは、村の
学校と協力して、廃棄
物管理に関する認識を
高め、子どもたちが幼
少期からそれを意識で
きるように促していま
す。このテーマに関す
るワークショップは、
様々な場所の30以上の
学校で実施されてきま
した。

トレッカー
だけではあ
りません

まま残すというビジョンは、グリーン

トレイルと呼ばれるイニシアチブの

形で実を結びました。このアイデア

は、美しい景観は十分に見られるけ

れども、増え続ける廃棄物の発生

に対応するための適切な方法やイ

ンフラストラクチャを欠いているエ

コゾーンへの旅行について、あらゆ

る側面に関する責任の管理を一本

化することでした。

旅行者の少ない道 
Waste Warriorsが活動を開始して

から、いくつかの多様な取り組みが

行われてきました。有機廃棄物と固

形廃棄物の革新的なソリューション

から始まり、これらのプログラムによ

り、エリア全体をクリアするという概

念を含むように成長しました。廃棄

物の分別の問題を簡素化する目的

で、週に一度のクレンリネス・ドライ

ブ、ごみ箱の設置、およびいくつか

の廃棄物収集ポイントの設定が試

みられました。ダラムサラの有名な

バグス滝で廃棄物ゼロ政策を達成

するため、彼らが大規模な試みを実

施したことは、この地域の優れた実

践例となっています。Indian hikes

によって組み込まれたもう1つの画

期的なステップは、廃棄物の埋め立て

処分を避ける方法の導入で、これによ

り、地上と地下の両方での慢性的な汚

染を防止することになりました。過去3

年間で、収集された廃棄物のほぼ50％

が、リサイクルとアップサイクルにより

埋め立て地から除去されました。イン

ディア・ハイクスは、その過程で、マハト

マ・ガンジーの哲学を採用しました：「

あなたが見たい世界を実現するには、

そのためにあなたが変化しなければな
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進歩

自然のままの山をより
良い姿のまま残すとい
うビジョンは、グリー
ン・トレイルと呼ばれ
るイニシアチブの形で
実を結びました

りません。」「私たちは組織として、発

生した廃棄物を特定し始め、それを減

らす方法に取り組みました。メニュー

の再設計に取り組み、パッケージ製品

を使わないようにしました。トレッキン

グでは、ダバと協力して、廃棄物の分

別と有機廃棄物の発生源でのコンポス

ト処理について教育しました。私たち

は、旅行者たちが旅行中の無駄を減ら

すのを助けました。彼らの多くは、食事

のメニューを、加工食品よりも地元の

農産物を多く用いるように変更しまし

た」と、インディア・ハイクスのグリーン

トレイル・イニシアチブ（トレーニング

とインダクション）を率いるラクシュミ

女史は言っています.

効果的な廃棄部および水質汚濁
管理 
イニシアチブのメンバーは、すべての

分野で革新しています。氷点下で動

作するエコトイレの設計から、エネル

ギー管理と自然保護まで。彼らはま

た、India hikesが率いるすべてのグ

ループがエコバッグを利用するように

なることにより、山岳地帯からのリサ

イクル可能およびリサイクル不可能な

廃棄物に由来する二酸化炭素排出量

を削減することに取り組んでいます。

そして、目に見える結果が現れ始めて

います。Sandakhpu（インドとネパー

ルの国境で最も高い山の1つ）および

Lohajung（Roopkund湖に続くトレッキ

ングのベースキャンプ）につながるトレ

イルでは、これらの単純な分別とアップ
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サイクリングの方法により、「大規模

なエコ修復」と呼べるような影響が

見え始めています。その開始以来、収

集された廃棄物の合計量は、54,000 

kgを超えました。ビニール袋の使用

量は、大幅に削減されました。ドライ

式コンポスト・トイレは、人間の排泄

物が水源を汚染するのを防ぎ、6か月

後には、土壌用の肥料を得ることが

できます。自然の水が流れる環境の

近くでは、洗濯や洗い物をしないと

いう方針により、主要な水路に達す

る洗浄排水の流入が減少しました

ビジョンの実現
Green Trailsが注目を集めたことに

より、India hikesの設立メンバー

たちは、視点や思考方法を変える必

要性を認識しました。屋外にいるこ

との大きな利点を認識し、自然への

影響が最も少ない方法で管理するこ

とが最も重要でした。トレッキング・

トレイルにおける廃棄物の問題に対

する認識が高まっています。Green 

Trailsは、ヒマラヤのほとんどのトレ

ッキングルートにおいて、基本的で

持続可能な方法を普及させて、標準

Sandakphuは、人気のある
観光地であり、一年を通し
て運用可能な本格的な廃棄
物管理システムを必要とし
ていました。ビヤンバリ（
西ベンガル）のブロック
開発責任者であるKaushik 
Banerjee氏は、ボトルレン
ガのアイデアを採用し、ボ
トルレンガを使用して村の
壁、トイレ、ベンチを作製
しました。トレイル上にあ
るすべての村々で、月に一
度のごみ収集システムが
1年を通じて実施されてい
ます。

サンダクプ
の先例

UPCyClING 
MaGIC 

of waste collected every year

14,000 kg

villages now 
have the ‘Zero 

Waste’ tag 

Six

saplings planted in year
253

structures built 
from upcycled 

waste

17

over

of waste composted 
every year

20,055 kg

的な方法とすることに成功しました。

ルールと厳しい規制による管理とい

う従来の手段ではなく、コラボレー

ションと自己規制という方法が用いら

れました。デリケートなエコゾーンに

対する保護の強化を議論する対話が

開始され、全国の多くの地域は、指

定地域の持続的かつ積極的な成長

を確保するという特別な規範に向か

って進んでいます。さらに進んで、組

織では、廃棄物を発生源で効率的に

処理する方法の考案に向かっていま

す。アップサイクリングは論理的な選

択のようです。シンプルで効果的で、

簡単にスケールアップできます。イン

ディア・ハイクスは、地元の村の女性

をつなぎ、アップサイクル製品を作り

上げました。その過程で経済的な安

定を確保し、今では廃棄物の問題を

簡単に解決できる課題ととらえるま

でに至りました。

右：サンダプーピーク
へのジャウバリ・トレ
イルで、トレッカーが
残していったペットボ
トルとポリエチレンバ
ッグを拾うボランティ

アたち

ヴィナヤック・スリヤ・スワミ
は、デリーを拠点とするジャーナ
リストです。彼は機械工学の学位
を取得しており、インド海軍で働
いてきました。
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スナップショット

モンスーンの激しい風が心地よい秋の風
に変わると、インドのさまざまな場所に
旅行し、全国から最もカラフルで象徴的
な祭りのいくつかをお届けします

カラフルな

モザイク

独立記念日
1947年8月15日にインドがイギリスから独
立したことを記念して、今年は第73回の
独立記念日が祝われました。

上：アッサム州グワハティでの独立記念
日のお祝いの正装リハーサル中のアッサ
ム警察

右：独立記念日のお祝いで、アーメダバ
ードの学校の生徒たち
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スナップショット

ネルー・トロフ
ィー・ボートレ
ース 
毎年8月第2土曜日に開催さ
れるバルラムカリや伝統的
なヘビボートレースを見る
ために、何千人もが集まり、
ケララ州のアレッピーの普
段は穏やかな水域が、人間
の海に変わります。

上：スネーク・ボートチーム
がネール・トロフィー・ボー
トレースに出場しました

右：予備的なタイム・トライ
アル・レースに参加している
スネーク・ボートチーム
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ジャンマシュトミ周辺のマハラシュ
トラで見られるダヒの手は、クリシ
ュナ神の誕生を祝う伝統的なヒンズ

ー教の祭りです

ジャンマシュトミ/
ダヒ・ハンディ 
子供の時にバターを盗んだクリシュ
ナ神の伝説に基づいて、ダヒ・ハンデ
ィは人間のピラミッドを作り、ちょう
ど良い高さで結ばれた豆腐で満たさ
れた土鍋を壊すのを競います

左：ムンバイで、若者たちが、ダヒ・ハ
ンディを破るために人間のピラミッド
を形成するのを競い、転落している
様子

下：アジメールのジャンマシュトミ祭
でゴビンダ（クリシュナの別名）にド
レスアップした子供たち
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スナップショット

ラダック収穫祭 
アジア、チベット、北インドの伝統がほぼ完璧に融合した収
穫祭は、豊かな収穫を祝う祭りで、伝統的な踊り、祈り、コン
テストを含むカラフルな行列によって開始されます

下：ラダックのティクセ修道院でのラダック収穫祭中のトラン
ペッター
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ラクシャ・バン
ダン
右から時計回り：インドの学
生が、グジャラート州スラト
にあるラキまたは神聖な糸（
中）とインドの国旗（上）を演
じています。

パンジャブ州ワガのインド・
パキスタン国境ポストでラク
シャ・バンダンの祭りの式典
で、警備する国境警備隊
（BSF）の人の手首に、女性が
ラキを結んでいます
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スナップショット

Teej 
インド北部地域の女性によって
祝われるTeejフェスティバルは、
女神パールバティとシヴァ神の
カップルに捧げられるお祭りで
す。国のいくつかの地域の祭り
では、雨の豊富なモンスーンの
季節を祝うものもあります

上：ラージャスターン州の民俗
芸術家が、ラージャスターン州
ジャイプールで伝統的なTeej行
列に参加しています

左：インドの女性がパンジャブ
州アムリトサルで開催されたTeej
フェスティバルのお祝いに参加
しているところ
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タルネター・フェア
ドラウパディのスワヤンバラの伝
説に基づいて、このフェアは、色、
ロマンス、音楽を中心に、グジャ
ラート民族の民族舞踊、音楽、
衣装、芸術を祝います

上：伝統的な服を着たバルワー
ド・コミュニティの若者

左：この見本市の特徴は、ミラー
ワーク、複雑な刺繍、レースワー
クなどで、細心の注意を払って
装飾されたTarnetar chhatri（
傘）です
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旅行

スーパーモデルのレイチェル・ハンターは、彼女が内
なる存在とのつながりを助けた国であるインドに恋を
しています。彼女が、2か所のお気に入りの彼女にとっ
て霊的な場所である、バラナシとリシケシのガイド付
き旅行に連れて行ってくれます

巡礼者の進歩
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バラナシのガン
ジス川の日の出
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旅行

左：Dashashwamedha 
Ghatで司祭によっ
て実行されるGanga 
aartiの儀式

2015年、テレビシリーズのレイチェルハン

ターの美のツアーを撮影していた時、私

は、ある夜遅くに、ニューデリーに到着し

ました。空港の外を歩いていると、私の心

は興奮に満ちていました。未知のものを探

検するのが待ちきれませんでしたが、それ

でも、それはすでに知っていることのよう

にも感じていました。私は空港近くのホテ

ルに1泊し、翌朝、バラナシ行きの飛行機

に乗りました。私の選択は多くの人を驚か

せましたが、後から考えてみると、それは

私がこれまでに行った中で最高の決断でし

た。そこは、信じられないほど強烈で、魔

法のような、変革的な都市です。世界で最

も古く最も神聖な都市の1つであり、シヴァ

神がここに住んでいると言われています。

バラナシの活気に満ちた文化に

は、最初は少し圧倒されるかもし

れません。この古い街を理解する

には、忍耐が必要です。バラナシ

の生きた遺産の魅力的な層が少し

ずつ、解けるのを待たなければな

りません。

神聖で献身的な温かさを持つバラナシ

は、精神的に非常に重要な場所であり、世

界中から信者を引き寄せています。私も信

仰を求めてやって来ました。私の魂を補充

し、西洋世界が従うものとは反対の生き方

を発見するために。

バラナシでの私の最初の朝は、近くの寺

院からの聖歌の音で始まりました。ホテルの

部屋の外はまだ空が暗く、しかし、街はすで

に目覚めていて、主（あるじ）の日々の雑事

に備えているようでした。インドで最も神

聖な川の1つであるガンジス川の土手に沿っ

て歩いていると、朝が特別なのは、目を見張

らせる日の出だけではないことに気付きまし

た。この体験を特別なものにしたのは、街の

人々とその敬虔な雰囲気でした。

バラナシでは、あらゆる場所に神殿が
あり、すべての路地に神殿がありま
す。その献身を感じるために、都市を
発見する必要があります



ヴィシュワナート卿
寺院
ヴァラナシの主要なシヴァ神
殿であるヴィシュワナート・
マンディール卿は、ドワサメ
ド・ガートの近くにあり、そ
こから街の魂を体験すること
ができます

朝の散歩  
寺院の町の路地は生命の迷
路です。店主は店の外の空
いている通りを掃除し、そ
の場しのぎの屋台で売られ
ている神々のために、たく
さんの花輪が置かれてい
ます。

サリーの店
Banarasi（現在のVaranasi）

サリーは、シルクに織り込ま

れた金や銀の複雑なデザイン

パターンにより、インドで生

産される最高級の生地の1つ

です。

しなければな
らないこと
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上：バラナシの楽
器を紹介する伝統
的な店

下：聖地バラナシと
ガンジス川の鳥瞰
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ガンジス川に太陽が昇り、赤く燃

え上がり、揺れるボートを沈黙させた

とき、この街は、神と女神に祈りを捧

げる古代の儀式を呼び起こしました。

空気は祈る人々で満たされ、神殿を唱

え、神殿を鐘で鳴らしました。一人の

僧が、それにより神々が目覚めると

説明してくれました。都市が生き返っ

たとき、川も生き返りました。信者は

川と太陽の神に祈りを捧げ、子どもた

ちは水に飛び込んで大声で大喜びの水

しぶきを上げ、ヨガ愛好家は土手沿い

の階段でアーサナを練習し、ボートマ

ンはボートに乗って早朝の乗り物を準

備しました。私がボートに座っている

と、その催眠の揺れが私の感覚に影響

を与え、バラナシの街は幻想と夢のよ

うに川から上昇しているように見えま

した。

その日、私が別の山道を歩いて

いると、マニカルニカに出会いまし

た。そこでは、ヒンドゥー教の儀式

に従って死者の火葬が行われます。

私は、亡くなって、救いを求めた人

々を敬う愛する人たちを見ていまし

左：バラナシ近郊
のサルナートの聖
なる仏教遺跡

下：ガンジス川近
くの寺院でインド
のサードゥが瞑想
しているところ
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た。あたかも、この街で人生がサイ

クルを完了するかのようでした。

バラナシの探検の最後には、ハ

ヌマナ神に捧げられたサンカットモ

チャン寺院を訪れました。静かな小

道に挟まれたこの趣のある寺院は、

そのシンプルさがユニークな特徴で

す。栄光あるハママナ・チャリサ（

祈り）が唱えられ、神のお気に入り

である猿たちが、敷地内を自由に歩

き回っていて、彼らが床に座って人

々が通り過ぎるのを見ている姿も魅

力的です。

バラナシでは、その献身を感じ

るためには、この街の何かを発見す

る必要があります。昨年バラナシに

戻ったとき、ある晩、私はビシュワ

ナート寺院の階段のふもとに座って

お経を聞いていました。そこに座っ

て、お経のリズムが心の奥深くに響

き渡り、生まれ変わったと感じまし

た！バラナシを訪れることにより、

新しい考え方を生み出し、内なる不

思議を開き、好奇心旺盛な子供の目

を通して人生を見ているように感じ

ました。息を吸って息を吐き、魔法

を始めましょう。

リシケシ 

バラナシの次は、リシケシです。ウ

ッタラーカンド州の精神とヨガの町

で、ヒマラヤの麓にたたずみ、そこ

がインドで私のお気に入りの場所で

す。町の中をガンジス川が急速に流

れていて、毎晩、群衆が壮大

なアーティ（川岸で開催され

るランプの儀式）に向かいま

す。バラナシにいる間、ガン

ジス川は見事な光景の1つで

す。リシケシでは、川は力強

川に浮かぶ人々が持つきらめくランプ
を見ていると、心が動きます。ランプ
は、アーティの後、夜の帳に消えます

上：リシケシの象
徴的なワイヤー・
サスペンション・
ブリッジの1つの
Ram Jhoolaの眺め



リシケシのヨガ 
ヨガを学び、実践し、体験す
ることができる、最も穏やか
な瞑想スポットと呼ばれる場
所がいくつかあります。たと
えば、ヴァシシュタ洞窟で
は、賢者ヴァシシュタが瞑想
したと言われています。

オールド・リシケシ
リシケシの旧市街は、プージ
ャ用品を売る屋台が並ぶいつ
も混み合っている市場のハブ
です。リシケシを歩き回るの
は魔法であり、すべての光景
があなたの心に刻まれたまま
となるでしょう。

ガンガ・アーティ
ここの夕方のアーティは私の
お気に入りです。私は火の儀
式を見ながら、夕日の時を過
ごし、人々は川に花を捧げま
す。人々が持つ闇夜に浮かぶ
ランプが、夜の帳に消えてい
くのを見ていると、心の持ち
ようが変わります。

しなければな
らないこと
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旅行

上：リシケシ近くのガーツ山脈
での夕方のアルティの後の著者

右：リシケシのガンジス川で急
流ラフティングを楽しむ愛好家
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上：リシケシのス
リ・トリヤンバケ
シュワラ寺院の美
しい景色

下：愛するガンジ
ス川に粘土ランプ
で提供される祈り
（アーティ）

く静かですが、山を駆け下っています。

夜が深まると、川に浮かぶボートの上

で、人々が手に持つランプがきらめき、

夜の帳に消えていくのを見ていて、私の

心は変化して行きました。

クンジャプリ・デヴィ寺院も魔法の光

景です。日の出の時間に、山を見下ろす

寺院の魔法を体験するために観光ガイド

を雇いましょう。ヒマラヤ山脈の上に昇

る太陽を眺めながら、お経を唱えたり、

静かに座ったりしてください。神殿が扉

を開くと、司祭は信者を祝福します。

町では、バラの風味のラッシー、スパ

イシーな屋台の食べ物、香の甘い香り、賑

やかな会話、そしてお菓子を待つ店の外に

立っている牛さえも、すべてが体験の融合

です。この町で私が慰めているのは、どの

寺院でもありません。これはすべて霊的

な旅の一部です。私だけではなく、インド

において、偉大な巡礼は、多くの人生の基

本的な部分で、単純に内面を見る方法であ

り、人間の自我がなくなり、人生を完全に

探求することを可能にします。「世界の残

りの部分が外部に旅行している間に、イン

ドは内部に入りました」という格言があり

ます。これは、魂に対するインドの約束を

示すものです。何世紀にもわたって実現さ

れている約束です。この国を受け入れてく

ださい、インドはいつもあなたを愛してい

ます。

レイチェル・ハンターはニュージーランド
のオークランド出身の国際的なスーパーモ
デルで、17歳でキャリアをスタートさせま
した。彼女はショー「レイチェル・ハンタ
ーズ・ツアー・オブ・ビューティー」の撮
影中に、信じられないほどの経験をし、そ

れを記録した本は、ベストセラーになりました。レイチ
ェルはヒマラヤ山脈のふもとで、ヨガの古代の慣習を正
式に研究しました。
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映画

ヒンディー映画は、1913年にダダサヘ
ブ・ファルケが最初の無声長編映画Raja 
Harischandraを制作して以来、長い距離を
旅してきました。世界的な需要と評価によ
り、ボリウッド映画は現在世界中で流行し
ています

著者 アアルティ・カプル・シン

2006年でした。私はイスタンブー

ルの壮大なスパイスバザールを歩き

ながら疑問に思っていました。シナ

モン、クミン、ベイリーフ、その他

のスパイスのなじみのある香りは、

まるで自分の家にいるかのように

感じられました。しかし、さらにそ

の実感が高まったのは、地元の商人

が「アワアラ・フーン」を歌って、

屋台に私を招き入れた時です！Raj 

Kapoorが主演した映画の歌が、か

つてのソ連でヒットしていると聞き

ました。ワルシャワのナイトクラブ

で、彼らがテレ・ビナ・キック・ム

ジェ・ミルティ・ナヒを大いに楽し

んでいた時に、ポーランドの友人と

ステップを一致させようとして、悲

惨な失敗をしました！誇張ではあり

ません。ボリウッドの歌はマレーシ

アからモロッコへとハミングされ、

アクション映画スターのジ
ャッキー・チェン（右）と
インドのボリウッド俳優の
ソヌ・スードがムンバイで
のプロモーションイベント
に参加しているところ

国境を越えた
ボリウッド
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映画

その映画はクアラルンプールやケ

ニアでレンタルされ、その俳優た

ちは中国やコロンビアで歓迎さ

れ、マダムタッソー蝋人形館で展

示されています。

感情的なつながり
ケルンに本拠を置くインド・

ドイツ系の出版者であるナシム・

カーンは、ヒンディー映画やボリ

ウッドに関するすべての情報に対

する需要が急速に高まっているこ

とを認識しました。2006年、彼は

Ishqと呼ばれる光沢のあるドイツ

語のボリウッド誌を立ち上げまし

た。

ボリウッドの配給会社とも提

携しているナシム・カーンは、そ

れは驚くべきヒットだったと言い

ました。「200万人以上が視聴し

ました。」映画はドイツの女性に

大きな影響を与えました。彼はそ

れを次のようにうまくまとめてい

ます。「ボリウッドは実際、30

〜40年にわたって西洋社会に存

在していたギャップを埋めていま

す。ハリウッドには情熱的な愛、

ロマンスが欠けていました。技術

に強いですが、多くの感情は消え

てしまっています。彼らはこれら

の瞬間を探しています。ボリウッ

ドがこれらのギャップを埋めてい

ます。」

上：ボリウッドの女優プ
リヤンカ・チョプラと米
国の女優アビゲイル・ス
ペンサーが、ウィンザー
で英国のサセックス公爵
ハリー王子の結婚式に到
着したところ

下：ボリウッドの俳優、
プロデューサー、監督の
ランディル・カプール
が、モスクワでの第38回
モスクワ国際映画祭の審
査員とレッドカーペット
でポーズをとっています
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インドは世界に開かれました。私たちは、現在では、
海外での撮影をより多く行っています。また、外国の
俳優、女優たちが出演しています。だからこそ、私た
ちの魅力は今やよりグローバルになっています。

イムティアズ・アリ
映画監督

ビジネスセンスを作る
長年にわたり、ボリウッドは、

世界の映画業界の中で、独自の

アイデンティティを築いてきま

した。ボリウッドは、27,000本

の長編映画と数千本の短編映画

を制作するという驚異的な成果

を達成し、映画制作の世界的リ

ーダーとなっています。

歴史的に、インドの映画産業

は年率10%を超える成長率で成長

しています。現在、この業界は

年率11.5%の成長を達成し、2020

年には総額2,380億インドルピー

（37億ドル）の規模に達する見

込みです。

「海外市場はまだインド映画

の本格的な収益源ではありませ

んが、確実に成長しています。

オーディエンス、ディストリビ

ューター、および映画館は、イ

ンドのコンテンツを以前よりも

受け入れやすくなりました。イ

ンドのコンテンツは、海外市場

のディアスポラの視聴者を超え

て広がっています。」と、ダン

ガルに主演したアーミール・カ

ーンは、中国でのボリウッドの

可能性を実感しました。

グローバルな評価
ボリウッドのパーティーはまだ

始まったばかりです。カンヌの

レッドカーペットを掘り下げた

歌姫だけでなく、他のいくつか

の世界的な映画祭でボリウッド

映画が取り上げられています。

上：俳優のWang Baoqiangが、彼が主演す
るインドの映画「バディズ」のメディアイ
ベントに参加しているところ

下：ボリウッドの俳優、アーミル・カーン
（右）がトルコのイスタンブールのファテ
ィ地区にあるスルクレ・アート・アカデミ
ーで学生たちと会っています
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上：インドのアーティストが、トルコのイスタンブールにあ
るZorlu Performing Art Centerでボリウッドミュージカル
のタージ・エクスプレスのパフォーマンスをしています。; 
下（左）：ボリウッドの俳優シャヒドカプール（中央）が、
ニュージャージーのメットライフ・スタジアムでのフェステ
ィバルで、ステージで演奏しています。（右）イギリス、ロ
ンドンのロイヤル・アルバート・ホールの舞台で演奏する歌
手シュレヤ・ゴーシャル

ハリウッドには情熱的な愛、ロマンスが欠けていました。
技術に強いですが、多くの感情は消えてしまっています。
人々は、この世界で、泣きたい、笑いたいと思っていま
す。ボリウッドはこれらのギャップを埋めています。
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何年も前に、インドの可能性を

発見した人々の一人として、ハリ

ウッド監督のダニー・ボイルに

ジャイ・ホーを言わなければなり

ません。ボリウッドとハリウッド

の実力俳優・女優たちで構成され

るアンサンブルキャストにより、

オスカーの受賞歴のある監督は、

インドで撮影を行っただけではな

く、彼の物語の拠点であるムンバ

イでも初演を行いました。国際的

なプレーヤーと協力するプロダク

ションハウスから、インスピレー

ションを得るためにボリウッド

を見ている複数のディレクターま

で、ボリウッドは魅力を見せてい

ます！（キャットウーマンのよう

な映画に携わった）Christwoman 

Tinsleyと、ロードオブザリングで

名声を得たドミニク・ティルは、

数年前に、Amitabh Bachchanを基

に、PaaのためのAuroの毎日を制作

したときに、バッグとメイクアッ

プキットを提供しました。

ハリウッド映画が今や追随し

ているように見えるのは、おそら

くボリウッド映画の活気、エネル

ギー、完全に異なるアイデンティ

ティです。インドの映画産業は国

際レベルでその地位を確立してお

り、時間とともに新しい高みに達

しつつあります。

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。

左上：Vaani Kapoor
とRanveer Singh
が、イギリスのロン
ドンでの映画のフォ
トコールに参加して
います

右上：ビデオグラフ
ァーのマイク・スコ
ットが、イギリスの
ロンドンのミレニア
ムブリッジで行われ
たHate Story映画
シリーズの第4弾の
シーンを撮影して
います

相乗効果は一致しており、可能性は計り知れません。インドは世
界で2番目に大きな人口を抱えています。インド映画とボリウッ
ドは世界的な影響力を持っています。

アニル・カプール
ボリウッド俳優
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最終ページ

心、身体、音楽
• 2004年、最高の伝統的な世界音楽のグ

ラミー賞が、インドの僧、Palpung 
Sherab Ling Monastery（ヒマーチャ
ル・プラデーシュ）のアルバムSacred 
Tibetan Chant

• に贈呈されました。MS Subbulakshmi
は、1974年10月23日に国連で公演した最
初のインド人です。彼女はラモン・マグサ
イサイ賞、パドマ・ブーシャン、パドマ・ビ
ブシャン賞（1954年と1975年）を受賞し
た最初のインドの音楽家でした。

• ARラーマンは個人でグラミー賞を受賞し
た最初のインド人となり、オスカー賞と
グラミー賞の両方を受賞しました。

知識の探求  
最初のインドの宇宙ベンチャーが、実際に、この国の現在成功し
ている宇宙プログラムを促進することになりました。1962年11月
21日、インドは、ケララ州のThumba赤道ロケット発射ステーション
から、高層大気圏の探査と宇宙研究のためのNike-Apacheロケッ

トを打ち上げました。このベンチャーは長い旅の始まりであ
り、1969年にインド宇宙研究機関（ISRO）が設立されました。宇
宙開発の成果を示すものの1つとして、サムバ島の聖マグダラのマ

リア教会にある宇宙博物館が挙げられます。

インドの
印象
あなたの国（インド）には、このような興

味深い事実もあります

インドはまた、世界最大のマンゴー生産量を誇って
います。「果物の王様」への愛は、毎年開催される
国際マンゴー・フェスティバルでも祝われます。イ
ンドのマンゴー生産量は、世界中で生産されるマン
ゴー全体の40%を占めています。国内では、マンゴー
は、ピクルス、aamchurと呼ばれるフルーティーなス
パイスパウダー、様々なディップ、ピリッとした飲
み物など、さまざまな用途に使用されています。

インドは、世界最大の牛乳生
産国で、生産量は5,300万ト
ンを超えています。インドの
ラジャスタン州、ウッタルプ
ラデシュ州、グジャラート州、
マハラシュトラ州は、牛乳生
産のリーダーです。

大変な努力 お茶は、この国で最も一般的に飲まれ
ている飲み物の1つです。しかし、マ
サラチャイの蒸しカップは、十分な
研究なしには得られません。イ
ンドには、最古で最大の紅茶
研究ステーションもありま
す。1911年に設立された、
アッサムのジョルハットに
あるトックライ実験ステー
ションは、インドの茶産業
の発展に貢献しています。





01 Step  
Click on “register 
(New user)” and fill 
required details

05 Step  
Click on “track 
Grievances Status” link 
to View latest status  
and processing done  
on your grievance.

02 Step  
Click on “activation” 
link sent in email (or 
otP sent in SMS to 
Indian Mobile Holders) 
to activate the account.

03 Step  
log in to the 
Consular Grievances 
Monitoring System 
(MaDaD). 04 Step  

Click on “register 
Grievances” link to fill 
details of your grievances.

CoNSUlaR GRIEvaNCES  
MoNItoRING SyStEM

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us


