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ポプリ

ラ・ダルチャ・フェスティバル 

このフェスティバルは、1980年以来、ヒマラヤ地域の

ユニークで活気に満ちた文化の展示として祝われて

います。国境地域間の交易関係を強化するために開

始されたこの祭りは、現在では、ヒマラヤ地域に住

む人々の友情と社会的理解を促進するものとなって

います。

会場: カザ州、ヒマーチャル・プラデーシュ

2019年8月15日

eid-al-adha

Eid-al-adhaイスラム暦の最大の祭典の1つであるEid-al-adha

は、犠牲と慈悲の精神を祝います。祭りでは、お菓子や食事を友

人や家族に提供するという習慣があります

会場: 世界的に 

ティージ

女神のパラヴティに捧げられたこの祭りは、モンスーンの時期の数か月間に祝われ、シ

ヴァ神とインドとネパールの女神パルヴァティの結婚とともに雨季を祝います

会場: インド全土 

2019年8月3日

インド全土に今度来
るイベント

ポットポリ

2019年8月11/12日
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独立記念日

独立記念日1947年にイギリス議会がイ

ンド独立法を可決した後、この日はイン

ド全土の熱狂と熱意で祝われ、イギリ

スの支配からのインドの独立を記念し

ています。

会場: インド全土 

2019年8月15日

オナム

もともと収穫祭として始まった

オナムは、南インド最大のイベ

ントの1つです。祭りのハイライ

トとしては、Vallam Kali（ボー

トレース）、Pulikali（タイガ

ーダンス）、Pookkalam（フラ

ワーアレンジメント）等が行わ

れます。

会場:ケララ州

2019年9月1－13日

ラクシャバンダンは、  

ラクシャバンダンは、インド全土の多くの

州で祝われる人気の祭りで、姉妹たちが

象徴的に、兄弟たちとのケア、保護、責任

の絆を強化するフェスティバルとなって

います。

会場: 北インドの全域

2019年8月15日

Ganesh Chaturthi祭は 

主ガネーシャの誕生を記念して祝われます。神の

偶像が州全体の家々に置かれ、10日間の祭りは水

に浸るアイドルで終わります。

会場: マハラシュトラ州、グジャラート州、カル

ナータカ州  

2019年9月
2日
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ギリッシュ・カルナド

インドが見逃した公共の知識インド人を設計する
インドの消費者を分析するアムダバードの味

グジャラートのフードトレイル
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その名が示すように、民主主義の最大の祭典の1つであるインド総選挙には、数億人のインド人
が一票を投じるために参加しました。その大規模な委任に基づく、安定した透明なガバナンス
の結果を私たちは見て行きます。私たちは、次に、2019年のG20サミットの開催地である日本の
大阪を訪れ、確立した地位と革新的なアプローチを用いることにより、現在のインドの新しく改
善されたイメージを世界の外交コミュニティに提示することを理解して行きます。また、21世紀
において、急速に変化している多国間外交シナリオに対して、インドの外交政策がどのように適
応してきたかを分析します。

インドと芸術との関連は、何世紀にもわたって遡る芸術的遺産に由来しています。この遺産は、
世代から世代へと慎重に受け継がれていて、ほぼ完全に保存されています。2019年のヴェネチ
ア・ビエンナーレでは、インド館が出展され、専門的にキュレーションおよび展示が行われて、
その遺産は、世界的な注目を集めることに成功しました。それから、インド国内に戻り、コルカタ
の美しい文化的遺産を見て行きます。ベンガルの首都のラクナウの遺産は、アワドのナワブであ
るワジド・アリ・シャーの所縁の物です。ナワブの玄孫であるシェヘンシャン・ミルザ氏に、コル
カタのミニ・ラクナウを案内してもらいました。

私たちは、俳優、作家、劇作家であった故ギリッシュ・カルナドを国民のチャンピオンにしたさ
まざまな演劇や映画のパフォーマンスを再訪した後、インドの映画の輝きを世界に示す毎年恒
例のインド映画祭のためにニューヨークに旅行します。

私たちの写真セクションでは、国際ヨガデーの機会に世界中を少し旅行し、その世界的なイベ
ントにおける多くの色合いを体験します。その後、セレブのシェフ、サラ・トッド女史とともに、美
しく活気に満ちたグジャラート州アーメダバードを訪れ、美食を体験し、魅力的なツアーにご案
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つになりつつありま
す。今号では、美しく威厳に満ちたヒマラヤ山脈を、きれいで、グリーンで、ごみのない場所とし
て次世代に引き継ぐための活動をリードしている組織の人たちにお話を伺います。

次に、マシュルと呼ばれる伝統的な布地の旅をたどります。マシュルは、綿の快適さとシルクの
優雅さを包含する優雅な布地で、ここ数年、その重要性が再認識されてきました。それから、オ
リンピックの銅メダリストであるGagan Narang選手をご紹介し、世界的な射撃場でのインドの
若者の最近の進歩と成果を見ていきます。

最後に、私たちは、将来を見据えた理想と尽きることのない熱意により、インドの経済成長を加
速させてきたトップレベルの起業家たちの何人かをご紹介します。また、すべてのインド人のデ
ザインについての考え方の相違点について見て行きます。人類の最古の文
明の1つとして、何世紀にもわたる知的進歩が「インドのデザイン」をどのよ
うに変化させてきたかを辿ります。

ラヴィーシュ・クマール

まえがき
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強さとバランス
大阪サミットにおけるインド：

デジタル貿易と腐敗防止の規制、環境政

策から経済の進歩まで、インドは大阪

G20サミットで強い立場を取りました。

元大使のバスワティ・ムカージー女史が

いくつかの重要なポイントを説明します

世界経済のガバナンスのための国

際的なメカニズムとして考えら

れたG20は、すべての主要経済国

を含み、時間とともに、最も強力

な経済および金融グループの1つ

に進化しました。正式には、「金

融市場と世界経済に関するサミ

ット」として知られており、世界

のGdPの80％以上を代表するG20

は、堅実な世界経済成長の達成に

向けて継続的な努力を行ってきま

した。最近のサミットでは、気候

変動とエネルギー、健康、テロ対

策、移民を含む幅広い世界的な問

題を含むようにテーマが拡大して

きました。
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日本の大阪で開催さ
れた2019年G20サミ
ットにおける加盟国
の首脳たち

完全なバランス
2019年6月28, 29日に、日本の大

阪で開催されたG20サミットは、

安倍信三首相の下で日本が主催す

る最初のサミットでした。「グロ

ーバル経済」、「貿易と投資」、

「革新」、「環境とエネルギー」

、「雇用」、「女性のエンパワー

メント」、「開発」、「健康」と

いう8テーマが選択されました。

サミットには米中貿易戦争による

影響もありましたが、インドに

とっては強力な外交的成功を記録

する場となりました。ア

メリカからの圧力に直面

し、50か国以上が支持す

るデジタル貿易の変化を

主張し、腐敗の問題を強

調することにより、ナレンドラ・

モディ首相は強い発言者として浮

上しました。また、注目に値した

のは、主要な大国との二国間エン

ゲージメントに関して、彼の完璧

なバランスをとる行為でした。モ

ディ首相は、首脳会談の傍らで、

世界の指導者と2国間および多国

間の一連の会議を開催しました。

首相は、中国とロシアの大統領、

アメリカのドナルド・トランプ大

統領、日本の安倍信三首相と会談

しました。

インドが主催する2022年のG20サミットで
は、インドが重要な世界大国としての地
位を確立することになるでしょう
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下（左から右）：ドナル
ド・トランプ米国大統

領、安倍Shin三首相、イ
ンドのナレンドラ・モデ
ィ首相。会議の前にトル
コのレジェップ・タイイ
ップ・エルドアン大統領
とインドのナレンドラ・

モディ首相。

インドの焦点
インドの展望は、サミット後のメデ

ィアとの会見において、G20におけ

るインドの「シェルパ」を務めた、

当時の連邦商務大臣スレシュ・プラ

ブ氏によって強調されました。「シ

ェルパ」は、国際大会において、国

家元首の活動を準備する個人的な

代表者を意味します。インドは、質

の高いインフラストラクチャの重要

性、および、グローバルファイナン

スにおける仮想資産について、最近

修正された金融行動タスクフォース

（FaTF）基準を適用することへの

コミットメントについて、関心を持

っていました。世界レベルでの腐敗

防止対策が、強調されました。気候

変動について、インドは緩和と適応

の問題に取り組みました。人間の課

題である移民についても、広範囲に

わたって議論されました。最後に、

モディ首相は、すべての人々に利益

をもたらす方向に変化をもたらすと

いうインドの新しいイノベーション

（「サブカ・サース、サブカ・ヴィ

カース」）の役割を強調しました。

大阪コミュニケは、気候変動のトリ

ッキーな問題を含む、これらの重要

な懸念事項をほぼ満たしています。

大阪宣言には、アメリカについて、

特別のパラグラフが挿入されまし

た。その内容は、「アメリカは、ア

メリカの労働者と納税者に不利益を

もたらすのを防ぐため、パリ協定か

ら撤退するという決定を再確認しま

す。」というものです。

デジタル貿易のスタンドオフ
もう一つの論争の的となった問題

は、デジタル貿易に関する50か国間

G20大阪サミットにおい

て、ナレンドラ・モデ

ィ首相は20回以上の会

談をしました。これらに

は、9つの二国間会談（

オーストラリア、ブラジ

ル、ドイツ、インドネシ

ア、日本、韓国、サウジ

アラビア、トルコ、アメ

リカ）、2つの三国間会

談（日本・インド・アメ

リカと、ロシア・イン

ド・中国）およびBRiCS

リーダーの非公式会合が

含まれます。

約束の向上
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上（左から右）：ナレ
ンドラ・モディ首相
はG20サミットでサウ
ジアラビアのムハンマ
ド・ビン・サルマン・
アル・サウド皇太子と
会談します。ロシアの
ウラジミール・プーチ
ン大統領が集合写真の
ポーズをとるととも
に、ナレンドラ・モデ
ィ首相、中国、中国の
習近平国家主席

インドにとって重要なポイントは、「腐敗との戦いはすべ
てのレベルで、すべてのG20諸国によって行われるべきで
ある」というインドの提案に対して、G20の場で承認を得

ることでした

の多国間交渉を促進するため、大阪ト

ラックの承認を求めるすべてのG20諸

国にデジタル貿易に関する「テイク・

イット・オア・リーブ・イット」を配

布するという日本によるイニシアチブ

でした。その意図は、データフローの

削除、データ・ローカリゼーションの

禁止の削除、およびクラウド・コンピ

ューティング等を促進するための包括

的なルールを導入することでした。デ

ジタル貿易に関するこれらの交渉にお

いて、世界貿易機関（WTO）は断固とし

て承認しませんでした。インドは、南

アフリカ、インドネシアとともに、大

阪トラックをボイコットしました。こ

れらの新興経済国は、大阪トラックが

コンセンサスに基づく決定に到達する

ため、コアのWTO原則を根本的に弱体化

させると感じました。代わりに、妥協

案がインドと南アフリカによって提出

されました。G20の指導者たちは、「革

新：デジタル化、信頼のあるデータの

自由な流れ」に関する宣言に同意しま

した。これにより、「デジタル化によ

り、包括的、持続可能、安全で、信頼

があり、革新的な社会を実現し、新興

技術の適用を促進する」というインド

と南アフリカの要求を、G20が取り入

れることが確保されました。インドと

開発途上国の大多数は、「経済成長、

開発、社会福祉の実現要因として、デ

ータの効果的な使用が果たす重要な役

割」という文言を挿入することを主張

しました。発展途上国は、提案されて

いるデジタル貿易に関する多国間協定

により、途上国のデジタル産業化のた
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禁止するというアメリカの

要求を背景にした5Gテクノ

ロジーに関連するものでし

た。公式メディアブリーフ

ィングでは、インドとアメ

リカは「インドのスター

トアップおよび設計とシリコンバレー

の技術開発能力、および相互利益のた

めの5G技術の開発における役割」を活

用すると述べられました。トランプ大

統領と習近平大統領との二国間協議の

後、アメリカによるhuaweiの禁止の緩

和とともに、アメリカと中国の間の差

し迫った貿易戦争に関する突破口が現

れたようにも見えました。それがアメ

リカと中国の間の最終的な取引につな

がるかどうかは、次のG20サミットに

下：（左から）大阪G20
サミット開催中のBRiCS
非公式サミットで握手
をしている中国の習近
平国家主席、ロシアの
ウラジミールプーチン
大統領、ブラジルのジ
ェイル・ボルソナロ大
統領、インドのナレン
ドラ・モディ首相と、
南アフリカ共和国のシ
リル・ラマフォサ大
統領。

めの「政策空間」を否定されることへ

の懸念を表明しました。インドおよび

他の発展途上国が取った強い立場によ

り、サミットの最終宣言において、

承認された文言は次のようになりまし

た：「私たちは、WTOの機能を改善す

るために必要な改革を支持することを

確認します。」

5Gの課題
もう1つの大きな問題は、中国の大手

通信会社huawei社の5Gネットワークを

インドは、気候変動（緩和と適応）
と人間の挑戦としての移民の問題に

対応しました
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よって明らかになるでしょう。そのような

中で、首脳会談の傍ら、アメリカのドナル

ド・トランプ大統領とモディ首相による短

時間の会談が行われました。インドのVijay 

Gokhale外務大臣による会議後のブリーフィ

ングは、インド首相がアメリカ大統領に対

して、きちんと意見を表明したという印象

を与えました。インドは、トランプ大統領

による、huaweiの5Gの計画をインド国内で

展開するのを禁止することを求める意見に

は、コミットしませんでした。インドは、

国レベルのビジネスと安全保障上の利益を

考慮して決定が行われると述べました。イ

ンドの代表団は、腐敗を社会から取り除く

ことを提案し、「腐敗との闘いは、G20各

国においてすべてのレベルで行われるべき

で、G20各国がそれを実施する法律の施行

に向けて戦い、それを確保することことが

必要である」と述べました。このようにし

て、大阪宣言には、すべての主要な問題に

対するインドの意見が組み込まれていま

す。インドの新しい超エネルギッシュな外

交政策は、インドの世界における足跡をま

すます大きくしていることを示すものだと

言えるでしょう。大阪サミットで示された

この変化は、単にインドのより大きな自己

保証の表明であるだけではなく、インドは

ルールテイカーではなく、ルールメーカー

になるという熱意によって推進されていま

す。国際問題に取り組むインドの新たな自

信は、2018年にアルゼンチンのブエノスア

イレスで開催されたG20サミットで初めて見

られましたが、今年の大阪サミットで、そ

の立場は強化されました。インドが主催す

る2022年のG20サミットは、この移行を完了

し、インドが重要な世界大国としての地位

を確立することになると思われます

ナレンドラ・モデ
ィ首相が、2019年
G20サミット参加
のために来日中、
大阪のインド人デ
ィアスポラのメン
バーに歓迎されて
います

バスワティ・ムヘルジーは、2010年から2013年まで
オランダ駐在インド大使でした。彼女はまた、2004
年から2010年まで、ユネスコのインドの常任代理人

でした。彼女は、外交政策、軍縮、戦略問題などの問題について、外
務省といくつかの大学で講義しています
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世界秩序の変化に伴い、インドはその外

交関係を新しい包括的コースとして描い

ていると、元大使のアニル・ワドワ氏は

述べています

21世紀のインドの外交政策は、近隣諸

国と世界において、経済を成長させ、社

会を発展させ、ソフト・パワーを繁栄さ

せるような環境を整えるという方向性

を志向してきました。13億人の人口を擁

する国家として、多くの国で構成される

共同体における正当な場所を探求して

います。約30年にわたり、インドは、内

なる改革と、諸外国との関係改善に努

めてきましたが、現在は、新たな課題と

して、加速的な変革のための資本、技

術、アイデア、革新の流れの増加に伴う

セキュリティと必要条件といった課題

に直面しています。相互接続がますま

す進む世界における貿易、労働力、技

術の流れの増加により、インドは、国内

の市場を外国に開放する一方で、多国

間機関を通じて、規則に基づく秩序と

自由化された貿易投資制度を確保しつ

つ、エネルギー供給の確保、開発に不

可欠な天然資源の獲得、通信の外洋レ

ーンの維持、海外における貿易と投資

の機会を探求することが必要になって

きています。

過去10年間で、世界はその特質、そ

れ以前は、唯一の超大国の優位性が際

ンドの外交政策

21世紀のイ
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2019年6月にビシュ
ケクで開催された上
海協力機構サミッ
トにおけるナレンド
ラ・モディ首相（前
列左から3番目）

立っていましたが、それが変化してきて

いると言えるでしょう。アメリカは、国際

システムにおける新たな力の分配の挑

戦を受けていて、中国はアメリカの支配

に対する挑戦者として台頭しています。

新たな対立が生じそうな領域は技術

的な分野が多く、人工知能、インターネ

ット関連、機械学習、ロボット工学の分

野、さらには、人類の進歩を妨げ

る恐れとなる可能性がある気候

変動、食料不安、テロリズム等が

挙げられ、能力を指数関数的に

発展させることができる可能性

があると考えられています。

インドは、成長のために安定した環

境を確保するために、常に近隣と周辺

に気配りをしています。特に、南アジア

は、インドの外交政策において特別な

位置を占めています。インドは、スリラ

ンカ、バングラデシュ、ブータン、ネパ

ール、ミャンマー、モルディブ、パキス

インド、中国、日本、ニュージーランド、
韓国は、aSEaNとともに地域包括的経済協力
パートナーシップに参加しています
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下：2019年6月にスリラ
ンカへの1日の訪問を成
功裏に治めた後、モディ
首相がコロンボを出発す
るところ

タンとの関係強化に向けて取り組ん

でいます。インドはまた、中国との関

係のバランスを維持しようとしていま

す。二国間関係では、昨年の両首脳

間の首脳会談後、中国とのドクラムの

スタンドオフが取り消されており、中

国との協力的調整を見出すプロセス

は継続するものと見られています。

過去数年間、aSEaN（東南アジア

諸国連合）との新たな関係が構築さ

れ、物理的、デジタル、文化的な接続

性を向上させるプロジェクトが集中し

て実施されました。インドのシンガポ

ール、ベトナム、マレーシア、インドネ

シア、フィリピンとの防衛関係は顕著

な進歩を遂げています。インド太平

洋の概念が定着し、クワッドと呼ばれ

るアメリカ、日本、オーストラリア、イン

ドの4か国の非公式グループの協力

関係が生まれ、この地域において、法

の支配、航行と上空飛行の自由、平和

と安定の維持といった民主主義に基

づくマインドを持つことで連携し始め

ました。インドによるインド太平洋の

概念は、aSEaNによるインド太平洋の

概念と一致しています。インド太平洋
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上：2019年4月にニュ
ーデリーで開催され
た第21回aSEaN-イン
ド高官会議（SOM）の

出席者

インドは常に、地域全体の成長を目的とする安定し
た環境の確保のため、近隣地域に配慮しています。

は包括的な概念であり、いかなる国

も、誰の利益に対しても孤立させよう

とせず、aSEaNはこの概念の中心であ

り、地域のすべての人々の発展と繁栄

に向けて協力することを目指していま

す。インドとaSEaNの関係は着実に進

展しており、インドは海事分野で一連

の取り決めを結ぶことに成功していま

す。インドは、aSEaN、中国、オースト

ラリア、ニュージーランド、日本、韓国

とともに、地域包括的経済協力パー

トナーシップ（RCEP）協定の交渉に現

在取り組んでいます。もしも、締結さ

れれば、この地域の重要な枠組みと

なるでしょう。

インドとアフリカのパートナーシッ

プは、ナレンドラ・モディ首相によっ

て描かれた10の指針に基づいて、よ

り高いレベルを達成するために順調

に進んでいます。インドは西に広がる

近隣地域に、莫大なエネルギー供給

してきました。その地域に住み、働く

700万人のディアスポラにより、この地

域との貿易、投資、安全保障の結び

付きがあり、関係を深める方向で進

んでいます。インドはこの地域の安定

に重要な利害関係を有しており、した

がって、エネルギー安全保障と中央
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アジア諸国との関係に直接影響を与え

る可能性があるアメリカとイラン間の紛

争の拡大に警戒しています。インドは、

その周辺地域を超えて、中央アジアを

はじめとする諸国との関係を拡大して

おり、現在では、上海協力機構（SCO）

に積極的に参加し、ユーラシア諸国と

の経済協定に取り組んでいます。さら

に、ヨーロッパでは、ドイツ、フランス、

スペイン、イタリア、イギリスなどの国々

と密接な関係を築き、ラテンアメリカで

は、貿易と投資が盛んになり、天然資

源についての新たな協力関係が模索さ

れています。ロシアは信頼できる長年

の防衛パートナーであり、昨年、ソチで

両首脳間の首脳会談が行われた後、両

国は経済パートナーシップを再活性化

する新しい道を模索しています。イスラ

上：ベトナム、ハノイ
の大統領宮殿で、ヴェ
ンカイア・ナイドゥ副
大統領とベトナムのダ
ン・ティ・ゴック・シ
ン副大統領が、代表団
レベルの会談を開催し
ました。左：ナレンド
ラ・モディ首相が、キ
ルギス共和国へSCOサ
ミットに出席のため、2
日間訪問した際に、ビ
シュケクに到着した
ところ
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エル、韓国、オーストラリアとの関係も

拡大しています。インドとアメリカとの

関係は、マルチ・ベクトルの関係があ

ると言えます。防衛、科学技術、人と

人との交流、貿易と投資等の分野は

すべて、両国の関係の重要な柱となっ

ています。

多国間の分野では、インドは国連

安全保障理事会の恒久的なメンバー

シップの獲得に努めます。平和維持

活動への貢献、国際的な平和と安全

への支援の記録、そして人口の多さを

背景に、そのための活動を続けてい

ます。

インドは、気候変動、クリーンエネ

過去数年間、物理的、デジタル的、文化的
接続プロジェクトへ中に力が注がれ、aSEaN

との新たな関係が築かれてきました

上（右から左）：外務大臣
Sジャイシャンカールが、
ニューデリーで、アラブ
首長国連邦の外務・国際

協力大臣、シェイク・アブ
ドラ・ビン・ザイード・
アル・ナヒヤン氏と会談
しました。ラム・ナス・
コビンド大統領がベナン
のパトリス・タロン大統

領と会談しました

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。

ルギーのチャンピオンとして浮上し、

国際的なソーラーエネルギー・アライ

アンスの先頭に立っています。iORa（

インド洋リム協会）などの地域組織と

協力して、この地域でブルーエ

コノミーを発展させ、さらに、

国際レベルでテロとの闘いに

関する包括的な条約を締結

することを、常日頃から提唱し

ています。国連、国際金融機

関、G20のいずれの場におい

ても、グローバルガバナンス

の改革を主導し、2022年にはG20の議

長を務める予定です。最終的な審査

は、インドの外交政策は、国内選挙区

の要件、開発プログラム、および経済

的および科学的進歩のために技術と

資本を投資する意欲等に基づいて行

われます。



|  18  | 2019

選挙

主権の委任
900億人の登録有権者によるインド全土の選挙プロセスは、

間違いなくヘラクレスの仕事です。現政権の圧倒的な勝利

は、新しいインドについての政府のビジョンに対して、有権

者が信頼感を示したものと言えるでしょう

著者 パタンジャリ・パンディット
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2019年5月は、インドの政治史における分岐

点の瞬間として記憶されることは間違いあり

ません。インドの総選挙の歴史の中で、1つ

の政党が完全に過半数を獲得して2期連続で

勝利することに成功したのは3度目です。こ

の選挙の結果、ナレンドラ・モディ首相は、

インドの独立後に生まれた政治家として、現

在のところ、2期連続で首相を務める最初で

唯一の首相となりました。選挙運動中、首相

は政府のビジョン、成果、およびその政策に

ついて語り、正面から率いました。選挙キャ

ンペーンでは、テロに対する積極的な政策ス

タンス、クリーンで勤勉なイメージ、さらに

は、カースト、性別、宗教の境界を横断し、

若々しく野心的なインドのイメージに共鳴

し、力強く、発展している超大国としての物

語のビジョンに焦点が当てられました。

しかし、これらは単なる事実です。路上の

人々にとっては、それが意味することは、よ

り良いガバナンス、活気ある経済、より良い

未来です。

今日、国民の多数が支持する政府に支えら

れた強力な指導者が先頭に立って、インドは

新たな旅に出ようとしています。安定した政

府、急速に成長する経済、そしてより若い人

口（第17回ロク・サバ（インド国会）を形成

Rashtrapati Bhavanでの宣誓式で
のナレンドラ・モディ首相と彼の

新政権の閣僚メンバーたち
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する総選挙に参加した18〜19歳の有権者数は

1500万人でした）で、「新しいインド」は疾

走します。 

安定と経済
インドの最近の総選挙の結果は安定政権だっ

たのですが、金融政策の専門家は強力な単独

与党政権が成立することを祈っていました。

これまでも証明されているように、単独政権

は、国の政策決定プロセスを迅速化します。

行政上の修正事項、インフラストラクチャ・

プロジェクト、そして防衛から金融まで、強

力なリーダーシップにより、部門間の意思決

定プロセスがより簡素化されます。

モディ首相の大幅な勝利は、インドの経済

的課題に対する一夜の万能薬ではないかもし

れませんが、経済専門家は、今回の選挙結果

は減速してきた国の経済にとって、プラスで

あると述べています。その結果は、すでに現

われ始めています。新政府が宣誓されてから

1か月以内に、投資案件を抱えていたいくつ

かの国際企業や投資家たちが、この国への投

資プロセスを開始しました。インドルピーは

力強さを増していて、これは、安定した政策

が推進され、経済活動が活発化され、雇用機

会が増えているためだと考えられています。

連邦財務大臣のNirmala Sitharaman氏が提示

した連邦予算で見られるように、改革の円滑

な展開に前向きな環境を念頭に置き、より強

力な経済政策が議論されています。

予算では、財政規律を順守する政府の意図

が明確化され、ポピュリストのメンタリティ

を扇動する決定を避けながら、腐敗したシス

テムを浄化することにより、持続可能で包括

的な成長計画の継続が意図されています。

インフラストラクチャー（道路、電気、水

道など）などの重要な分野に焦点を当てた予

算では、教育、起業家支援、オンライン・イ

ンフラストラクチャとテクノロジー、デジタ

ル決済、ビジネスの容易さなどのコア・セク

ターにも大きな力が入れられています。

女性の力の台頭
新政府はまた、ジェンダー中立社会というモ

左：S Jaishankar元外務次官、新政権では外務大臣に就任、第5回国
際ヨガデー会議で。

上：新政権のNirmala Sitharaman財務大臣兼商務大臣投資、Smriti 
irani女性と子供の発展大臣兼繊維大臣
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上：西ベンガルから新しく選出された国会議員であるヌスラト・ジャハンとミミ・チャクラボルティ
は、次世代のインドを代表する議員で、議会の最初のセッションに到着したところ。下：ニューデリー
（東）選出の元クリケット選手で、初めて国会議員に選出されたゴータム・ガンビットが議会の最初の
セッションに出席するために到着したところ

ディ首相のビジョンの実現にも

力を入れていて、すべての人々

の平等な地位に焦点を当てていま

す。716人の女性候補者から、ロ

ク・サバ史上最高の78人の女性

議員が選出され、女性のエンパワ

ーメントは、間違いなく、新た

に選出された政府の下での政策の

中心となるでしょう。首相自身が

中央議会での勝利演説でこれを確

認し、「この選挙で、女性候補者

は、男性候補者を上回ることはな

かったかもしれませんが、同様の

成果を挙げたと言えるでしょう」

と述べました。首相はさらに、

女性のパワーについて、raksha 

kawach（保護装甲）と称えまし

た。PMモディ政権における女性議

員リーダーたちの重要なポートフ

ォリオは、Nirmala Sitharaman財

務大臣、Smriti irani繊維および

女性と子どもの開発大臣、および

harsimrat Kaur Badal食品加工大

臣が挙げられます。

信念の強化
2014年からのモディ首相の前任期

中、彼の政府によって開始された

スキームは、2019年に首相とし

て彼を再任させるのに重要な役割

を果たしました。Swachh Bharat 

MissionやBeti Bachao Beti 

Padhaoなどの画期的な社会開発

プログラムは、人々の思考の行動

の変化を促すことを目的としてお

り、インドの各地から大規模な支

援を受けてきました。ayushman 

Bharat（ヘルスケアスキーム）か

らPM-aWaS（一般住宅スキーム）

yojanaおよびPM-KiSaN（小規模農

家への経済的支援）yojanaまで、

これらのスキームは、社会のあら

ゆるセクションを対象とし、政府

についての統合されたポジティブ

なイメージを形成してきました。

社会のより弱い経済部門のために

開発された非常に安価な保険料で

の保険制度は、政府のモットー

「Sabka Vikas（すべてのための

成長）」を実現するものでした。

事実、農民に所得保証を約

束する政府の重要な計画である

Pradhan Mantri Kisan Samman 

Nidhi は、最近、世界貿易機関で

オーストラリアとEUから称賛され

ました。オーストラリアとEUは、

インドはこのようなスキームを、

より多くの製品をカバーするため

に拡大する必要があると述べまし

た。

都市のシナリオでは、モディ首

相は、PM awas Yojana やスマー

トシティなどのイニシアチブがイ

ンドの景観を変化させてきたと、

しばしば言及しています。首相



|  22  | 2019

選挙

は、BJP主導のモディ政権が第1期に

策定した政策により、インドの都市

開発にパラダイムシフトが生じ、最

終的に数百万人の生活が一変したこ

とを確証しています。さらに、記録

的な投資、スピード、テクノロジー

の使用、一般市民の参加等のイニシ

アチブが実施されてきました。「私

たちは、都市インフラのさらなる改

善に取り組んでいます。すべての人

に住宅を提供するという夢を実現す

るために、影響を受けない石が残さ

れないように配慮していますので、

何百万人にプラスの影響を及ぼして

います」とモディ首相は言及してい

ます。2014年にSwachh Bharat（ク

リーンインド）とインドの農村部で

の生計向上を重視する政策が打ち出

され、2019年もその傾向は継続して

います。予算では、いくつかの新し

い福祉スキームが提案され、これに

は、電子資金調達プラットフォーム

を通じて運営される、社会的企業や

ボランティア組織を支援することが

期待される社会証券取引所、および

「Gaon、Gareeb aur Kisan」（村、

貧困緩和および農民）プログラムが

含まれています。予算の1つの焦点

は、2022年までにすべての世帯にガ

ス接続と電力供給を提供するという

目標で、UjjwalaスキームとPradhan 

Mantri Sahaj Bijli har Ghar 

Yojanaは、ともに、この目標到達の

ためのスキームです。政府は、2022

年までに、インドの農村部で19.5万

戸の住宅を建設して供給するという

目標も設定しています。この目標達

成のためにはいくつかのスキームが

用意されていますが、例えば、Jal 

Shakti abhiyanは、har Ghar Jal（

すべての住宅に水道を供給する）プ

ログラムを伴い、この枠組みの下

で、政府は水道が問題となっている

256地区の1,592ブロックを既に特定

しています。

発展の方向性
モディ首相は最近、一人当たりの収

入を増やし、消費を増やし、生産性

を高めることで、インド経済の規模

ロク・サバの1人の
議員は、平均で15
万人を代表してい
ます。自分が代表
する選挙区の発展
を喜ぶことは、良
い、効率的かつ効
果的な国会議員に
なるために必要な
ことでしょう

アミット・シャー内
務大臣
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を5年間で5兆米ドルに倍増するという

ビジョンを発表し、これには、懐疑論者

は眉をひそめました。しかし、彼が説明

したように、決意と勤勉さにより取り組

むことにより、それは不可能ではありま

せん。

政府のビジョンは、間違いなく、予見

可能な経済の将来において、強い逆風が

ある時には、それに勇気を持って立ち向

かい、克服しなければならないでしょう

し、かなりの変更も必要とするかもしれ

ません。政府は、財政上の慎重さを犠牲

にすることなく、銀行部門で増加してい

る不良資産への対応、輸出の増加、あら

ゆる形態の農業危機への対策、インフラ

開発への公共投資の増額等の課題につい

て、具体的な措置を講じる予定です。こ

れには、ビジネスの容易さを改善するた

めの税制の合理化と幅広い財源の確保が

必要であり、既に可決されたGST（Good 

and Services tax）法案に基づき、計画

が策定されています。

2019年のインド総選挙の規模は、100

万か所の投票所、233万の投票ユニッ

ト、163万の制御ユニット、174万の

VVPaT（投票者が検証可能な紙の監査証

跡）、1100万人の投票スタッフと約7億

2900万人の有権者数で、世界でこれま

でに行われた選挙の中で、最大の選挙で

す。この選挙により、モディ首相の政権

は、新たな任期を得ました。そして、最

近発表された財政および福祉政策や、大

阪G20会合でのインドの積極的な国際外

交姿勢により、政府はすでに、独立75周

年に向けて、新しいインドを現実化する

ための正しい方向に進んでいることを示

していると言えるでしょう。

（左から右）：宣誓式にお
けるブータンのロタイ・ツ
アリング首相、スリランカ
のマイスリパラ・シリセナ
大統領、キルギスタンのス
ロンベイ・イェンベコフ大
統領、バングラデシュのア
ブドゥル・ハミド大統領、
インドのラム・ナス・コビ
ンド大統領、ナレンドラ・
モディ首相、ミャンマーの
ウィン・ミント大統領、モ
ーリシャスのプラビンド・
ジュグナウト首相、ネパー
ルのKPシャルマ・オリ首相
と、タイのグリサダ・ブー

ンラッハ特別使節

パタンジャリ・パ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ました。現

在、防衛およびインフラストラクチャー業界で働いており、さまざまな
出版物に定期的に貢献しています。
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インド人による設計
いくつかの研究により、カスタマイズ性がインドの消費者にと

って強い要件であることが分かってきています。国際的なプレ

ーヤーでさえ、「all Things indian」を取り入れた設計アプロ

ーチの必要性を認識しています

著者 プラブー・ラジャゴパル
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世界で最古の文明の1つとして、イン

ドには、芸術だけでなく科学分野に

おける文化的な業績と卓越性の長い

歴史があります。古代の寺院建築物

群に含まれる絶妙な彫刻、絵画、お

よびアーティファクトは、人間の想

像力、計画および実践の驚異と言え

るでしょう。

インド文学も、数学、言語学、

音楽理論、天文学などの分野で古代

になされた進歩について語っていま

す。例えば、紀元前6世紀から5世紀

にサンスクリット語の文法に関する

論文を書いた偉大なインドの言語学

者であるパニーニの言語学への貢献

は、アジアの言語と文化の現代の伝

説的な存在の一人であるフリッツ・

スタール、別名ヨハン・フレデリッ

ク・スタールや、アメリカの言語学

者で哲学者のノアム・チョムスキー

が認めたように、世界中の現代言語

学に強く影響を与えました。

古代インドの業績には他にもいく

つかの例があり、例えば、西暦1000

年のパラジャマ王、ボジャによるイ

ンド古典建築の百科事典であるサマ

ランガナ・ストラダーラの高度な科

学技術の記録が挙げられます。これ

インドのアプローチは、すべての物
体を単一意識の範囲内にあるとみな
します

左：インドの火星探査
機ミッションを表すグ
ラフィック

下：Tata Nanoはインド
のミニマリズムを表し
たものです。
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には、現代のロボットの前身とも言える人

間の運動動作を模倣できるメカニズムに言

及した、メカニカル・オートマトンに関す

る章も含まれています。しかし、蒸気エン

ジンの発明とその後のヨーロッパの産業革

命は、伝統的なインドのエンジニアリング

と工芸を圧倒し、ヨーロッパ発の商品とデ

ザインが、その後の市場を支配してきまし

た。広く知られているように、世界のGdP

に対するインドの貢献は、18世紀には24パ

ーセントでしたが、1947年には3パーセン

トまで低下しました。インド経済の再活性

化により、工学、芸術、工芸、そして他の

さまざまな分野での新たな試みに対する熱

意が、徐々に再発見され始めたのは、ここ

数十年のことです。今日、バス、トラクタ

ー、オートバイや、インドのメジャーが製

造した車は、世界中の新興国、特にアフリ

カと東アジアに主要な市場を見い出してい

ます。「インド製」の大砲を備えた戦車、

ライフルや、鉄道の客車が、世界中でデビ

ューする予定であり、インドの設計理論が

受け入れられる場所が広がってきていま

す。

スワデシ（Swadeshi）、またはインド
のWeltanschauung（世界観）
古代からのインドの世界観（世界観）は、

すべての現象の根底にある単一の意識また

は基本的な状態の理想に収束します。そし

インドの打ち上げロケットのスケールモデルが、iiTムンバイで開催されるTech festで、indian Space and Research Organization（iSRO）によって展示されています
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て今日でも、インドのデザイン哲学

は、他の場所から隔離、輸入または

移植された技術を信じていません。

私たちは、アイデアの自由を尊重

し、グローバルな課題に対する独自

の答えを探し、そしてスワデシ（イ

ンド製）の製品は、インドで多くの

次世代のイノベーションさえも成功

し続け、さらに推進しています。こ

のように、「Make in india」は、

グローバリゼーションの時代に自立

を見出すというインドの探求の表現

として説明できるでしょう。

スワデシ（Swadeshi）は、地元

の材料を調達し、先住民の技術を探

し、そして、国家的に重要な問題を

解決するよう、私たちを促している

ということも重要です。たとえば、

インドの宇宙研究機関は、世界でも

高度なレベルにあり、気象の予測を

通じて人々の生活を改善し、通信や

災害管理に宇宙研究を実際に使用す

ることを目的としています。

ミニマリズムの理論
インドの設計理論は、極端なミニ

マリズムと功利主義、または口語

で「ジュガード（jugaad）」とし

て知られているものを支持します。

これは、適切には、オックスフォ

ード辞書で「限られたリソースを革

新的な方法で使用する問題解決へ

の柔軟なアプローチ」と定義されて

います。簡単に言えば、最小限の

コストで製品のメリットを最大化す

ることを意味します。ジュガード

は、しばしば、究極のインドの生存

本能として賞賛され、インドのミニ

マリズムのデザイン理論、そのフル

ガリズムの表現、さらには、ブルー

タリズム等、すなわち、機能を最大

化する（費用に対する合理的な利

益）ことを反映します。このミニマ

リズムは、カイタン・ファンやタ

（上から下）技術者
が、iiT Madrasの新興
企業ather社によって
作成された電気自動車
を組み立てています。
電気自動車のドライブ
トレイン（トランスミ
ッションを駆動車軸に
接続する自動車のシス

テム）のセクション
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タ・ナノカーから、最近開発され

た、iiT-Madras Startups ather

製のS450電動自転車や、Planys

製のベルーガ水中ROV（遠隔操作

車両）まで、あらゆるものに現れ

ています。インドの宇宙プログラ

ム、核プログラムにも、ミニマリ

ズムが見られます。多くの西洋の

コメンテーターは、火星へのイン

ドのミッションであるマンガリャ

ンが典型的なハリウッドの大ヒッ

ト映画の予算よりも安く、しかも

最初の試みで成功したことに驚き

ました。

スワデシ（swadeshi）、ジャガード
（jugaad）、ラサ（rasa）の理想

は、世界を席巻するインドのデザイン
革命の種をまきました

インドの美学
インドの美学理論は西洋の美学か

ら根本的に脱却しています。イ

ンドの理論は「美は心の状態にあ

る」と考えており、ナバ・ラサ、

すなわち、感情状態には、9つの

状態があるという認識に基づいて

います。インドのアプローチは、

すべての物体を単一の（または否

定、無による）意識の範囲内にあ

ると見なします－そして、オブジ

ェクトは心の状態と「同期」する

必要があり、創造物は内から外へ

シームレスに流れる必要があると

考えます。これが、インドでの色

彩の熱狂的な使用の背後に

ある理由であると考えられ

ています。－おそらく、現

代のインド製品はこの側面

からは切り離されています

左から右）ベンガ
ルールのインド
科学研究所で、
「Ripples 2018」
の期間中に、設計の
専門家であるNilesh 
Walke、arvind 
Sahu、Vinay V.が、
彼らが設計および
開発したウェアラ
ブル上肢人工装具
「Purak」を展示して
います
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Prabhu Rajgopal博士は、iiTマドラスの機械
工学部の非破壊評価センターの教授です。彼

は遠隔構造検査の専門家です。National design award（2016
年）の受賞者でもあります

が、テキスタイル、工芸品、寺院の芸術

などでは伝統がまだ息づいていると言え

るでしょう－私たちは、あらゆる心の状

態にマッチし、それによってすべての人

にアピールすることができるような色彩

の素晴らしい使用法を見つけることがで

きます。

新しい時代
スワデシ（swadeshi）、ジャガード

（jugaad）、ラサ（rasa）の理想が、

世界を席巻するインドのデザイン革命の

種をまきました。ガンジーニズムとスワ

デシの哲学的設定は、廃棄物の最小限に

抑制することや、リサイクルの促進への

熱意に対応するような幅広い意味を持っ

ていますが、それと同時に、環境に優し

い材料、技術、プロセスをサポートする

ものでもあります。インドの顧客は、製

品の使いやすさと耐久性を重視する一方

で、特定の投資に対して最大限の利益を

望みます。

左と上：iiT MadrasによるBeluga水中遠隔操作車両（ROV）
が、Planysをスタートアップしています
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絶滅の危機に瀕していた豪華なマッシュル生地は、ほとんど

忘れられていましたが、大手ファッションブランドによって

発見されました

著者 イシタ・ゴエル

かつての織工の創意工夫の物語を伝え

る、500年前の生活の伝統。王と共同体、戦

い、失われた王国のすべての縦糸と横糸の物

語に隠されている豪華な布地。それは、かつ

てグジャラートで栄えた活気のある手織りの

伝統的な織物であるマシュル（mashru）の遺

産です。かつては絹糸と綿糸の特殊な組み合

わせであるマシュルが、この地域の王族とエ

リートのお気に入りでした。

外側にシルクの光沢を与え、内側に綿が入

っているため、着用者は快適に感じることが

できます。宝石の色と大胆なストライプで知

られるマシュルは、その全盛期には、多くの

衣類に用いられ、人気の生地でした。

グジャラート州と強いつながりがあ

り、パタンとマンダヴィ周辺の地域に広

く織り込まれています。マシュル

は、kurtas、sarees、lehengasを

作成するために使用され、時間とと

もに色あせていく黄金の歴史があり

ます。しかし、最近では、シンプル

でありながらエレガントなテキスタ

イルが脚光を浴びていて、数人のフ

ァッションデザイナーの努力によって復活し

てきています。

輝かしい過去
16世紀に中東を広く支配したオスマン帝国

は、グジャラートの商人と広範囲に取引して

いました。スパイス、穀物、雑貨などと交換

された最も貴重な商品はシルクでした。その

魅惑的な光沢は、帝国のイスラム貴族の間で

人気を博しました。しかし、彼らの多くは、

シルクが肌に触れてはならないと考えていま

した。また、シルクは、乾燥地の暑さの中

で着る生地としては、快適ではありませんで

した。この挑戦に対する解決策を考えた織物

職人たちは、人々が絹の光沢に身を包みなが

ら、生活スタイルを維持し、快適に感じるこ

緑、赤、黄色、インディゴなどの幅広
い鮮やかな色で織られたマシュルは、
かつては高級生地の象徴でした
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2016年のamazon 
india Fashion 

Weekでデザイナー
のSanjay Garg氏
によるマシュルサ
リーの初披露とし
て、マシュルサリ
ーを装ったモデル
がランプを歩いて

います
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とができる生地であるマルシュを作成し

ました。

マルシュは、縦糸に絹糸を、横糸に

綿糸を使用します。ペルシャ語から派生

した名前マルシュは、許可または認可を

意味します。サンスクリット語の混合を

意味するミシュルに由来すると言う人も

います。緑、赤、黄色、インディゴなど

の幅広い鮮やかな色で織られたマシュル

は、最終的には贅沢の象徴となりまし

た。

その時代の豪華な王朝がほこりに砕

けたように、彼らの芸術や工芸品も時間

とともに失われました。その間に、織物

職人たちは地元の部族の女性のために普

通のマシュル生地を織り始めました。女

性はそれをチャニヤ・コリス（ブラウ

スの付いたスカート）に縫い付けてい

ました。しかし、より安価な人工生地が

人気を博したため、それも衰退しまし

た。今日では、グジャラート州パタンに

住んでいるごく少数の家族が、ピットベ

ースの手織り機でマシュルを織っていま

す。hasan Kaka氏は、まだ手織り機でマ

シュルを織っている数少ない職人の一人

です。

色の鎖
hasan Kaka氏の薄暗いワークショップで

は、毎日夜明けに作業が始まります。彼

は3人の息子に助けられており、全員が1

日で少なくとも3mの織物を織る目標を持

っています。「マシュル織りにはいくつ

かの種類があります。カタリア・マシュ

ルは、異なるたて糸を使用して得られる

色のストライプを持っていますが、ダネ

ダーは、織機に4本の余分なシャフトが

追加された点線のパターンです」と、カ

カ氏の息子ムハンマド・ズベイン氏は説

明します。

「ストレッチ生地を完成させるのに

約1か月半かかります」と72歳のhasan

左：古いワープに新しいワープを取り付けるウィーバー。
上：壊れた糸をつなぐ織工
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氏は言います。1着のサリーを仕

上げるには、3か月を要すると付

け加えました！「仕事は退屈で、

私たちが得るお金は非常に少ない

です」と彼は言います。このこと

が、彼が彼の息子に織物技術を継

がせるのを嫌がる理由でした。数

十年前、約400人の織工が荒涼と

した砂漠でカラフルなファブリッ

クを製造するためにリズムを取り

ながら働いていた頃の写真は、パ

タンの地に、わずか25-30人ほど

の職工が残されているだけという

今日の状況からは、信じがたい光

景となってしまいました。Yunus 

bhai氏は、パタンの人気のある

観光地であるRani-no-hajiroの

前にある小さなカラフルなショッ

プ、Gamthivalaのオーナーです。

「祖父の頃には、私たちの家族

は、マシュルを売ることによって

財産を作ることができました。1

つの小さな店から始めて、生地の

需要のおかげで3つの豪華な店に

拡大することができました。しか

し、今日では、需要がありませ

ん。もしも、この状況が改善され

なければ、数年後にはマシュルは

博物館でしか見られなくなるだろ

うと思います。」

マシュルへの関心は、最近10年間で高まってきました。raw MangoとMashru
との関係は深く階層化されており、私たちの再解釈は、Banarasのテキスタ
イルの新しい開発の導入につながり、これには、職工たちのコミュニティ
や、産業における新しい関心を呼び起こしました。 サンジェイ・ガーグ

デザイナー

Ph
ot
og

ra
Ph

 G
an

dh
in

ag
ar

 R
es

ou
rc

e 
Ce

nt
re

Ph
ot
og

ra
Ph

 S
ha

lin
i S

hr
ey

a

見開きページ（上
と下）：パタン
で働らくマシュ
ル織工。織機の
生地のクローズ
アップ
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ファッション 

IND IA  P E R S P E C T I V E S

Raw Mangoのコレ
クションからマ
シュルドレスを

着たモデル

マシュルのパターンとトー
ンは織りの伝統そのもので
すが、カットと構造は現代

的です

希望の光
しかし、特にインドの都市部で

は、マシュルの魔法がゆっくりと

再認識され始めていて、すべてが

失われたままという訳ではあり

ません。地元の何人かのデザイナ

ーが、デザインと色の実験を開始

し、ネクタイをベースファブリッ

クや、地元のマーケットで高く評

価されていると染料とブロックの

印刷デザインで補完したりしてい

ます。

マシュルを実験している人気デ

ザイナーに、Raw MangoのSanjay 

Garg氏がいます。「王室が着用し

た世界で最も豪華な生地」が売り

物の彼の作品は、多くのバイヤー

に愛され、この遺産の宝石に注目

を集めさせています。

デリーでは、2016年春夏のアマ

ゾン・インディア・ファッション

ウィーク（aiFW）で、Garg氏がマ

シュル製のクルタ、レヘンガ、さ

らには現代的なパンツを披露し、

ファッション愛好家たちが注目し

ていました。彼のモデルは、現代

インド女性の好みをベースとし、

伝統の恵みを備えたゴージャスな

服装をまとい、滑走路を歩くよう

であったとも言えますが、あまり

騒がしくしないように、趣きを緩
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和してきました。綿が生地をよりウェア

ラブルにしたという特徴を、ファッショ

ン愛好家たちは見逃しませんでした。マ

シュルは、着用の容易さ、忙しいデザイ

ンの簡素化、その豪華な流動性という3

つの主要な点で、インドのバイヤーから

高い評価を得ています。

マシュルの将来について、Garg氏は、

次のように語っています。「マシュルの

未来は、織工のコミュニティの意向にも

よりますが、過去数十年間では成長して

いると言えます。私のすべてのコレク

ションの中で、マシュルは私の個人的な

dNaに最も近く、特にインスピレーショ

ンを求めて時々訪れるabha kurtaは大き

な存在です。」

ガーグ氏は、現代のカットと構造を

提供しながら、織りの伝統からパター

ンとトーンを大きく引き出し、マシュル

作品を希少で魅力的な製品にしていま

す。2001年には、グジャラート州に、マ

シュルの家のインテリアとテキスタイ

ルを作成するユニークなプラットフォー

ム、Craftrootsが開設され、活動を始めま

した。「私たちのサリー、ホームデコ、

紳士服はインドのあらゆる地域、さらに

は外国にまで販売されています」とスポ

ークスマンのラジュ・タコール氏は言い

ます。「マシュルは非常に豊かな生地で

す。完全に輝く作品を制作するには、7つ

の複雑な手順が必要であり、そのうちの

どの1つが欠けても、最高の品質を得るこ

とはできません。マシュルの作成は、最

終製品と同じくらい魅了的なプロセスで

す。」マッシュルの破片が棚から飛び出

し、この遺産のような織り方が用いられ

る機会が再び増加しているようです。

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い仕事
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。

マシュル生地の
クローズアップ
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遺産

内側から撮影
されたシブテ
ナバード・イ
マンバラの入
り口
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コルカタ
ナワブの

アワドの最後のナワブであるワジド・アリ・シャーがイギリス

人によってベンガルに追放されたとき、彼は喜びの街にミニ・

ラックナウを作りました。彼の玄孫（4代）のシェーンシャー・

ミルザは、過ぎ去った日々の栄光を思い起こします

著者 アヤンドラリ・ドゥッタ

写真：サンタヌ・チャクラボルティ

40年前、オスカー賞を受賞したサタハジッ

ト・レイ監督が、彼の象徴的な映画、シャト

ランジ・ケ・ヒラディ（1977年リリース）の

数多くのショットを、コルカタ郊外のメティ

アブルズのイマンバラで撮影しましたが、そ

の場所の選択は、おそらく意図されたもので

あったのでしょう。コルカタ南西部のメティ

アブルズにあるイマンバラは、アワドの10番

目で最後のナワブであるワジド・アリ・シャ

ーが、イギリス軍に追放された時に、亡命し

た場所でした。このナワブと彼の王国の支配

の衰退を微妙に描いた映画の撮影の場所とし

て、そこは完璧な場所でした。今日、ワジド

アリシャーが1856年までにここで過ごした31

年間を示す遺物は、広大なイマンバラ、彼の

亡命開始からほぼ10年後に建てた素晴らしい

モスクのシャー・マスジド、そして、玄孫の

Shahenshah Mirzaの記憶でした。ナワブをラ

クナウから追放した時に、イギリス軍は彼の

慰めを奪っただけでなく、彼の土地と財産を

没収しました。しかし、回復力を持っていた

王は、決して敗北することはありませんでし

た。彼はメティアブルスに彼の好きな都市の

レプリカを作りました－－彼は以前のカルカ

ッタにラクナウを再現しました。彼は動物園

を作り、カイトフライング、ラクナウ料理、

音楽とダンスのラクナウ・ガラナ、そして、

ラクナウの刺繍chikankariを紹介しました。

エリート・ベンガリスは、王の文化的な素晴

らしさに感銘を受け、ベンガルをラクナウの

王室の遺産に関係付け始めました。

バンガロー
コルカタでは、彼はメティアブルズのバンガロ

ー11を住居にしました。そこは、かつて最高裁

判所長官であったサー・ローレンス・ピール

の自宅でした。ナワブがその家に引っ越した時

に、彼はそこをスルタン・カーナと改名し、

その地域が「ドゥニヤビ・ジャンナ」、すなわ

ち、地球上の天国に変化し始めました。今日、

そのバンガローはBNRハウスと呼ばれ、南東鉄

道の総支配人の住居となっています。建物への

入場は制限されていますが、南東鉄道の許可の

下に、ツアーを行うことが可能です。
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遺産

リトル・ラクナウ
ナワブの時代、王室の側近に同行して

メティアブルズに定住した彼の家族や

裁判所のメンバーは、彼らが地元にい

た時のように、質素なウルドゥーや、

シェルワニス、チュリダール、サルワ

ール・カミーズ、シャララ・ガララの

ようなアンサンブル、コックファイテ

ィング、カイトフライング、レスリン

グのようなスポーツを普及させ、ム

シャイラ（詩のシンポジウム）を開催

しました。アワドの支配者たちは食物

の偉大な愛好家であり、同じ情熱がメ

ティアブルズでも保たれました。「こ

の時期に、王室の伝統であるカブータ

ルバージ（鳩の戦い）が行われるよう

になり、ナワブ自身は約24,000羽の

鳩を所有していました。ムール貝、ビ

リヤニ、バター（ヤマウズラ）、ナ

ルギシ・コフタ、ムタンジャン、シー

マル、サルダなどの美味しくてエキゾ

チックな料理が、ベンガルまでナワ

ブに同行してきたアワドのシェフによ

り、ロイヤル・キッチンで調理されま

した。コルカタのエリート・ゲスト

には、豪華なごちそうが振る舞われま

した」とShahenshah Mirza氏は言い

ます。  しかし、ナワブの死ととも

に、栄光の時は衰退しました。彼が死

んだ時には、ワジド・アリ・シャーの

土地の広さは257ビガ（昔の土地の広

さの単位）で、およそ20棟の建物が建

てられていました。今日では、モスク

のみが残っています。ShahiMasjid – 

下：ナワブ・ワジド・
アリ・シャーの最初

の住居であるBNRハウ
ス。現在は、南東鉄道
の総支配人の自宅とな

っています。
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だことを見ることができます。ラ

クナウのバダ・イマンバラのレプ

リカは、実物よりもはるかに小規

模なもので、1864年に建てられ

ました。その豪華さは、磨かれた

大理石の床、ベルギー製のガラス

ランプ、華やかな織物に見ること

ができ、これらはすべて、ナワブ

によってラクナウから持ち込まれ

たものです。メインエントランス

の上にはアワドの紋章があり、そ

の上には「ハムサの手」と呼ばれ

る開いた手のひらがあり、これは

イスラムで最も神聖な5人を象徴

しています。壁には、ナワブの詩

とイスラムの伝承の画像が飾られ

ています。展示ケースには、ナワ

iron Gate Road名前が示すよう

に、iron Gate Roadのゲートは

鉄でできています。それは王の

土地への入り口を示していまし

た。この道路には、1856〜57年

頃に建てられたシャヒ・マスジ

ッド、別名ロイヤル・モスクがあ

ります。それはおそらく、ナワ

ブが彼の個人的な使用のために

建設した最初の建物だったと思

われます。彼は、毎日の5回の祈

りを日課とする人々に、祈りの

場所として提供し、招待しまし

た。誰も来ない時には、彼は、自

分で祈りました。その構造にはド

ームやミナレットはなく、噴水

はありますが機能しません。現

在はワズ（祈りの前のお清め）

に使用されています。Bait-Un-

Nijat imambaraBait-un-Nijat 

imambara（救援の家）は、Kamal 

Talkiesの近くのGarden Reach 

Roadに建てられています。また、

フセニア、アシュカーナまたはイ

マンバラとも呼ばれ、宗教儀式の

ための会堂です。実際、ナワブは

1863年に、家族とともに、ムハ

ーラムを記念してそれを建てまし

た。この平屋の建物には、スカラ

ップ型のアーチ、緑の雨戸、およ

び鋳鉄の手すりがあります。シブ

テナバード・イマンバラ彼の墓が

あるシブテナバード・イマンバラ

では、ナワブが豊かな生活を好ん

上：Shahenshah Mirza;左：シャヒ・マスジッド、別名、ロイ
ヤル・モスク
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遺産

ヴィディアサガル・セ
トゥとフーリー川に架
かるハウラー橋を背景
とするガーデン・リー
チ地域のパノラマビュ
ー。ガーデン・リーチ
は、ナワブがミニ・ラ
ックナウを設置した場

所です

私が成長する間に、私はこの都市
に、中国人、アルメニア人、ユダ
ヤ人、イギリス系インド人、アフ

ガニスタン人、イラン人、ゾロアス
ター教徒の数が増えるのを見てきま
した。 それは常に、多文化融合の
完璧な例だったと言えます。私た

ちは、穏やかなペースで移動する路
面電車や、モンスーンの時期に非常
に重要な交通手段である人力車で育
ちました。この街では、アンバサダ
ー・カー、フィアット、何台かのジ
ープは、ユニークな存在でした。タ
クシー運転手は、ほとんどが信頼で
きるシーク教徒でした。私たちは、
エデン・ガーデンでクリケットを観
覧し、ニザム（レストラン）で最も
風味豊かなロールを味わい、ライト
ハウス、エリート、ニューエンパ

イア、グローブ・シアターで映画を
見るという豊かな日々を過ごしまし
た。アヤンドラリは、情熱による放
浪者であり、職業として言葉を巧み
に操る人であり、選り抜きのホーム
シェフでもあります。新しい地形、
本、お茶、アダを探索し、そのよう
なものにより、アヤンドラリは構成
されています。物事に対する好奇心
により、彼女は前進し、探求し続け

ることができます。

 Shahenshah Mirza

ああ、カル
カッタ！

象徴的な
Sabtainabad 
imambaraの美し
く開放的なイン
テリア
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ブ自身によって書き写されたと言

われているコーランなど、さまざ

まな記念品が含まれています。ベ

ガム・ウムダ・マハル・イマンバ

ラベガン・ウムダ・マハルのイマ

ンバラは、ベンガル出身のナワブ

の妻の一人のために建てられまし

た。Sibtainabad imambaraの西に

位置し、このimambaraの外観は荒

廃しています。内装は劣化してい

ますが、驚くほど美しいです。王

族の遺品の大部分は破壊または盗

難され、ナワブのラクナウを示す

物はほとんど残っていませんが、

いくつかの博物館で展示されて

いる物もあります。「彼の死後、

ナワブの有名な屋敷は解体され、

一時の繁栄は別の形になり始めま

した」とミルザは言います。しか

し、希望は生き残ります。「コル

カタは長い道のりを歩んできまし

た。市内のほとんどの歴史的建造

物で、多くの修復作業が行われて

いて、おそらく、ナワブの栄光も

生き返るでしょう」と彼は付け加

えます。

上（左から右）：ガーデ
ン・リーチ地域の美し

いモスク。Sabtainabad 
imambaraの華やかなイン

テリア。ナワブ・ワジドア
リ・シャーの紋章。下：コ
ルカタ在住中に、王様専用
として用いられていた装飾

を施された椅子

アヤンドラリは、情熱による放浪者であり、
職業として言葉を巧みに操る人であり、選
り抜きのホームシェフでもあります。新し

い地形、本、お茶、アダを探索し、そのようなものにより、アヤ
ンドラリは構成されています。物事に対する好奇心により、彼
女は前進し、探求し続けることができます。
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はい、私たちには、す
べてが可能です

企業内起業家たちは、新しい機会を創出し、インドの経済成長を促進し

ています。パワン・ゴエンカ、ニティン・パランジペ、アミタブ・カン

トの3人のパーソナリティーのサクセスストーリーをたどります

著者 ラシュミ・バンサル

インドは大胆な思想家の地です。私は、

この国の最も小さな村落でさえも見られ

る野心と願望に驚いています。困難にも

かかわらず、希望と楽観主義がありま

す。その多くは、政府の政策とプログラ

ムによって開かれた新しい展望によって

支えられています。しかし、インスピレ

ーションの最も重要なソースは、インド

人のハートとマインドを理解しているビ

ジネスリーダー、アイコンです。私はこ

れらのリーダーをイントラプレナー（企

業内起業家）と呼んでいます。彼らは、

彼らが働く組織内で変革を起こす、回復

力と機知に富んだ男性と女性です。起業
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家にはビジョンがあります。イントラプ

レナーとは、起業家のビジョンを現実に

変換する人です。

モーターマン
「マヒンドラは、次の3年サイクルの投

資ガイダンスを300億インドルピーまで

引き上げました」と、今年5月に著名な

ビジネス日刊紙が報道しました。多くの

人は、これを非常に日常的なニュースの

1つとして無視するでしょうが、この報

道は、ある理由のために私の目を引きま

した。総選挙直後の2019年5月、ピンク

色の紙面には自動車の販売減少に関する

報道がたくさんありました。そして、イ

ンド経済の「悲しい状態」についての報

道が。それでは、なぜ、マヒンドラ自動

車は、生産台数を増加することを計画し

たのでしょうか。これを理解するため

には、私たちは1993年に立ち戻り、iiT 

KanpurとCornell大学の卒業生である

Pawan Goenka博士がデトロイトのゼネ

ラルモーターズを辞め、設立50年の家

族経営の会社、マヒンドラ＆マヒンドラ

社の小規模なR＆d部門に参加した時のこ

とについて考える必要があります。アナ

ンド・マヒンドラは、会社を引き継いだ

ばかりで、若いハーバード大学の卒業生

は、インド企業がこれまでに経験してこ

なかったような計画を大胆に実行すると

いうビジョンを持っていました。

Pawan Goenka博士は、不可能を達成す

るためにチームのとりまとめを行いまし

た。4年の期間と55億インドルピーの予算

（プロジェクトの目標に比べると小規模

な予算）で、スコーピオ（さそり座）と

いうブランド名の「インド製」SUVの開発

を目指しました。この車は、強力なスタ

イルの存在感と、強力なエンジン（イン

ドで最初に100馬力を超えました）、優れ

た価格設定で大きな成功を収めました。

「スコーピオの成功には、もう一つの要

因があったと思っています。それは、イ

ンド人の誇りでした。インドの会社が、

これを開発したということです...」と

Goenka氏は言います。2009年、Mahindra

Pawan Goenka氏は、
マヒンドラ&マヒン
ドラ社の自動車お

よび農機具部門の社
長です
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社はXyloというブランド名のSUVを発売しまし

たが、販売目標を達成できませんでした。同

社は、その年の第4四半期に損失を計上しまし

た。しかし、その時に、ゴエンカ博士は取締役

会に対して大胆な提案をしました。プネ近郊の

最先端の新工場に500億インドルピーを投資す

るというものです。これは、10、20、30年先の

需要に応えるための提案でした。マヒンドラ社

が投資を続ける理由を、リスクは十分にとられ

ていて、現時点での経済の減速に関係なく必要

な投資であると説明しています。「CEOの仕事

は、スターを育成したり、スターになったりす

ることではなく、普通のチームを率いて特別な

結果を達成することです。そして、CEOがすべ

てを知っているかのように行動しなければ、特

別な結果を達成することができます」とGoenka

氏は説明します。

シンクタンク
政府内部門にもイントラプレナーたちがい

ます。新しいインドでは官僚が変わりつつ

あり、政府機関の役人にはダイナミズム、

先見性、問題解決能力が求められていま

す。amitabh Kant氏は、そのような観点に

おいて、非常にインパクトのあるキャリアを

持つ役人の好例と言えるでしょう。80年代

後半、カリカットの地区コレクターとして、

カント氏はカリカット国際空港に資金を提供

するコミュニティ主導の取り組みを開始し

ました。カリカットは、国内で最初にUser 

development Fee（UdF）を徴収した空港で、

これは後に、全インドの空港のモデルとなり

ました。カント氏は、ケララ州観光局の秘書

として、官民パートナーシップを通じて在任

中に州への訪問者数を大幅に増加させること

に成功しました。彼は、インクレディブル・

インドのキャンペーンで、これまでにないよ

うなインドの観光の可能性を提示し、空港開

発の時と同様の革新的な考え方を全国レベル

にもたらしました。

カント氏は、アメリカの2001年9月11日のテ

ロ攻撃の直前に、観光省の共同秘書官に就任し

アミターブ・カント
氏は、NiTi（イン

ド変革国立研究所）
aayogのCEOで、ブ

ランディング・イン
ディア－インクレデ
ィブル・ストーリー
（Branding india – 
incredible Story）

の著者です。
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ました。世界中で、観光には大きな影響があり

ました。2001年12月のインド議会での事件は、

観光客をさらに怖がらせました。しかし、その

時期に、インクレディブル・インドのキャンペ

ーンが開始されました。最初の年の終わりま

でに、その影響は目に見えて現れ、インド国

内の観光客数が16％増加しました。カント氏は

現在、インドの変化の方向とペースの決定を率

いている政府のシンクタンクであるNiTi aayog

の長を務めています。カントは彼のマントラ

を定義しています：「多くの反対に直面するた

め...あなたは変化に有利なカウンタープレッ

シャーを構築できなければなりません。それが

あなたが成功できる唯一の方法です。」

ハートで
同様の戦略が、2008年にhindustan 

Unilever（hUl）のCEOに就任したNitin 

Paranjpe氏によって採用されました。世界

的な経済危機に直面し、彼は手を挙げて、「

この状況は、私にはコントロールできませ

ん」と言うこともできたかもしれません。そ

の代わりに、彼は将来の成長の基盤を築く機

会のために、一時、減速することを提案しま

した。当時、hUlには全国に約100万の販売拠

点があり、年間1万〜1万5千店舗を追加して

いました。2009年に、Paranjpe氏は、翌年

に、50万店舗を追加するという目標を設定し

ました。その目標に、最初は人々はショック

状態でしたが、その後、興奮の衝撃に変わり

ました。この目標には、新しい思考方法、革

新的な手法が伴っていました。

「私たちのほとんどは、失敗の恐れ、とい

う1つの理由のために、低い目標を設定しよ

うとします」とParanjpe氏は言います。もし

も、何らかの方法によって、その恐れをなく

すことができれば、人間の可能性の力を解き

放つことが可能です。次の2年間で、hUl社は

新しく100万店舗を追加し、経済が回復する

につれて売上が急増しました。「私が彼ら（

チーム）に頼んだのは、理論的なマインドを

脇に置き、ハートで目標を受け入れることで

す。それは、マインドはその論理と理性によ

り、あなたを後退させるからです」と彼は言

います。

ボトムラインは、誰もが起業家になること

ができるという訳ではないということかもし

れませんが、私たち一人ひとりは、起業家の

ように考え、行動することができます。そし

て、役割の範囲内で、変化のエージェントに

なることができます。それは、国家と世界に

対する私たちの任務として必要なことである

と言えるでしょう。

ラシュミ・バンサルは、インドのノンフィク
ション作家、起業家、若者の専門家です。
アーメダバードのインド経営研究所の卒業

生である彼女は、最初にTimes of indiaのブランドマネー
ジャーとして働きました。

Nitin Paranjpe
氏は、ロンド
ンおよびロッ
テルダムに本

拠を置く会社の
インド子会社で
あるhindustan 

Unilever 
limitedのマネー
ジングディレク
ター兼最高経営

責任者です。
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スナップショット

それを、現代の復活と呼ぶ人もいますが、おそらく意識

的な覚醒だと言う人もいます。しかし、ヨガは、より健

康的で、存在の意識を高める究極の実践であると言える

でしょう。2019年6月21日に、第5回を迎える国際ヨガの

日（idY）の機会に、私たちは世界中を旅して古代ヴェー

ダの練習の利点を体験します

アーサナ
典型的な
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見開きページ：パリのエッフェル塔
の近くで、何百人もの参加者が、象
徴的なスーリヤ・ナマスカルを演じ
ています

上：砂の芸術家、スーダーシャン・パ
ットナイクがオリッサ州プリで、国際
ヨガの日に作成した砂の彫刻



|  48  | 2019

スナップショット
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下：アラブ首長国連邦アブダビで開催され
たヨガデイ・キャンプに参加した熱狂的な
ヨガ愛好家たち

見開きページトップ：バングラデシュのダ
ッカでさまざまなアーサナを練習している
参加者た

ち見開きページ下：ウクライナ、キエフで
愛好家がidYを祝うのを歩行者が見ています

必要に応じて実践できるヨガには、広く受
け入れられている6つの形式があります。
これらは、ハタ・ヨガ、ラジャ・ヨガ、カ
ルマ・ヨガ、バクティ・ヨガ、ジュナナ・
ヨガ、タントラ・ヨガです。
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スナップショット

見開きページ：シリア、ダマスカスで
の国際ヨガの日の参加者たち

上：ネパールのエベレスト・ベースキ
ャンプで、ヨガでウォーミングアップ
する登山家たち

下：北京、中国のidYのお祝いに参加す
る住民たち
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スナップショット

右：シンガポールで、国際ヨガ
の日を祝うために組織されたヨ
ガキャンプ

下：オランダのハーグの市内中心
部で、数百人がヨガの日のお祝い

に参加しています
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インドの賢者パタンジャリによ
るヨガ哲学が著し、2000年の歴史を誇る「ヨガ・スートラ」
は、マインドをマスターし、感情をコントロールし、精神的

に成長する方法に関するガイドブックです。

上：ブルガリアの美
しいソフィア市で開
催されたヨガキャン
プの様子
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スナップショット



 |  55  | 



|  56  | 2019

スポーツ
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有名な国際射撃スポーツ連盟

のワールドカップで、若いイ

ンド人射撃選手が明るく輝く

標的を射撃し、インドの若手

選手による射撃の腕前が、世

界レベルでも高いレベルにあ

ることを証明しましたゲーム
著者 ガガン・ナラン

ハンガー・

インドでは、スポーツの分野でも最近

の進歩は著しく、成功を目指して努力

し、目標を達成するために継続する能

力を持つ才能ある若い選手を輩出し

ています。最近、開催された国際射撃

スポーツ連盟（iSSF）ワールドカップ

（今年初めに開催）では、若いイン

ド人選手が自分たちの地位を確立す

ることができた典型的な例となりまし

た。インドの選手たちは、2年連続で

トップの座を維持することを目標にし

て参加し、合計4つのメダルを獲得し

ました。そのうちわけは、金メダル3

個と銀メダル1個で、2020年の東京オ

リンピックの射撃で5人分の参加割り

当て数を確保しました。インドの第1

チームは、主に学校を卒業したばかり

のアスリートで構成されました。多く

の場合、新鮮な血は、達成への新たな

望みをもたらし、以前に目標として設

定された記録を忘れ、彼らのすべてを

与えるという驚くべき忍耐力をもたら

します。このことは、2019年7月にド

イツのスヒで開催されたiSSf Junior 

World Cupで、再び証明されました。

アイシュワリヤ・プラタップ・シン・

トマールは、素晴らしいパフォーマン

スを披露し、金メダルを獲得しまし

た。インドの射撃チームは、なんと10

個の金メダルを獲得してチャンピオン

インドの射撃選手、アン
ジュム・ムジル（左）と

ラビ・クマール（右）
が、iSSFワールドカップ
のミックス10mエアライフ
ル予選に参加していると

ころ。
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スポーツ

アブヒシェク・バーマ、シャザ

ー・リズウィ、マヌ・バカー、ラ

ヒ・サルノバットらが信頼できる

選手として選ばれました。トーナ

メント中に、トップ集団に名前を

連ねた選手の1人はディビヤンシ

ュ・シン・パンワルです。彼は、

前日に、男子10mエアライフルの

混合チーム競技で、初の国際シニ

ア・メダルを獲得し、2020年東京

オリンピックへの出場権を確保し

ていました。10代のスターである

BhakerとChaudharyは、10mのエアピ

ストル混合チームで、ニューデリ

ーで表彰台の最上段に位置したの

に引き続き、2年連続の金メダルを

獲得しました。各選手は、日本で

大きな勝利を収める可能性を秘め

ています。既に出場権を獲得して

いる人もいれば、それに向けて努

力中の選手もいます。

若い選手に注目
世界レベルでインドの射撃競技の

戦績を劇的に変えた要因の1つは、

ジュニアレベルへの大規模な投資

です。この発展は、国内で射撃競技

を活発化する方向で積み重ねられ

てきた絶え間ない不屈の努力によ

るものです。20年前には、スポーツ

の分野の最先端の機器や、科学的

アプローチへのアクセスは容易では

ありませんでした。優れた射撃選手

になって初めて、世界クラスの装備

を手にする機会を得ることができ

ました。私たちは子供たちに、最

初から最先端のテクノロジーを利用

させたいと思い、それが、私がGun 

For Glory（GFG）を始めた理由の1

つです。GSGは、インドの若手の意

上：インドの射撃選手Manu Bhaker（右）とSaurabh Chaudhary（左）
は、iSSFワールドカップのミックス10mエアピストルの決勝で金メダ
ルを獲得しました。下：中国のiSSFワールドカップで若い選手ととも
に競技中のGagan Narang選手

星の中から
1986年に、射撃競技のワールドカ

ップがiSSFによって導入され、オ

リンピックへの出場資格を得るた

めの明確なシステムが確立されま

した。競技は、毎年、すべての射

撃カテゴリを対象として、4種目の

コンテストが行われます。これら

のカテゴリーのトップクラスの選

手たちが、決勝戦でオリンピック

の出場権をかけて争いします。98

か国の鍛え上げられた919人のアス

リートたちが、ミュンヘンに集ま

り、iSSFのワールドカップのメダ

ルとともに、2020年の東京オリン

ピックの出場権をかけて、17か所

の競技場で競い合いました。2019

年の決勝戦に、インドは35人の選

手を送り込みました。ヘーナ・シ

ドゥ、アンジュム・ムジギル、ア

プルビ・チャンデラのようなベテ

ラン選手に加えて、サウラブ・チ

ャウダリー、メフーリ・ゴシュ、

エラヴェニール・ヴァレリバン、

シップを終えました！インドは、

興味深いことに、来年3月15〜26日

に、ニューデリーで、来年のiSSF

複合ワールドカップを主催しま

す。複合ワールドカップには、ラ

イフル、ピストル、ショットガン

のレースが含まれます。
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欲的な射撃選手に、総合的な開発プロ

グラムを提供することを目的とする、

プネに拠点を置く射撃競技のアカデミ

ーです。社会におけるスポーツのキャ

リアについての見方の変化も、若者へ

の支援を後押ししています。以前はク

リケットだけでしたが、今ではインド

の射撃選手、短距離選手、テニス選手

などがオリンピックを含む国際トーナ

メントで金メダルを獲得し、他のスポ

ーツも注目され始めています。親たち

も、自分の子供が、キャリアの1つと

して、スポーツをしているという考え

方を認め始めています。若者の間で、

スポーツを奨励する連合政府の「ケ

ロ・インディア」イニシアチブに基づ

き、制度的な支援策が整備されてきま

左：プネーのガンズ・
フォー・グローリー

（GFG）射撃アカデミ
ーの若手のスター選手

たち。

右：2019年iSSFワールド
カップの男子10mエアラ
イフル決勝で、歓声を上

げる観客たち

した。このプログラムでは、様々なスポ

ーツを合計して1,000人の選手たちが選定

され、選ばれた選手には、毎年50万ルピ

ーが、8年間、支給されます。

賞の見どころ
トレーニング・テクノロジーの進歩

により、何人かの若手の射撃選手たちの

夢が現実になりつつあります。全インド

から集められたトップレベルの選手たち

は、世界レベルでも好成績を収める力を

持っています。私はインド全土で高いレ

ベルのアカデミーを開催していますが、

他にもレベルの高い選手育成機関が育っ

てきています。地方自治体は、初心者向

けの育成プログラム、すぐれた選手の育

成や、ハイレベルの選手の発掘に力をい

れています。射撃はインドで最も急速に

成長しているスポーツの1つであり、他の

どの国よりも急速に成長しています。最

近の世界的な成功は、全インドの関係当

局による努力の証です。

Gagan Narangは、2012年のロンドンオリンピック
の銅メダリスト（男子10メートル、エアライフル）
です。彼はまた、この種目に参加した最初のイン
ド人でもありました。彼は、全インドの若い射撃

選手を支援する世界クラスの射撃選手育成アカデミー、Guns for 
Gloryの創設者です。
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旅行

著者 サラ・トッド

インド初のユネスコ世界遺産であり、グジャラート最大の都

市アーメダバードは観光客の天国です。エレガントなモニュ

メント、活気のある市場、多様な料理シーンにより、忘れら

れない体験を提供します

の味
アムダバード

遠くに流れるサバルマティ川の水音がし

ます。私の頭上では、高い枝の上で、2羽

の鳥が、雨が降る可能性を感じながら、

一陣の突風が吹くかのように歌を歌って

います。私はアーメダバードのサバルマ

ティ・アシュラムにある静かな緑地に立

っています。ここでは、街の不協和音は

聞こえません。また、キッチンで慣れ親

しんでいる忙しく動き回る雲に囲まれて

いる訳でもありません。その代わりに、

マハトマ・ガンジーの生活、時間、哲学

を記録した博物館の展示の中を歩いてい

ます。ここに完全に保存されている彼の

質素な住宅は、彼が信じた理想を垣間見

せてくれます。川の西岸にあるアシュラ

ムで数時間過ごすのは簡単です。1917年

から1930年まで、インドの独立のための

闘争の間、アシュラムはガンジージの本

部として機能しました。サバルマティ・

アシュラムは、アーメダバード、また

は、現地語ではアムダバードで、私が訪

れる最初のランドマークの1つであり、私

は昼食の時間の頃まで、そこで過ごしま

した。インドの都市は、食べ物によって

特定できます。南インドはイドリス、ド

ーサ、アパム、北インドはパラサ、マタ

ー・パニール、チョーリー・クルチ。イ

ンドのどこでも、これらの料理の最高級

のものを味わうことができますが、アー

メダバードはこれらすべての最高レベル

の料理を味わうことができる都市の1つで

す。口の中に溶け込んだドークラや食欲

をそそるグジャラートのカディから、シ

ロップ状のジャレビスまで－私は、贅沢

な選択を行うことができます。

私は精巧な（真鍮製の）調理器具を使

アーメダバードへの旅行では、ショッピングも欠かせま
せん。古代の技術を使用して作成された息をのむような
バンダニ生地をお見逃しなく。グジャラートのターリー
では、あなたは、非常に多くのレベルに興味を持ち、よ

り多くを求めるでしょう
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アーメダバードの
歴史的な市内中心
部にある寺院の美
しいアーケード
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旅行

左から時計回り：ア
ーメダバードにある
アダラジ・ステップ
ウェルの建築物の
様子。Champaner-
Pavagadh建築物公
園のKamani Masjid
の遺跡。アーメダバ
ード周辺の歴史的建
造物。グジャラート
は、ハマン、カンダ
ヴィ、ダヒ・バラ、
ジャレビ、ブザン・
パプリとともに広が
りました

って、伝統的な方法で料理された、

精巧なグジャラートのターリー（ス

プレッド）に落ち着きます。食べ物

が出される前に、昔からの習慣であ

ると言われていますが、手を洗うた

めの小さなボウルに、金属製の鍋か

ら水が注がれて、提供されます。ゆ

っくりと、私のプレートには、ダニ

ヤ（コリアンダー）やパンディナ（

ミント）チャツネなどのピクルスと

チャツネ、ガジャーミルチアチャル

（ニンジンとチリのピクルス）の詰

め合わせから始まる地元のおいしい

料理が、少しずつ並べられて行きま

す。これらの料理は、プレートの上

に置かれた葉の上に並べられます。

「葉は、漬物のカッタ（酸味）が真

鍮と反応することを防ぎます」とウ

ェイターは説明します。メインディ

ッシュは、リンガナ・バタタ・ヌ・

シャク（ジャガイモとともに調理さ

れたナス）、チョーラ・ヌ・シャク

（芳香のある黒い目豆のグレービ

ー）、グジャラート・カッティ・ミ

ティ・ダール（甘酸っぱいレンズ豆

のスープ）、ウンディユ（ほうれん

草ペーストを添えたミックス野菜）

、ビヒンディ・サムブハリヤ（レデ

ィーフィンガーのカレー）、グジャ

ラティ・カデゥヒ（ヨーグルトとグ

ラム小麦粉で作られた甘い薄いグレ

ービー）、ライスとクヒチディ（主

に米とスプリットパルスで構成され

るインド料理）、およびバジリとマ

カイ・ノ・ロトロ（バジラキビと

トウモロコシの粉で作ったロティま

たはフラットブレッド）などのパン

の品揃えと、プラン・ポリ（甘いパ

ン）です。私は一口一口を楽しみ、

時にはグジャラート・ターリーを正

しい方法で味わう方法について料理

のアドバイスを提供されます。たと

えば、ハルワのボウルは、デザート

ではなく食事と一緒に食べるべきで

す！対照的なテクスチャーとフレー

バーにより、非常に多くのレベルで
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パン・マスカとマ
サラ・ティー
完璧な夜のスナック、パ
ン・マスカ（バタートース
トの甘いパン）とマサラ・
ティーは、アーメダバード
の街の定番スナックです。

daandiya 
Raasまたはdandiya Raas
は、グジャラートの伝統的
なフォークダンスの形式で
す。それは、ナヴラトリと
ホーリーの様々な祭りの期
間のお祝いの象徴的な形で
す。鮮やかな色のバトンを
使用したダンス形式で行わ
れます。

手工芸品のショッ
ピング 

アーメダバードは、周辺の
多くの活気のあるバザー
に並ぶ鮮やかな色と万華鏡
のようなパターンで有名
です。
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旅行

興味をそそられました。

飢えは癒され、私はアダラジ・

ヴァヴを訪れます。市内中心部

から約18 kmに位置する古風な趣

のある村アダラジに位置するこ

の壮大な15世紀の5階建ての八角

形のvav（ステップウェル）は、

息をのむほどです。このvavは、

文化的で実用的な空間

としてだけでなく、村

人が毎日訪れ、壁に刻

まれた神々の姿に祈り

を捧げる精神的な避難

所としても建てられた

と言われています。そ

して、内部は涼しいで

す。周辺には信者はい

ませんが、地元の人や観光客など

多くの訪問者と会います。私はイ

ンド・イスラムの影響を誇る複雑

な建築に魅了され、ヒンドゥー教

とジャイナ教の象徴にシームレス

に融合する複雑なイスラムの花柄

の調和のとれた遊びを広く見つめ

ています。私はこの魅力的な場所

をできる限り頭に入れてから、別

れを告げ、街に戻ります。

夕方にはお茶とスナックが必

要です。アーメダバードの街で

は、蒸しチャイ（ミルクで作られ

た甘いお茶）、ダルパコラ（レン

ズ豆のペーストで作られたフリッ

ター）を揚げる屋台、そして他の

いくつかのおいしいお菓子のおい

しい香りがあなたを招待します。

街の名物、チャイ、マスカ・パン

（バターの麺で焼いたふわふわパ

ン）、ダルヴァダ（レンズ豆のペ

私は実際に、焼きニンジン、
漬けたカリフラワー、肌寒い

豆腐のアイオリーを使用し
て、ビーガンハクラのバージ

ョンを作成しました

グジャラートは、ハマ
ン、カンダヴィ、ダ
ヒ・バラ、ジャレビ、
ブザン・パプリととも
に広がりました
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ーストフリッター）を選びます。アフマ

ダーバードは、グジャラートの食べ物を

切望する人々、私のように、の味覚を

満足させる方法を知っています。実際、

私は料理が大好きなので、焼きニンジ

ン、カリフラワーのピクルス、ひんやり

した豆腐のアイオリーを使って、ビー

ガン・ハクラ（小麦粉と油で作られた伝

統的なグジャラートのクラッカーのよう

なスナック）を実際に、料理しました。

私の仕事に精通している人なら誰でも、

マッシュルームやパニール（カッテージ

チーズ）などの食材を超えたベジタリア

ンフードを作るのが大好きであることを

知っています。私は地元の食べ物にひね

りを加えて、自分のものにするのが好き

です。ドークラ、ハンドヴォ、バターミ

ルク、ファフダ、セヴウサル、デブラ、

テプラ、モハン・タールなどのグジャラ

ートの特製料理を何度も楽しむことによ

り、グジャラート料理の甘み、塩味、ス

パイシーさが、完璧にバランスのとれた

味わいを楽しむことができます。

アーメダバードへの旅行では、ショッ

ピングも欠かせない要素です。古代のネ

クタイと染め技術を使用して作成された

息をのむようなバンダニ生地を手にせず

にはいられません。言うまでもなく、こ

の州の特産で、豊かなインドの繊維産業

において非常に特別な地位を占めていま

す。街を散策し、その光景、音、匂いを

味わいたいのと同じくらい、私の冒険は

仕事で終わりません。私は自分が帰る決

心をするまでは、街を離れることができ

ません。

夜に美しくライ
トアップされ

た、Mehsana近くの
美しい太陽寺院

サラ・トッドは、マスターシェフ・オーストラリアに
登場する前には、イギリスでモデルとしてキャリ
アを始めました。彼女の料理の旅は、何回かのイ
ンドの旅行兼料理ショーから始まりました。「The 
healthy Model Cookbook」の著者である彼女

は、レストラン経営者でもあり、ムンバイ、ゴア、ニューデリーに3店
舗ある人気レストランで成功しました
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料理

ウェルネスの種
これらの栄養と味の小さなパッケージは、古くからインド料

理で使用されてきました。今日、それらは、スーパーフード

として再発見されています。経験豊富なシェフたちが彼らの

洞察を共有します

著者 マドゥリカ・ダッシュ
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Saby氏のレスト
ラン、lavaashか

ら、Gobindbhogラ
イスとヘンプの種
子を添えたチキン
カレー、レストラ
ンindian accent

から、

カレーの中の、かぼちゃの種のペー

ストのスクープ。レモネードに振り

かけられた、バジルの種子。パスタ

のケシの実の粉のタッチ。パンのカ

ランジ（ニゲラ）の種のダッシュ…

このリストは無限です。ロースト、

粉引き、または水に浸された各地方

で生育している種は、古代からイン

ド料理の不可欠な部分でした。現

在、シェフと栄養士たちは、それら

の使用法と健康上の利点についてさ

らに掘り下げています。10年以上

にわたって種子を調理に使用してき

た有名シェフ、サビアサチ・ゴライ

氏（料理ディレクター、グリッド）

は、それらを「マスター・テイスト

メーカー」と呼んでいます。栄養士

のKavita devgan氏は、栄養ブース

ター（補助食品）と呼んでいます。

「インドで見られる一般的な種子

は、繊維やミネラルなどの素晴らし

い栄養源です。また、健康的なモノ

不飽和脂肪とビタミンも含まれてい

ます。生産、消費がともに容易で、

料理に風味を添えます」とデヴガン

氏は説明します。

多様性と汎用性
コルカタにあるパークホテルのシェ

フ、シャラッド・ドゥワン氏は、実

験的なインド料理の最前線に、種を

持ち込むことに取り組んでいます。

「種の美しさは、それらの風味と食

感の多用途性にあると言えるでしょ

う。それらにより、種は、食感や味

だけでなく、栄養の面でも私たちの

料理のレパートリーの不可欠な部分

となっています。」彼は、種は、装

飾やピューレとして使われるだけで

はなく、古い料理と新しい料理の両

方を扱うエキサイティングな代替品

にもなると説明しています。

栄養療法士のSveta Bhassin氏

は、種子は実際に、典型的な必要な

脂肪とタンパク質の成分を含み、加

工されたサプリメントよりもはるか

に効果的に機能すると言っていま

す。そのため、ほとんどの古代イン

ドのレシピには、さまざまな段階で

かなりの量の種が使われていまし

た。Til ke laddoo（ゴマの種の甘

いボール）が良い例です。この昔か

らのデザートは、冬には体を暖かく

保ち、腸が季節の病気と戦うのを助

ける働きをします。伝統的に、アゲ

ワイン（キャロム）とニゲラの種子

を加えると、ロティス（焼きたての

インドのフラットブレッド）のシャ

キシャキ感が増し、腸を健康に保つ

と言われています。カレーマガズ（

カボチャの種、ムスクメロンの種、

スイカの種、キュウリの種の混合

物）をカレーに加える習慣も、同様

の考え方によるものです。

「種は味のすべての要素を複製

するために使用できます。例えば、

ニゲラは苦い味を与え、フェンネ

ルは甘い側にあり、ゴマは油が豊

富で、マスタードは刺激性があり

ます。コリンダーは、甘みと香り

の両方を目的として加えられ、タ

フタンのような多層のパン類を美

しく仕上げます」と、iTC Windsor 

Bengaluruのエグゼクティブシェフ

akshraj Jodha氏は述べています。

同じことが、アルシーまたはティー

シー（亜麻仁）の場合でもあり、シ

ャキシャキ感と苦みが加わります。

種子がどのように素晴らしく機

能するかの別の例として、ベンガル
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ールに拠点を置くシェフVikas Seth氏のアマラン

サスの種子を添えたビートルートタコスが挙げら

れます。「皿に種を入れることは、外観と味のコ

ントラストを作るだけでなく、風味を高めること

でもあります」とセス氏は言います。

栄養面の効能
ジョダハ氏は、料理に種を加えることは、料理を

豊かにするだけではありませんと説明していま

す。「シャーマガズがカシューペーストに代わる

貧しい人の代替品であったというのは誤りです。

これらの種子はミネラルとビタミンを吸収し、健

康的な脂肪を含んでます」とジョダハ氏は言いま

す。indian accentレストランのシェフShantanu 

Mehrotra氏は、日常の料理に種子を使用するこ

とを好みます。「キャロムの料理方法を見てくだ

さい。消化を助け、独特の風味を加えるので、そ

れはまだ使用されています」とMehrotra氏は言

います。

スイカ：カロリーが低く、栄養素、

脂肪酸、重要なタンパク質、ミネラ

ルが豊富なこれらの種子は、ビタミ

ンBの優れた供給源でもあります。

マグネシウム、鉄、葉酸が豊富に含

まれており、心臓と免疫に良いで

す。骨を強くし、糖尿病を制御し、

代謝を促進し、髪と皮膚を輝かせま

す。ドライローストやスナックとし

て、またはカレー用に粉末にして利

用することができます。

キュウリ：キュウリの種は、繊維や

ミネラルが詰まっており、消化関連

の問題を抑制したり、肌や髪を健康

にしたりするために利用できます。

カボチャ：カボチャの種は、マグネ

シウムやマンガンから銅、タンパク

質、亜鉛に至るまで、さまざまな栄

養素が含まれていて、栄養の源で

す。また、フィトステロールやとフ

リーラジカルスカベンジング抗酸化

物質として知られている植物化合物

も含まれていて、健康をさらに高め

ることができます。

ケシ：非常に栄養価が高く、ナッツ

の風味があり、これらの種子は乾い

た咳や不眠などの一般的な病気を防

ぐことができます。しかし、その種

子は、他の成分と同様に、栽培等に

関して管理された環境で行うことが

必要で、食事に追加する前に、開業

医と相談する必要があります。野菜

カレー、スープまたはパスタなどで

使用することができます。砕いたケ

シの実を増粘剤として加えることも

できます。

サバまたは甘いバジルの種：これら

は黒くて涙の形をしており、しば

しばチアと混同されます。抗酸化

物質、繊維、タンパク質、炭水化

物、良質の脂肪が豊富で、減量に非

常に効果的です。栄養士のShefali 

Gurung博士は、次のように述べて

います。「Sabjaは糖尿病の管理に

効果的で、日常的に用いることによ

り、肌や髪の質を向上させることが

できます。」かみ砕くことが容易で

はなく、水に浸した後に用いると

良いでしょう。 Saby氏のレストラ

ン、lavaashから、Gobindbhogライ

スとヘンプの種子を添えたチキンカ

レー、レストランindian accentか

ら、天日干しのマンゴーとトースト

したタマネギの種子を備えたMeetha 

acharスペアリブ

天日干しのマンゴー
とトーストしたタマ
ネギの種子を備えた
Meetha acharスペ
アリブ
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正しい使い方
デリーのアンナマヤにある料理オペレー

ションディレクターとして知られるシェ

フ、バルプレト・シン・チャダ氏は、イ

ンドを含むほとんどの料理文化では、種

子は通常、生のまま、あるいは、軽くト

ーストされた状態で、または、軽いソー

スの形で利用されると言います。シェフ

のジョダ氏は、種は調理の最後に加え、

風味を熱で効果的に活用し、栄養を活性

化できるような調理を行うようにするこ

とが必要だと言っています。これの優れ

た例は、マトン料理である安全なマース

（safed maas）のレシピです。最後にチ

ャーマガズペーストが加えられ、豊かな

風味を与えます。シェフによると、この

ペーストは、chaar magazを水に浸した

後、粗いペースト状にすりつぶして作ら

れます。これは、チャダ氏がスージカハ

ルワ（セモリナ・プディング）にはっき

りとしたゴマ風味を与え、またはシャラ

ード氏が人気のパンプキンシードライタ

（カード（凝乳）料理）や、カボチャハ

レーム（マトン料理）を作るのと、同様

のテクニックです。

種子はインド料理の伝統の一部とし

て活用されてきたので、現代のシェフに

とっても、種子を比較的、容易に使用す

ることができます。レストランlavaash 

By SabyのシェフMegha Kohli氏は次の

ように述べています。「子供の時から種

子を料理に使用することに慣れてきた

ので、料理にどのように使うかを特に意

識することなく、活用することを好んで

います。種子の活用に慣れているので、

種子を使って味覚を面白く試すこともで

きます。レストランでは、種を使用す

ることは、料理に豊かさを与えるだけ

でなく、chironji（almondette）の種

で作られたMatnakash Claypotパン（柔

らかい素朴な風味のパン）のような料理

の演出を際立たせる効果をもたらしてい

ます。

ネイティブのインドの種子は、シェフ

がインド料理のルーツを深く掘り下げ、

食材のユニークな健康上の利点を発見す

ることにより、自然な味と幸福の新しい

ヒーローとして見なされています！

マドフリカ・ダッシュは、有名なフード＆ホスピ
タリティライター、そしてフードコラムニストで
す。彼女は、Yahoo、Sify、Swarajya、hotelier 

india、Way2hotel、indian Express、Forbes lifeなど、さまざまな出
版物に寄稿しています。

上（左から右）：揚
げ豆とチャームグリ
ルをかけたベビーカ
ボチャとアラムスの
ラギタコス。かぼち
ゃの種を添えたスパ
イシーなクランビー

ライス
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舞踊

すべての世界が

舞台です
ムンバイのバイレーンのダンスグループは、社会的

懐疑心に立ち向かい、経済的制約を超えて発展し、

世界中の舞台でストームのような活躍をしています

著者 プロミタ・ムヘルジー
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カリフォルニア
州ロサンゼルス
のワールドオブ
ダンスコンペテ
ィションに出演
するキングスユ
ナイテッド

それをマヤナグリ、夢の街、またはムン

バイと呼びます。インドのエンターテイ

メントの首都、その魅力は衰えません。

毎日、何百人もの意欲的なアーティスト

が、脚光を浴びるという望みを抱きなが

ら、彼らの夢を追求するために、この街

に到着しています。数千人の野望を抱く

ダンサーが活動し、大小、様々な、国

際的な賞、称号、称賛を獲得し、世界の

ダンスステージでインドのニッチを切り

開いてきました。キングス・ユナイテ

ッドを例にとってみましょう。創業者の

Suresh Mukund氏が率いるヒップホップグ

ループ「キングス（The Kings）」は、す

でに一般に良く知られていますが、2009

年にブギウギ（インドのダンスリアリテ

ィショー）トロフィーを持ち帰ることに

より、初めて成功を味わいました。そし

てそれは、ほんの始まりに過ぎませんで

した。その後、エンターテインメント

Ke liye Kuch Bhi Karega（2010年）やイ

ンドのGot Talent（2011年）などのショ

ーで最初のポジションを確立してきまし

た。2019年のアメリカのリアリティショ

ーWorld of danceの第3シーズンでは、世

界最高のコンテンポラリーダンスクルー

の何人かに勝ち、ついに優勝するに至り

ました。彼らがまさに上り詰めた瞬間の

ひとつと言えるでしょう。

しかし、MukundがParth Vyasと共同

設立したこのダンスグループのサクセス

ストーリーには、バラの花壇のように多

くの困難がありました。劇団のメンバー

は、彼らの野心について時に懐疑的にな

ることもあり、さらに、財政的な制約も

乗り越えなければなりませんでした。「

ダンスは、それほど経済的に裕福でな

い家族から歓迎されなかった私たちのグ

ループの多くのメンバーの唯一の逃げ道

でした。私たちはショーを行い、奨学金

を獲得すると、それは家族を支援するこ

とにも使われました」とムクンド氏は言

います。国際的な成功の後、キングス・

ユナイテッドのメンバーの人生は完全に

変わりました。「成功することにより、

私たちには無数の機会が訪れることにな

りました。私たちは様々な国の複数のイ

ベントに出演するために、常に旅行して

います。アメリカ全土で最初の国際ワー

クショップを行うとすぐに、カナダとヨ

ーロッパをツアーする予定です。最近で

は、フィリピンでも初めての国際映画撮

影を行いました。これはほんの始まり

です。私たちには、これからやらなけれ

ばならないことが、たくさんあります」

と、Mukund氏は語ります。彼は、ボリウ

ッドのダンサーで振付家のレモ・ドゥザ

の映画「any Body Can dance」（2015

2018年のマイアミでのワールドサルササミットでは、エル
ビスはソロ男子部門で優勝し、ナムラタがフリースタイル

部門で2位を獲得しました。
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年）に影響を与えました。そして、ムクン

ド氏の最新の帽子の羽は何でしょうか？エ

ミー賞の「バラエティーまたはリアリティ

プログラムの振付」カテゴリにノミネート

されたことでしょうか。

逆境に立ち向かい、成功にキスをしよ

うと考えているのは、ムクンド氏と彼の情

熱的なダンサーグループだけではありませ

ん。BEaST（Born Ethical abilities on 

Streets）Mode Crewが、次の順番をねらっ

ています。B-boyingとhouseからdougieへ、

ポップとロックからlitefeetへ、「ストリ

ートダンス」の才能のある人たちは、ほと

んどが専門分野に特化して特徴を際立たせ

ています。2013年にBEaSTモードが形成さ

れるまでの物語は、本当に興味深いです。

「私たち（ダンサーニンジャ、ミク62、ソ

ニック）は、ベンガルールですべての持ち

物を盗まれ、ムンバイに戻りました。私た

ちはお互いに協力して生き残り、どうにか

して家に帰りました。この状況を一緒に乗

り切れれば、何でも達成できると思いまし

た。そしてそれが、Bボーイだけでなく、B

ガール、ヒップホップ、ストリートダンサ

ーを輩出したこのクルーの結成につながり

ました」とグループのソニックは言ってい

右：2018年の世界サ
ルササミットでイン
ドを代表したエルビ
スマスカレンハスと
ナムラタウィティケ

見開きページ：The 
KingsのSuresh 

Mukund ユナイテッド
ダンスグループ
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ます。しかし、道のりは長く、不

確実性に満ちていました。それに

もかかわらず、チームが完璧を追

求することを妨げるものは何もあ

りませんでした。「スタジオがな

かったので、アンデリ東のナガル

ダス通りの店の外でリハーサルを

しました。午後8時に店が閉まる

ので、午後8時30分に集まってリ

ハーサルを始めました。大雨、反

対する隣人など、いくつかの課題

に立ち向かいました」とソニック

は、付け加えます。

しかし、彼らが言うように、

「果敢な情熱で何かを追求するこ

とにより、あなたが到達すること

ができるとは思ってもいなかった

レベルに達することもあります」

－このメンバーたちは、国内およ

び国際的なダンス業界に彼ら自身

の名前を刻んだだけでなく、B-

boyingによりlimcaレコードを達

成しました！そして、2017年の「

キープオン・ダンシング（KOd）

」ストリートダンスワールドカッ

プのタイトルの獲得は、メンバー

の才能と専門知識のレベルの高さ

を再認識する機会となりました。

創設者たちにとって、ストリー

トダンスとヒップホップにおける

KOdは、クリケットにおけるワー

ルドカップと同様の重みがありま

す。BEaST Modeは、2004年に北

ダンスは、それほど経済的に裕福でない家族出身の私たちのグループの多くの
メンバーにとって、唯一の逃げ道だったとも言えます。私たちは家族を支える
ためにショーをしました。

Suresh MukundはWorld of dance 2019で優勝したキングス・ユ

ナイテッドの共同設立者です
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右：BEaSTダンスグ
ループのメンバー。

見開きページ：キン
グスユナイテッドが
カリフォルニア州ロ
サンゼルスのワール
ドオブダンスコンペ
ティションでパフォ

ーマンスを披露
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京で始まったこの世界的に有名なイベントの

インド予選で優勝しただけでなく、韓国での

決勝戦で、国を代表して優勝しました！そし

て、2020年には、彼らはディフェンディング

チャンピオンとして参加します。

サルサのデュオ、エルヴィス・マスカレ

ンハスとナムラタ・ウィットケも、彼らと同

様、高いレベルにあります。2018年には、彼

らはムンバイからアメリカのマイアミまで、

世界サルササミットに、インドを代表して参

加しました。参加に必要な旅費は約80万イ

ンドルピーと高額でしたが、彼らには、参加

しないという選択肢はありませんでした。実

際、ダンスへの情熱を追求するためにテレビ

プロデューサーとしての仕事を辞めたナムラ

タは、彼女の定期預金を取り崩し、他の財産

もつぎ込んで参加しました。エルヴィスも、

貯金を使い果たしてニューヨーク行きのチケ

ットを手に入れました。そして、彼らの努力

と犠牲は実を結びました。エルビスはライジ

ングスターと呼ばれるソロメンズカテゴリで

金メダルを獲得し、ナムラタはフリースタイ

ルカテゴリで2位になりました。「資金繰り

は大きな仕事の1つでした。自分のお金で、

国を代表するために旅行するのは容易では

ありません。職業としてのダンスの地位は、

インドではまだ、それほど確立してはいませ

ん。トレーニングにお金を費やさなければな

らず、スポンサーシップという形でもあまり

サポートされていません。しかし、ダンスの

翼だけで国際的な舞台に参加することは、す

べてのダンサーが目指していることでもあり

ます。プラビデヴァ、マイケルジャクソン、

タイトアイズなどに啓発されてきたエルビス

は、「世界的に認められ、私のスタイルが評

価されることは、とてもうれしいです」と語

っています。

Promita Mukherjeeはシニアジャーナリストで、さまざま
な新聞のライフスタイルエディターとして働いており、多
くの旅行、ライフスタイル、ファッション雑誌を含むいく

つかの国内の出版物で、食べ物やファッションから旅行までさまざまな
テーマで執筆しています。
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第58回ヴェネツィア・ビエンナーレにおいて、イ

ンドのパビリオンがトップ10にランクインしたこ

とは、インドが現代的な創造性の分野で国際的に

高いレベルにあることを示すものです

芸術の問題

著者 ジョージナ・マドックス

訪問者は、ベニスのビエンナー
レの黒ずんだ部屋でアーティスト
Jitish Kallat氏のインスタレー
ションを体験します。Covering 
letterというタイトルのインスタ
レーションは、ドイツのポーラン
ド侵攻の数週間前の1939年7月に
マハトマ・ガンジーがアドルフ・
ヒトラーに書いた手紙を提示し、
第二次世界大戦の始まりを告げま
す。手紙の中で、ガンジージはヒ
トラーに平和を訴え、「人類を野
蛮な状態に変える」ことに抵抗す
るよう彼に促しました。
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マハトマ・ガンジー自身はベネチアに旅行し

たことはありませんでした。インドの芸術家

たちが、2019年に、ガンジージの平和と非

暴力の哲学に触発された多くの作品を、永遠

にロマンチックなイタリアの街に紹介する前

までは、そうとも言えたでしょう。今年、8

年の休みを経て、世界最大かつ最も評判の高

い芸術祭であるベニス・ビエンナーレに、イ

ンドから参加したグループは、創造的な思考

だけでなく、ガンジーの哲学をテーマにした

作品により歓迎されました。ファイナンシャ

ルタイムズおよび主要なアートウェブサイト

artsy.netによって、参加90か国の中で、米

国、スイス、ポーランド、デビュー国ガーナ

とともに、トップ10のパビリオンにリスト

され、このことは、ガンジージの考えに基づ

く私たちインド人の創造性が、国際的に高い

レベルにあることを示すものだと言えるでし

ょう。

Nandalal Bose、MF husain、Jitish 

Kallat、atul dodiyaなどの58人のインド人

アーティストが、第58回ベネチア・ビエン

ナーレの公式インドパビリオンで展示を行っ

ています（11月24日まで）。それ以外に、

彼らの作品で世界的な批評家の称賛を獲得し

たガウリ・ギル、シルパ・グプタ、ソハム・

グプタのような現代アーティストが、アメリ

カのキュレーターであり、2019年のイベン

トのエディションをバックで支えているラル

フ・ルゴフによってキュレーションされたビ

エンナーレのメイン展示の一部として展示さ

れています。インドはビエンナーレのイベン

トが最初に開始されてから約116年後の2011

年に、インドパビリオンの出展デビューを達

成しました！ 1931年、ガンジージはローマ

を訪れ、友人への手紙の中で、ムッソリーニ

（イタリアのベニート・ムッソリーニ首相）

の存在がなぞだと書きました。ガンジージ

は、アドルフ・ヒトラーへにも手紙も書いて
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います。芸術家のJitish Kallatが、

ヴェネツィア・ビエンナーレでのイン

ドのパビリオンの重要な展示の1つで

あり、没入感のあるインスタレーショ

ンであるCovering letterに命を吹き

込むのは、この歴史の断片と言えるで

しょう。ガンジージの言葉と署名が走

り書きされた煙のようなスクリーンに

映し出された手紙は、視聴者を歴史の

証人にします。

インド館は、コミッショナーを務

めるインド国立近代美術館と、パート

ナーのインド政府文化省とインド産業

連盟（Cii）とともに共同で取り組ん

だ成果を示しています。インド館は、

キラン・ナダール美術館（KNMa）の主

任キュレーターであるルービナ・カロ

ードによってキュレーションされまし

た。「私は、展覧会をドキュメンタリ

ーのような形式のガンジージの文字通

りの表現の場や、アーカイブから彼を

復活させる場にすることを意図したの

ではありません」とカロードは言って

います。さらに、「ガンジージのイメ

ージ/存在は時間と空間で固定されて

いません。彼は危機や絶望の時代に、

公共の良心に焦点を当て続けました。

彼は感情や懐かしさだけを主題として

いる訳ではありません。むしろ、彼は

現代の反省を主題としているとも言え

るでしょう。私は、彼の実践の側面を

見たいと思いました。また、クラフト

のアイデア、労働の尊厳、自立の重視

という側面を見たいと思いました。」

世界的なアートイベントでのインド

の存在は、これまで散発的なものであ

ったので、インドの芸術への友情のよ

うな思いを持つ人々は長い間嘆き続け

てきましたが、今年のビエンナーレへ

のインドの参加は歓迎を受け、今後の

今年、インドは、ガンジージ

自身が作成に関わったナンダ

ラルボーズのハリプラパネル

（1938年）を含む7つの芸術作

品を展示し、インドの農村社

会を描いています。Shakuntala 

Kulkarniによる無題の作品

（2010-12年）は、2つの杖の

彫刻、7枚の写真、および「

ボディ、ケージ、鎧」のプロ

ジェクトからのアクセサリー

で構成されています。この作

品は、そこから彼が国民に話

しかけたガンジージの竹舞台

プラットフォームと結びつい

ています。クルカルニは、さ

らに、竹細工を作ることで生

計を立てているインドの数

人の女性のための鎧としての

素材を示しています。ashim 

Purkayasthaによる無題（2019

年）は、石に彫刻を施したキ

ャンバスにアクリルを貼り、

暴力と保護の手段としての石

とガンジーの平和への道につ

いて語っています。

ビエンナーレ
でのインドの
アーティスト

My installation 
is titled naavu, 
a Kannada 
word that 
stands for huM, 
or in english, 
together. it 
is syMbolic of 
when we are 
all united and 
stand in solidity 
for a cause

GR Iranna

GRイランナ氏は、何百もの聖なるスリッパとも言えるパドゥカをフィーチャーしたアートワークの前でポーズを
とっています。パドゥカは僧侶や聖人によって着用される衣類で、平和と非暴力の原則を反映しています
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発展の推進力として働くものと見

られています。「ニューヨークの

METブリューアーの国際博物館で

の展示物もあるインドにとって、

エキサイティングな時期です。最

近では、インドは、ドイツのカッ

セルで5年ごとに開催される現代

美術の展示会、ドキュメンタ、

へ参加し始めましたが、今度はヴ

ェネツィアのビエンナーレへの

出展です。」ニューヨークのメト

ロポリタン美術館（MET）の南ア

ジアアートセクションのアシスタ

ントキュレーターであるShanay 

Jhaveri女史は、このような見方

を示しています。Jhaveri女史は

インドのアーティストを支持して

いて、METではこれまでインドの

アーティストNasreen Mohamedi女

史の回顧展を開催し、現在は、彫

刻家Mrinalini Mukherjee女史の

個展を開催しています。

インドによるパビリオンの出

展は、これまで一度だけであり、

今回は、実質的に8人のインド人

アーティストの代表者で構成され

たキュレーターのチームが、530

平方メートルの空間の使い方を検

討してきました。「私たちは、空

間が流動的であることを選択し、

展示された作品を通して共鳴を呼

び起こし、パビリオンの気質を

人々が立ち止まり、意識を反映さ

せる瞑想の空間としようとしてい

ます。空間のデザインには、対称

的ではないデザインを選択し、よ

アトゥル・ドディ
ヤのインスタレー
ション「Broken 
Branches」は、
ポルバンダルのマ
ハトマ・ガンジー
の家のキャビネッ
トに触発された作
品です

これは、世界、特にイン
ドを見ている人たちに、
インドが提示することが
できるものとして適切な
テーマだと思います－ガ
ンジーと彼の愛と非暴力
の哲学は、今日の不寛容
で暴力的な世界におい
て、インドの芸術家にと
って依然として重要なテ
ーマです

Atul Dodiya



|  80  | 2019

技術

り奇妙なエッジと普通ではない出

会いを演出することを意図しまし

た」とカロードは言います。

Jitish Kallatは、彼の作品

Covering letterの背後にある物

語を次のように語っています。「

すべての訪問者は、その意味を変

えながら、さまざまな個人的、社

会的、歴史的な経験を作品にもた

らします」作品Covering letter

は、彼の3つの公告作品のよう

に、現在を再考するために再利用

されるかもしれない歴史からの発

言を反映しています。彼は、この

作品は、通過可能な乾燥した霧

のカーテンに照らされた歴史的な

通信の一部であると語っていま

す。1939年にガンジージはアド

ルフ・ヒトラーに書いた短い手紙

で、ドイツの指導者に暴力的な手

段を再考するように促しました。

「ガンジージが言葉で表現する方

法には、困惑感があると思いま

す。それは、歴史的な瞬間におけ

る平和の重要な提唱者としてのも

のでしう。」とカラットは言いま

す。「ガンジージのジェスチャー

や彼の人生における実験的な多く

の体験と同様に、この通信文は、

配達日と当初の受取人を超越して

伝えることを目的とするような公

開書簡のようにも見えます。－誰

にでも、いつでも、どこにでも、

普遍的に書かれた手紙とでも言う

のでしょうか」と彼は、説明しま

す。

カロード女史と彼女のキュレー

ションチームは、アーティストの

atul dodiyaのBroken Branchesを

選びました。なぜなら、それは「

普遍的な和音」を打ち、暴力への

対話を中心に展開するからです。

「おそらく、悲しいことは、この

私の作品が、今日でも関連性があ

り、いまだに暴力は続いていると

いうことです」とドディヤは語り

ます。インスタレーションは、手

彩色のフレーム付き写真、義肢、

道具、遺物、その他の記念品を備

えた9つの木製キャビネットで構

成されています。

同様に、アーティストGRイラン

ナ氏は、パドゥカや聖スリッパを

フィーチャーした2010年の作品を

再訪しています。「インスタレー

ションのタイトルはNaavuで、カ

ンナダ語でハムhumを意味し、英

アーティストのashim 
Purkayastha氏は、シ
リーズGandhi / Man 
Without Specsでは、収
入印紙を使ってマハト
マ・ガンジーのポートレ
ートを再現しましたが、
眼鏡は再現されません
でした。
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語では、together 一緒に、とい

う意味です。それは、私たち全員

が団結し、大義のために堅固に立

つ時の象徴となるものです。」と

イランナ氏は言います。この作品

は何百もの山積みされ、そして、

壁にも取り付けられたパドゥカを

特徴としており、人々が一緒に、

壁や天井を歩いているかのような

表現をしています。インドでは、

パドゥカは僧侶や他の聖なる使者

によって身に着けられる着物で、

平和と非暴力の原則を反映するも

のです。ハサミのような職業や宗

教を示す小さなオブジェクトが各

履物に取り付けられています。「

これは彼らの個性を表しており、

私たちが一緒にいる間、私たちは

独自のアイデンティティを保持し

続けることを示しています」とイ

ランナ氏は言います。パドゥカに

付着した砂粒は、履物が海の近く

を歩いている人々によって着用さ

れていることを示しています。そ

して、これは、ガンジージが、イ

ギリスに支配されたインドで強制

された厳しい規則に反対してダン

ディに向けて行進したことを示す

ものです。

故ルマナ・フセイン女史の作品

としては、彼女の最も重要な作品

の1つであるフラグメントが展示さ

れています。それは、「墓」を表

現する壊れたポットで構成され、

損失や沈黙を意味し、鏡の上に裸

で置かれています。一方、もう一

人のhusainのMaqbool Fida husain

氏の作品としては、彼の絵画Zameen

が出展されています。これは歴史

的な作品で、インドの歴史が融合

しているという特徴をまとめて熟

考する作品となっています。

インドは昨年、ガンジージの生

誕150周年を祝い、今日の暴力の

世界において、彼の哲学の重要性

が見直されれば、このパビリオン

の存在はさらに重要になると思わ

れます。「この展覧会では、現代

世界におけるガンジーの価値の関

連性を評価することを意図しまし

た」とカロードは言います。され

に、「そして、不幸なことに、今

日においても、私たちを導くもの

として、彼の行った真実を伴う実

験的体験が必要であると思われま

す」と付け加えました。

ベネチア・ビエンナーレの訪問者が、アーティスト、シャクンタラ・クルカルニ氏のインスタレーションの写真を撮っています。この無題の作品は、2つの杖の彫
刻、7つの写真、プロジェクト「ボディ、ケージ、アーマー」のアクセサリーにより構成されています。この作品は、ガンジーの竹舞台プラットフォームと結びつ
いており、そこから彼は国民に話しかけました

Georgina Maddoxは、様々なビジュアルア
ートプロジェクトに関与し続けているシニ
アアートライター兼キュレーターです。彼女

は現在、インディアンエクスプレスのシニアアシスタントエ
ディターとして働いています。
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インド映画館
アメリカの夏
19年目を迎えるニューヨークインディアン映画祭は、インド亜大

陸のインディペンデント、アートハウス、オルタナティブの映画

を祝ってきました

著者 カラン・カウシク

6日間で32の映画を上映！その

中には、7つの世界初演、5つの

アメリカ初演、そして1つのニュ

ーヨーク初演が含まれ、、アッサ

ム語、ベンガル語、タミル語、マ

ラヤーラム語、マラーティー語、

カンナダ語、ラダキー語、パン

ジャブ語、ハリャンヴィ語などの

多くの言語の映画がありました！

しかし、ニューヨーク・インデ

ィアンフィルム・フェスティバル

（NYiFF）の常連は、これらの事

実に目をつぶることはありませ

ん。なぜなら、アメリカで最も古

く、最も権威のあるインド映画祭

であるNYiFFは、世界中の様々な

地域に広がるインド亜大陸出身の

人々によって作られた刺激的な映

画を祝うことで知られているから

です。興味深いことに、これらの

映画が伝える物語は、必ずしもイ

ンドやインド人に関するものでは

ありませんが、何らかの国とのつ

ながりを持っています！19年目を

迎えたこのフェスティバルは、ニ

ューヨーク市に地域や政治の枠組

みを超えた様々な映画をあふれさ

せ、新しい考えや対話に焦点を合

わさせることになったとも言える

でしょう。5月7日から12日にニュ

ーヨーク、マンハッタンのヴィレ

ッジイーストシネマで開催された

このフェスティバルは、世界中に

定住しつつも祖国の精神を心に留

めるインドのディアスポラの力を

完全に包み込みました。

語られない物語
今年のNYiFFで注目を集めたの

は、多様性以外にも、インドで

は上映されなかった4つの大ヒッ

ト作です。これらは、Gurinder 

Chadha監督の 光の幻惑（Blinded 

by the light）、ロエナ・ゲーラ

監督のサー（Sir）、リテシュ・

バトラ監督の写真（Photograph）

、ヴィカス・カンナ監督の最後の

色（last Color）。最初の作品は

インド出身のイギリス人映画監督

によるもので、ブルース・スプリ

ングスティーンの音楽に安らぎを

感じる、80年代のアジア系イギリ

ス人のティーンエイジャーについ

て語っています。この映画はジャ

ーナリストのサルフラズ・マンズ

ールの実話に触発されたものと言

われています。

昨年のカンヌ映画祭で上映さ

れ、NYiFFで2つの賞を受賞した

Gera監督の『Sir』は、未亡人

の家事労働者Ratnaの物語で、

最優秀映画賞と最優秀女優賞

（Tillotama Shome）を獲得しま

した。ボリウッド映画監督である

Ritesh Batra（The lunchboxの

ディレクター）の新しい年齢の恋

愛映画、『写真（Photograph）

』には、Nawazuddin Siddiquiと

Sanya Malhotraが主演し、最優

秀監督賞を受賞しました。この映

画は、ムンバイのストリートフォ

トグラファーが、祖母からの結婚

の圧力を受け、一人の女子大生の

助けを求めるという物語です。セ

レブ・シェフでもあるヴィカス・
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Tillotomma Shome
とVivek Gomberが
出演するロヘナ・
ゲーラ監督の映画、
『Sir』のポスター
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映画の代表作にも見ごたえがある

作品がありました。「インドの新

しい映画の素晴らしいコレクショ

ンを共有できることを誇りに思い

ます。この優れたタイトルのセレ

クションは、映画のストーリーテ

リングの美しさ、力、栄光を最高

の状態で示しています」と彼は言

いました。NYiFFの組織団体であ

るインドアメリカアーツカウンシ

ル（iaaC）の副議長であるRakesh 

Kaul氏は、それに同意し、「地

域の映画館はインドの真の本質を

引き出し、ニューヨークの観客は

フェスティバルを通してインドの

素晴らしさを見るようになりまし

た」と述べました。

制作者
このフェスティバルはニューヨー

カーのaroon Shivdasani氏によっ

て設立されました。彼は、昨年引

退するまで、20年にわたって成功

を収めてきました。現在、彼の後

継者たちが、フェスティバルを新

しいパートナーシップで次のレベ

ルに引き上げています。Sarodの

巨匠amjad ali Khan氏は、iaaC

のブランドアンバサダーに任命さ

れた有名シェフVikas Khanna氏と

ともに、iaaC理事会の最新のメン

バーとなりました。ニーナ・グプ

タ主演の映画を制作したカンナ氏

は、心強い関係を中心に描き、「

私の映画は、象徴主義、社会的タ

ブー、そして最も重要なことは、

社会から追放されていると考えら

れる人々をテーマにしています。

私はいつもこのような物語を伝え

たいと思っていて、それにふさわ

しい聴衆を必要としていました。

このフェスティバルは、そのため

の完璧なプラットフォームを私に

提供してくれました。」NYiFFで

カンナのデビュー作『ラストカ

ラー』は、2012年の最高裁判

所の、Uttar Pradesh州のヴリ

ンダーヴァンで未亡人がホーリ

ーの祭りを祝うことを許可する

という判決に基づく話で、フェ

スティバルの最後を飾る映画と

なり、大いなる称賛を受けまし

た。この脚光は、ベンガル語、

アッサム語、マラーティー語、

タミル語などの19の地域映画に

よっても共有されました。

フェスティバルディレクタ

ーのaseem Chhabra氏による

と、ladakhi-Kashmiri地域の子

供向け映画など、インドの地域

上：セレブシェフでもあるVikas Khanna
監督の『The last Color』は、未亡人が
Vrindavanでホーリーを祝うことを許可する
2012年の最高裁の判決に基づいています。
下：『Sir』のディレクターのRohena Gera 
(左)と主演女優のTillottoma Shome
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紹介されたもう1つのドキュメンタリーの

話題作は、有名なヘアスタイリストSapna 

Bhavnani氏の『Sindhustan』で、Sindhi

の文化について語っています。彼女の映

画とNYiFFについて、バハナニは次のよ

うに述べています。「NYiFFは、私のデ

ビュー映画の世界初演の場として、すば

らしい場所でした。聴衆は活気があり、

前向きで、上映は見事な成功を収めまし

た。」

ただし、このフェスティバルはオルタ

ナティブ映画のみに焦点を合わせた訳で

はありません。タミル映画『Kd』を、そ

のラインナップの一部とするマドゥミサ

氏は、「インドの観客の間では、映画が

映画祭のラウンドを行うとき、ニッチな

観客のみを対象としているという誤解も

常にあります。それに反して、映画祭は

通常、両方の種類の映画を混ぜ合わせま

す。」

インドの巨大なヒンディー語映画産業

であるボリウッドは、毎年何百ものメガ

予算の映画の公開を誇っていますが、イ

ンド全国の映画制作者は、より限られた

条件下で、ユニークな物語を制作するた

めに精力的に働いています。NYiFFのよう

なフェスティバルは、フェスティバルの

ディレクターであるaseem Chhabra氏が要

約したように、これらの創造的な精神に

国際的なプラットフォームを提供してい

ます。「フェスティバルは、フェスティ

バルがなければニューヨークで上映され

ることはなく、世界の聴衆に見られる機

会がないような作品を上映することを目

的にしています。私たちはすべての物語

が伝えられ、聞かれるようにします！」

上から時計回り：映
画『Blinded by the 

light』で主演した俳優
のamer Chadha-Patel

と監督のGurinder 
Chadha。映画監督のリ

テシュ・バトラは、彼の
映画『写真』でNYiFFで
最優秀監督賞を受賞しま
した。バトラ。（右端）

ナワズディンシドディ
キとサンヤマルホトラ、
彼の映画の主演男優、主

演女優

カラン・カウシクはデリーに拠点を置くジャー
ナリストです。インドのマスコミュニケーション

研究所の卒業生であるカウシクは、全国を旅して自分の経験を
記録することが好きです。
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インドの知識人の大人物が惜しまれるこ
とになるでしょう

著者 MKレイナ

1966年に、ナショナル・スクール・

オブ・ドラマ（NSd）は、ギリッシ

ュ・カルナドによって書かれた、

それまで聞いたことがなかったカン

ナダ語の劇「トゥグラーク」を、

ウルドゥー語訳で演じました。そ

れが、この劇の初演であり、原作

の言語以外の言語で、ニューデリー

のフェロス・シャー・コトラの城

壁で演じられました。Tughlaqの役

をも演じたOm Shivpuriが監督を務

め、当時のNSdディレクターである

Ebrahim alkaziがデザインしたこ

の演劇は、現代のインド演劇界にお

ける画期的な作品となりました。

その成功のニュースは広範囲に及

びました。誰もがギリッシュについ

てもっと知りたいと思いました。

この戯曲を書いたとき、ギリッシ

ュは30歳になる前でした。彼はロ

ードスの学者であったイギリスから

戻ったばかりでした。彼は自分の母

国語カンナダ語の文学界でもほとん

ど知られていませんでしたが、ト

ゥグラークの成功がすべてを変えま

した。彼は、マラーティー語、ベ

ンガル語、ヒンディー語、そして英

語等のいくつかの地域言語の演劇作

品を通して祝福されました。この成

功に続いて、NSdはバリという題名

のギリッシュの別の劇を制作しまし

た。Prerna Karanthによる卒業のた

めの制作でした。ギリッシュは、す

ぐにインドの脚本シーンで有名にな

りました。1960年代後半と1970年代

は、インドの演劇コミュニティにと

って、最も熱烈な時代だったと言え

るでしょう。全体的に、自由な思考

と議論を好む雰囲気がありました。

数世紀にわたる植民地支配の後、イ

ンドの演劇界は、私たち自身の文化

的アイデンティティについて、そし

てそれが西洋の劇場とどのように異

なっていたかについて疑問を投げか

けていました。その存在感を試すた

めに、多くの実験的な活動が行われ

ました。マハラシュトラ州のタマシ

ャや、北インドのナウタンキには、

称賛された俳優であり劇作家でもあったギリッシュ・カ

ルナドが、6月10日に息を引き取りました。1970年代後半

のパラレル映画運動において重要な役割を果たし、積極

的な公的知識人になるまで、インド社会におけるカルナ

ドの貢献には計り知れないものがあります

ギリッシュ・カルナド
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Girish Raghunath 
Karnadは現代の劇
作家、俳優、映画

監督でした
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革新的な地元の演劇作品がありました。

地域の民族の民俗劇場における公演によ

り、新しい可能性が開かれました。それ

らの成功により、演出家が、彼らの作品

で、複雑なアイデアとテーマを使用する

ことが奨励されました。これらの伝統的

な演劇形式を通して、現代のアイデアを

伝えることも可能であるように思われま

した。このような認識により、インドの

演劇コミュニティには、解放感があり、

現代のアイデアを追求する自信を持って

いました。この期間中に、4人の傑出し

た劇作家－ビジェイ・テンドルカー、モ

ハン・ラケシュ、バダル・サーカー、そ

して、ギリッシュ・カルナド－がインド

の国立劇場シーンに登場していました。

彼らの作品は、汎インドを祝福するもの

であり、言語の壁を取り除きました。こ

れらのすべての作家は、世界についての

彼ら自身の理解を模索し、そのような活

動は、彼らを独立後のインドの現実と結

び付けることになりました。彼の最初の

戯曲、バリから、ギリッシュは叙事詩、

神話、歴史を通して、現在を見つめてい

ました。サンスクリットの劇作家のよう

に、彼は叙事詩や経典に劇の素材を見つ

け、その後、熟練した職人のように、詩

的なメタファーと象徴を抽出し、劇の物

語を構築しました。ギリッシュは、俳優

であるとともに、監督でもあり、監督と

しては、常に、複雑、微妙で、矛盾する

ようなキャラクターを深く掘り下げるよ

うなスタイルでした。そのような質の高

い特性の監督の下、俳優は不可能を達成

するために、すべての物理的および知的

エネルギーを使用しました。Tughluqと

hayavadanaから、Rakta KalyanとBikre 

Bimbに至るまで、Girishの演劇ではフォ

ームとコンテンツの相互作用が常に変化

上：オーストラリアの
作家、リチャード・フ
ラナガンとギリッシ
ュ・カルナド、ジャイ
プール文学祭で会話し
ているところ

下：Karnadによって書
かれた劇Tughlaqから
の一幕

パドマ・シュリージ

ャンピス賞パドマ・

ブーシャン・ナショ

ナル・フィルム・ア

ワード（NFa）最優

秀長編映画賞NFa最

優秀演出賞NFa最優

秀スクリーンプレイ

賞NFa最優秀非特集

映画賞

天才を称える 
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しています。1960年代と1970年

代に、サチャジット・レイやリト

ウィック・ガタックなどの映画制

作者は、ベンガル語で映画を制作

し、国際的な評価を得ました。そ

の後、1970年代後半、ナショナ

ル・フィルム・デベロップメン

ト・コーポレーション（NFdC）

の支援により、いくつかのアバン

ギャルドな映画が作られ、有名な

国際映画祭で認められました。こ

れにより、インドの映画界には、

新しい創造的なエネルギーが放出

されました。現在では、限られた

予算で、映画のような作品を作る

ことができるようになりました。

パラレル・シネマシーンで活躍し

た映画監督の中には、ミナル・セ

ン、マニ・カウル、アウター・カ

ウル、クマール・シャハニ、アド

ア・ゴパラクリシュナン、BVカ

ランス、シャム・ベネガル、そし

て、ギリッシュ・カルナドなどが

います。ギリッシュは、インドの

並行映画運動のマイルストーンで

あり、いくつかの映画に出演し、

監督しました。それらの中には、

サムスカラ、マンタン、カドゥ、

アンクール、ニシャン、スワミ、

ゴドゥリ等があります。ギリッシ

ュの映画Utsav（1984）のクライ

マックスは、シュドラカの古典的

なサンスクリットの劇「ムリッチ

ャカティカ」にヒントを得たもの

でした。地域の演劇の俳優や監督

がヒンディー語の映画で活動する

という傾向もありましたが、それ

ぞれの地域の劇場において地域の

言語での活動を継続する俳優や監

督もいました。学際的なレベルで

枠組みを超えて貢献してきたギリ

ッシュは、常に創造的なアイデア

を持っていて最前線で活躍してい

ました。彼は、指導、演技、執筆

左から右）：インドのプラティバ・パティル元
大統領が、ギリッシュ・カルナドにガンガ・
シャラン・シン・アワードを贈呈していると
ころ。インドの劇場での初期の俳優監督のビ
ンテージ写真

のいずれの活動であっても、正面

からリードすることで貢献するこ

とができると信じていました。

魅力的なのは、彼が次々と傑

作を生み出している間、彼は世俗

的な世界とも交流していたことで

す。彼の民主的および世俗的な運

動への参加は、彼の人生の終わり

まで続きました。彼はエリート、

知識人、そして苦労する大衆とと

もに活動しました。彼の死は、イ

ンドの演劇や映画界だけでなく、

社会にとっても大きな損失です。

彼は、インドがいつも見逃してい

た公的な知識人でした。彼の死

で、インドは文化大使を失いまし

た。

マハラジ・クリシュナ・レイナはNSdの卒業
生であり、俳優、そして、監督としても演劇

界で活動しています。彼は世界中の多くのグループに参加
し、100回以上の演劇に出演しています。
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トレンドセッター
インドは古典舞踊と音楽で有名です。紀元前

200年から西暦200年の間にセージ・バラタ・

ムニによって書かれたナティア・シャストラ

は、5,569の章にまたがる37のシュロカを含み、

インドの古典舞踊と音楽の基礎と考えられて

います。

さらに、1901年にRavendranath Tagoreによっ

て設立された西ベンガルのShantiniketanは、

カリキュラムにダンスを含める最初のインドの学

校の1つでした。

もう1つの興味深い事実は、パイロット女性の割

合が世界平均で5％であり、インドが13％である

ことです。これは、インドの8便に1便が女性パイ

ロットによる便であることを意味します。

ダブルトラブル！  
ケララ州の沿岸州にあるコディニ村は双子で知られています！は

い、そうです、1,000人当たりの双子の数は、世界平均は9ペアです

が、Kodhiniでは45ペアと驚異的な数字を記録しています。現在、こ

の村には約400組の双子がいて、村は現在、ツイン・タウンとして知ら

れています。さらに、Kodhiniでは、双子のためのいくつかのスキー

ムや、専用双子協会が導入されました

印象的な
インド

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

私たちの広大な国では、

隅 ま々で、ユニークさが

あります。たとえば、The 

Musalmanという夕刊紙を

見てみましょう。この新聞

は、マスコミによって大量

生産される以前に、4人の

書家またはカティブによ

って手書きされていまし

た。1927年にチェンナイ

で発行されたこの新聞に

は25,000人の購読者がお

り、1日も発行を休んだこ

とはありません。

インドでは、1780年6月29日に、ヒッキーのベン

ガル官報と呼ばれる最初の新聞が発行されまし

た。この新聞は、ジェームズ・オーガスタス・ヒッ

クスによって発行され、アジアで最初に印刷され

た新聞の1つです。

メディア・コーナー

海抜11,800フィートの高度に

位置する、ジャムとカシミー

ルの全インドラジオのレー局

は、世界で最も高いラジオ局

です。この放送局は、チベッ

ト語、バルティ語、ヒンディー

語、ウルドゥー語、ラダキー語

を含むいくつかの言語で放送

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


