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ポプリ

国際ヨガフェスティヴァル

リシケシュは一般には世界にお
けるヨガの首都として知られて
いる場所ですが、ここはこのイ
ヴェントのために80ケ国を超す
国々から訪れるヨガの施術者や
ヨガ嗜好者、それに

問題を変える新しい考え方に
順応する哲人たちを迎え入れ
ています。

開催場所:リシケシュ

ホリ 

インドの祭典予定表のなかでも一番目立つ祭典の一つである
ホリは春の到来を祝う祭りです。何年にもわたってこの活気に
あふれた祭は全国で多くのことなる色合いで祝われてきていま
す。マトユラでの遊び心に溢れた祝典といい、ヴァラナシの音
楽演奏祝典といい、ラジャスタンを横断して行われる王族の行
列行進といい、ホリは正にインドを表す文化祭典そのものであ
ると言われてきています。

開催場所: インド全土を通じての祭

アトュウカル　ポンガラ

毎年ケララのティルヴァナンタプーラムはこの州の最古のポンガ
ラ フェスティヴァルの内の一つであるこの祭りを祝うために何百
万人もの信者達が集まってきます。祝典はティンヴァナンガプーラ
ムにあるアトューカル寺院で10日間に亙って行われます。この祝典
の9日目には何百人もの婦人たちが集まってこの寺院の神々に供え
るための特別な米飯を用意するために集合します。2009年にギネ
スブックに載った記録には2百50万人にのぼる女性がこの祭典の
ためにこの寺院に集まったと記されています。.

開催場所: ティルヴァナンタプーラム、ケララ 

月９日、2020

2020年3月1日-7日

2020年3月10日

3
イベントシーズン

ポプリ
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ラマダン

ラマダンの聖月はイード アル フィト
ル祭典に先立って行われる行事です。
世界にまたがるムスラム信者たちの熱
意と献身をもって見守られるラマダン
は日没後に友人間や家族のあいだで
美味な食物を分かち合うまでの丸一日
間の断食行事を含む行事です。ラマダ
ンの月は献身、犠牲、そして慈善の気
持を儀式的な断食と祝賀の形で教え
こむ月なのです。

開催場所: インド全土

ロンガリ ビウ

アッサム州の最大の農耕祭であるロンガリ ビウ
は春の来臨とアッサム人の新年を記念する祭で
す。熱狂的な雰囲気が人々がビウと呼ばれるその
地のダンスで新年を迎えるお祭りで祝っている間
中、周囲に満ちています。 

開催場所: アッサム 

2020年4月14日-20日

復活祭

インドのクリスチャン団体では彼らの最大の祝典であ
り復活祭は...→ある復活祭はイエス キリストの磔刑
と復活を記念するものです。これら祝典の中でも最
大の見どころはゴア州とケララ州にまたがって行われ
る祝い方でそこでは人々が友人や家族の間でお菓子
と特別に用意されたそれら地域の珍味を互いに配り
あいます。

開催場所: インド全土にわたって

2020年4月12日

2020年4月23日から5月23日まで
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あらたな10年における世界のガードマンとしてのインドの全体像は世界に提示する、より決然として成熟
した前向きの外交面を世界に提示する方向への緩やかな移行を経てきています。インドは巨大な進歩を達
成しました - 統治法のディジタル化であれ、US5兆ドルにもなろうとしている経済規模といい、また、イ
ンドの全国民に基本的な衛生環境を用意したということなど。しかし年月を超越して我らの慣習、文化、
並びに芸術的遺産はお互いの関係を保って生きのこってきていて、我々の生活様式を今日まで支配してき
ています。　

国と国との距離がどんどんと縮まってきている世界に於いてサンスクリットの語句であるヴァスダイヴァ 
クツムバカム（世界は一つの家族）はインドの国際的外交先導権の意味の重大性を明確にする因子なので
す。インドのニューデリーで毎年開催される地政学と地理経済学についての多国間会議であるダイシナ 
ダイアログは注目すべき会議です。この会議が地球社会が直面する最高に難しい問題と、また、国境を越
えた主体の政治的相互作用を定義付けることに参加する用意のあるインドという国の確固とした実質的な
イメージを投影することの助けにどのような形でなれるようにするかという問題に発言するための革新的
な進取の精神の発露の場として、台頭してきた会議なのです。

外交上の繋がりをこなす多忙なスケジュールの皮切りとして、インドはブラジル大統領のジャイール ボ
ルソナロのホスト役を務めましたが、このブラジル大統領はまた第71回共和国記念日祝典の主賓としても
迎え入れられたわけです。スリランカ首相のマヒンダ ラジャパクサもまたニューデリーを首相としての
最初の海外訪問として訪れましたが、彼に続いてベトナムの副大統領のダング・シー・ンゴック・シンフ
とポルトガル大統領のマーチェロー・レベロー・ディー・スーザーもニューデリーに到着しました。言う
までもなくこれらのトップ級の政治家のうちでのハイライトはアメリカ合衆国大統領のドナルド トラン
プのインド訪問でこの訪問でトランプ大統領はグジャラットのアメダバドでの‘ナマステ トランプ’イ
ベントに出席しました。合衆国大統領はまたアグラにあるインドを象徴するタジ マハールの訪問も果た
し、その後ニューデリーでの二国間の広軌に亙る議題についてのディスカッションをも行いました。

持続可能な開発と気候変動の問題を我々のすべての政策のトップに据えて、我々はパダチェリー州のオー
ロビルに旅程を進め、この地の自然で持続可能なユートピア社会で行われている盛んな日々の出来事をじ
かに目で見ました。それから我々はインド全土に散らばって存在する古代の階段井戸を訪問して年を経た
インドの都市全体にかけての地下水の水位をあげる努力がなされた証である当時の貯水技術の跡を見学し
ました。

インドが経験したそれまでになかった変革は又インドの最もよく行われている慣習の再改革とも関係を持
っています。例を挙げると、ラジャスタン州のサンガネールとバグルーに端を発する木版印刷技術は乾燥
した砂漠という地理的条件に会うようにデザインされていました。ラジャスタンを訪問中に我々はマンガ
ニヤール共同体をも訪ねましたがここでは神を喜ばせるためにパーカッション楽器を使って雷鳴の似た音
をだしていたことで知られています。我々はそれから国土を横断して旅を続け、インドのオルタナティブ
音楽がどのようにして常にそのような慣習が行われていたところから霊感を
得てその音楽を創りだしていたかを理解しようとしました。

それから我々はヒンズーの主流映画となっているスポーツ関連の伝記映画
がどのように映画の筋書きをスポーツ人の業績の結果がもたらした誇りと
名誉をそのスポーツをする当事者たちのみならずその国全体に与えること
になったそれらスポーツ英雄たちに焦点を当てる映画に変化させてきた か
という点の考察をするにいたったのです。

レービーシュ クーマー

まえがき
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ブラジルのジャイール ボルソナロ大統領がインドの共和国記念日に
インドを公式訪問したことはアジアとラテンアメリカにわかれる２

か国の新興大国間の関係の重大性を強調したものでした。

新たな展望

と方向性

インド首相のナレンドラ モディがブラジルの大統領のメッシアス ボルソナロとともにニューデリーのハイデラバド ハウスにて

著者 マニッシュ・チャンド
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お互いに何千マイルもの遠くに位
置するものの、共有された価値観
と世界的な願望によって結ばれて
いるインドとブラジルはブラジル
のジャイール ボルソナロ大統領が
１月２５日から２７日まで来印し
たことによって二国間に結ばれて
いる多面的な絆を更に高揚させる
結果となりました。

この二人がブラジルの首都ブラ
ジリアで2019年11月13日に2国間
協議のために会合を持った時にイ
ンドでは特別に親密な友人同士で
しか交わさない挨拶の仕方でナレ
ンドラ モディ首相はボルソナロ大
統領を国家の共和国記念日の祝典
での主賓として招待していたので
す。ラティンアメリカの指導者が
インドの国家的祭典の日に招待さ
れたのは長い年月の間で初めての
ことでした。この事実はインドの
対外政策強化にもとつ”く地域に

対する増大しつつある重要性を強
調するものです。

ブラジリアでのこの二人の国
家指導者たちの2019年のBRICSサ
ミットでの機会を捉えての会談
は、2019年6月に日本の大阪で開か
れたG20サミットの機会を捉えて行
われた2国間会談以来の二度目の2
国間会議でした。ブラジリアでの
会談ではインド-ブラジル間の多様
な結びつきを確実に齎しました。
これからの両国の将来を鑑みてこ
の二人の指導者たちは“戦略的パ
ートナーシップを充分な理解の
もとに強化する”ことに同意し、
二国間の貿易と投資事業の分野に
主力を注ぐことを確認しあいまし
た。この話し合いは“共通の世界
的ヴィジョンと価値観を共有する
ことに基つ”いて二国間の戦略的
パートナーシップをより高める”
という結論を齎したものであると

右：（左から右）インド
防衛大臣 ラジナット シ
ング がナレンドラ モデ
ィ首相とジャイール ボ
ルソナロ ブラジル大統
領、インド大統領のラム
　ナット コヴィンド（
奥方とともに）、並びに
インド副大統領のヴェン

カイア ナイデュー
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右：PM モディ
が第11回  BRICS 
サミットにて演
説の場面

公式声明に述べられました。　

自然なパートナー
インドとブラジル間の戦略的パ
ートナーシップを推し進めるこ
とはこの二つの国の間の進化す
る関係にとって重要な一里塚の
意味合いを持っていました。そ
れから10年後の2016年に、ブラ
ジルの当時の大統領のミッチェ
ル テマー氏のインド訪問時に彼
はこの複層のパートナーシップ
に新鮮な弾みをつけました。モ
ディ首相はこれまでにブラジル
を二度訪問していましたが（フ
ォルタレンザに2014年に、そし
てブラジリアに2019年に）彼は
インドとブラジルは”自然なパ
ートナー”の関係だと述べてい

ます。

経済的相乗効果
アジアとラテンアメリカ、則ち
インドとブラジルという二国あ
わせて約５兆ドルのGDPをもつ新
興国双方はこの二国のパートナ
ーシップに新規の経済活力を吹
き込む準備が整っています。こ
の二国の連帯から生まれる経済
的側面は１月25-27のインド訪問
時にボルソナロ大統領に随行し
た最上位のブラジルの企業の最
高経営責任者たちを含む大規模
ビジネス代表派遣団で披露され
たとおりです。

インドとブラジルのトップビ
ジネスリーダーたちの対話は両
国間の貿易と投資を拡大するた
めの青写真に肉付けをすること

ブラジル大統領のジャイル ボルソナロ氏がインドの共和国記
念日の祝賀会に主賓としてニューデリーに滞在

2018年にインドはブラ
ジル向け11位の輸出国
でブラジルからの10位
の輸入国でした。ブ
ラジルの企業が自動
車、IT、鉱業、エネル
ギー、バイオ燃料、履
物の分野に投資を行っ
てからインド企業も
IT,医薬品、エネルギ
ー、農業ビジネス、鉱
業、工業、並びに自動
車等の様々な分野に投
資を行ってきました。

動的会合
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副大統領のヴェン
カイア ナイデュ
がブラジル大統領
のジャイル ボル
ソナロとニューデ
リーで会っている
ところ

になりました。経済的相乗
効果に支えられて、両国は
ハードルを高く上げて約8億
ドルの現況の二国間貿易額
をつぎの2年の間に倍増する
という野心的な目標を建て
ました。モディ首相はブラ
ジルを ‶ラテンアメリカ中
のインドの最重要な経済面での
パートナー″であると評価し、
ボルソナロ大統領の経済再起と
いう課題に対して全面的な支援
を約束し、ブラジルの企業にイ
ンドヘの投資と長期の商業パー
トナーシップをインドの企業と
組んで打ち立てることを熱心に
勧めました。

インド、ブラジルともにお互
いを新たな機会の存在する国で
あると見なしている以上、経済
的つながりはより一層激励され

るべきと考えられています。ブ
ラジルは天然資源と鉄鉱石、マ
ンガン、ニッケル、タングステ
ン、ダイアモンド、カリウム、
リン酸塩、金、鉛、そして黒鉛
のような鉱床の巨大な貯蔵庫を
保有しています。ラテンアメリ
カの発電所もまた最近とみにイ
ンドを既に知れ渡っている高度
のIT技術力とバイオテクノロ
ジーと製薬産業に関する優れた
技量を持つ知力の持ち主として
注目するようになってきていま
す。中でも特に、農業とエネル

アジアとラテンアメリカの大経済
国の双璧として両国が世界的統治
構造改革への注力にとりかかる。

 
行動計画の概要が定められ
た：

• 政治的、戦略的 調整　貿
易&商業、民間航空、そして
エネルギー

• 科学、技術、そして革新
• 宇宙協力環境と技術的協力
• 防衛と安全　文化と教育
• 執政問題
• 社会安全と法的協力

この訪問から得
た結論
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パートナーシップ

発表され、生物燃料に関する協
力と石油と天然ガスの分野での
協力体制がインド政府の石油省
と天然ガス省とブラジル政府の
鉱山エネルギー省の間で締結さ
れたことが公表されるにいたり
ました。ブラジルが持つエネル
ギー力の実績を基にこの二つの
国は協調して次世代のバイオ燃
料の研究と開発に取り組む計画
をたてています。
 
文化との関連性
インドとブラジルをより親密な
関係を築く方向に押しやってい
る要素は単に経済や地政学的目
的やエネルギー関連の事態だけ
ではありません。ブラジルの人
民はインド文化、その美術、舞
踏、それに哲学を深く愛してい
るのです。”ブラジルの人々は
インド文化の愛好者です。ブラ
ジルにはインドにあるよりもず
っと多くのヨガセンターがある

下部：コヴィン
ド大統領とPM モ
ディがブラジル
大統領のボルソ
ナロに歓迎儀礼
を表示している

ところ

ギー安全保障のような分野での
相互の協力を拡大するような計
画は将来何か月かの内に相互の
協力の強化があるとみられてい
ます。

ブラジルは全ＬＡＣ地域（ラ
テンアメリカとカリブ海沿岸諸
国）のなかでインドにとっての
最重要性をもつ通商の相手国の
一つであり、インドの石油とガ
スへの生産井関連への投資にと
っての最大の投資目標としての
この国の重要性は強調に値する
側面であるからです。この訪問
のあいだ、二件の基本合意書が

地理的距離が大きいにもかかわらず、インド
とブラジルの両国は両国の見解の一致をもと
に手を組んで各種の世界的な問題に対処しま
す。貴方の（ボルソナロ大統領の）インドへ
のご訪問はインドとブラジル間の結びつきに
新たな一章を開きました。

ナレンドラ モディ
インド国首相
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のですよ“とはインドの前ブラ
ジル大使であったハーディープ 
シング プリの言です。彼は現
在はインドの商務省と民間航
空省の大臣を務めています。
個人間の折衝を高める環境を
創り出すためにブラジル大統
領は最近インド市民が観光や
商用でブラジルに渡航時に無ビ
サで入国できるような計画を
実施すると公表しました

これからの行くて
将来を見渡すと、現在の傾向と
力の共同はインド-ブラジルの
相互関係をより高い軌道に進ま
せることに取り掛かっているこ
とがわかります。貿易と投資を
強化することは確実にこのパー
トナーシップを一段高い軌道に
乗せることを始めるという意味
になります。しかしながら、そ
の軌道により密度の高い内容を
付加するのは戦略的、そして世
界的関心がだんだんと大きくな
っていくその力なのです。アジ
アとラテンアメリカ、則ち、イ
ンドとブラジルという二つの大
きな経済圏が手を組んで世界的
規模の統治構造を強化しようと
二国間の力を結束することにと
りかかっているのです。

インドとブラジルのパート
ナーシップという世界的な画
布はBRICS, IBSA, G4, G20, 
BASIC 並びに国連を含む多数
の多国間プラットフォームの以
前より緊密な協力を得て一層の
広がりに向けて始まろうとして
います。長い目で見ますとブ
ラジルのインド駐在大使である
アンドレ コレア ド ラゴはこ
う言っています：”我らはこの

関係を奥行、高さ、幅、長
さのすべてのサイズで全力を
尽くして世界の主流になるま
でもっていかなくてはならな
い”。ボルソナロ大統領のイ
ンド訪問はこの重大なパート
ナーシップを主流になるまで
にしたのみならず、あらたな
ヴィザを貿易と投資、農業と
食物の安全性、エネルギーの
安全性、化学、技術、並びに
気温変動やテロ対策、それに
国連安全保障理事会の改革に
いたるまでの幅広いエリアに
いたるまでにたいして与える
ことになったのです。

右：ブラジル大統領 
ジャイル ボルソナロ
がニューデリーのラジ
カートデ.→でデマハ
トマ ガンジーのサマ
ーディに花束を捧げて
いるところ

• インドとブラジルは貿易、
エネルギー、それに革新を
含む多様な分野にまたが
る15通の合意書に署名しま
した。

• 双方は双方の防衛産業基地
間での協力を強め、共に働
いて国際テロと国境を越え
ての組織犯罪と戦う合意書
を作り上げました。

• 双方はすでに確立している
制度上の仕組みを更に強化
し、互いの利害がからむ二
国間、複数間、多国間問題
を平等と信頼の基盤にたっ
て対等関係維持促進に努め
ます。

• 伸させる枠組みを提供する
投資協力と促進条約に署名
しました。

• エネルギー安全保障と農
業部門もまた署名を終えま
した。オイルと天然ガスと有
機性エネルギーの分野で
は各分野ごとに署名されま
した。

• ボルソナロ大統領は自国が
インドの原子力供給国グル
ープにインドが参加できる
ように国としての支持を繰り
返して約束しました。

ニューデリーから
ブラジリアへ

マニッシュ・チャンドは、世界
情勢を紹介する「India and the 
World」誌および「India Writes 
Network」の編集長です。
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外交政策における
インドの対処法

インド首相のナレンドラ モディが1月14日にニューデリーでの2020年度のライシナ ダイアログの就任開会時に世界のリーダーとともに集っているところ

過去10年にわたって、インドの外交政策は変則的な状態を経験してきまし
た。国の外交イニシャティブを駆使して、インドの新たな世界的イメージ
は今や、より成熟して、健全で効率的な力を投影するに至っています。

著者 マニッシュ・チャンド
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目的意識があり、実用に即してい
て、積極的であること。作る人で
あって節制家ではない； 破壊者
と呼ぶよりも寧ろ安定させる人で
す；世界の善のネット セキュリ
ティ プロヴァイダーであって管
理者でもあります。インドの外交
政策は新しい語彙と枠組みを発見
しました。との言葉はインド国の
外務大臣であるS　ジャイシャン
カールが最近ニューデリーで開催
された5回目のライシナ ダイアロ
ーグ会議での発言です。
外交政策において言葉は重要な役
割を果たします。それゆえ伸び行
くインドのこの新しい語彙はぴっ
たりとカプセルにこの国の世界に
おける外交政策が前例のない変容
を遂げている形で収まるのです。 

形作る人と安定させる人
新生インドは21世紀に入って20年
で台頭してきています。このこと
は気候の変動、持続可能な発展、
テロ対策、海上保安、それに世界
の統治構造を含んだ広い範囲の横
断的課題についての国際的アジェ
ンダが積極的に形付けられてきて
いるということです。

ライジナ ダイアローグにおい
てインドの行く道についての幅広
い会話がもたれた中で、ジャイシ
ャンカール博士は新生インドのた
めの新たな外交政策の重要ポイン
トを図解して提示しました。”イ
ンドの行く道は節制する側ではな
くむしろ決意する人、または形を
作る人によって定められるだろ
う”と彼は述べています。加えて

ＰＭモディが2020
年開催のライシナ 
ダイアログ討論会
の際に諸国から来
訪した閣僚代表諸
氏とともに。
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ライシナ ダイ
アログ 2020で
の討議中のイ
ンド外務大臣
のＳ ジャイサ

ンカール。

彼は過去数年の間に気温変動や
その連結性のある問題にインド
はある程度の改善を加えたこと
を強調しています。もっと重要
な点はこれからの数年間でイン
ドの力と言えるものがみられる
ようになるだろうとの具体的な
発言をしたことです。“インド
が国際的な意味合いで破壊者パ
ワーを持つに至ったり、重商主
義者になったりすることはイン
ドの意図するところではない。
我々インドは安定化を図る勢力
であるべきだ。それに自国中心
になったり、重商主義者になっ

たりもしない。インドの行く道
は国際的なシステムに則って我
が国の能力を世界全体の善のた
めに齎す道なのです”と博士は
述べました。

外交的奉仕活動
インドの世界に向けての身

の丈が大きくなるにつれて、更
にインド政府は 国家の復活の
ための国際的支援を呼び寄せる
というかつてない外交活動に乗
り出しました。地球の裏側から
もこの過去数年に記録的な数の
大統領、首相、副大統領、外務

新生インドを打ち立てるにつけて、色々な国々に散らばってい
る２千５百万にのぼる強力な精神を持ったインドの離散民たち

が重要な役割を果たすことになるでしょう。
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早朝にジャイサン
カール博士がエス
トニアの外務大臣
であるアーマス レ
インサル氏に会っ
ているところ。

大臣その他の大臣レベル
の高官の来訪がありまし
た。進化を続ける多極化
する世界でインドは多重
配列に繋がる小道となる
ことを選び、友好的な国
々と主力を保持する大国
の互いの問題を抱えたう
えでの連結を苦労して生
み出す努力をします。

新生インドのための 外交
この多面性を持つ外交的福祉
活動を活気付けるものは自国
の発展のための外交というマ
ントラ なのです。インド政府
が5兆ドル経済を創り出そうと
いう野心的な目標をたてたこ
とを受けて外交政策努力は‘
新生’インドを2022年の第75

回目のインド独立記念日まで
にPMモディが約束したように
すべての友好国と連帯したネ
ットワークのパートナーシッ
プの力を借りる方向に向けら
れています。テクノロジー、
イノヴェーション、スタート
アップを堅牢で持続可能な鋳
造で固めてインドを世界の晴
れ舞台に乗せることは新生イ
ンドを創り出すために重要な
ことです。

お互いに力を付けあうという精神に駆
られて、インドはアフリカ、アジア、
ラテンアメリカ、並びに東欧州の国々
と資金、技術、そしてノウハウを分か
ち合ってきました。
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目指す国際太陽光連盟に加入し
てきています。

インド ブランド
遠い将来を辿ってみると文化外
交と文化的価値はインドの外交
政策のなかでより高い顕著性を
発揮する必要があるようです。
このような文化的つながりは世
界規模での無数の方法で反映さ
れて国際ヨガの日とかUNESCOが
クンブ メラを人類の無形文化
遺産と認定したことなどがその
いい例です。

新生インドの設立に関して
は数多い異国と大陸に分散して
いる2千５百万人にも及ぶ数多
い民族離散民たちが重要な役割
を演じることになるでしょう。
なみなみならぬインド人民族離

午後にナレンドラ 
モディがイランの
外務大臣のモハマ
ド ジャヴァド ザリ
フ氏に会っていると
ころ。

地球規模の懸案を考え出すこと
将来を見据えて、世界のどんど
んと成長し続けていく進歩や発
達とそれとともに上昇していく
世界のインドに対する期待感の
蘇りを受けてＰＭ モディは進
行中の力のシフトと21世紀の現
実を反映する新世界秩序改革を
創造するための改革された多国
間主義を提唱しています。

インドはまた、パリ協定で
の約定を完遂し、低炭素経済の
促進の一連の主導権を持ち、気
温変動に対処することで他の国
々の先頭に立っています。この
分野でのニューデリーの指導的
役割を認められて、いままで加
入していなかった国々も 目下
この白色革命の指導者を求めて
いる清潔で緑に覆われた世界を
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散とインド文化と遺産について
言及していたときのジャイシャ
ンカール博士の言によると“イ
ンドの作法は全くブランドもの
です。我々にとって他に類を見
ない力がブランド インドとい
うものなのです”ということで
す。

ナレンドラ モディ首相はブ
ランドインドの本質を要約して
次のように言及しました。“我
々の努力のすべては１億３千万
人のインド人のためのもので
す。しかしこの努力が果たそう
としているものはこの世界全体
のものであり、それぞれの国々
が同じ努力をしているのです。
努力は我々の努力です。しかし
その努力の成果は全ての人達、
この世の中の全てのものなので
す”、PM モディは今年のニュ
ーヨークでの国連総会でこのよ
うに演説しました。

今後インドは自国に世界的
上昇が起きると考えています
が、自国の国民のためになる独
自の決断をする地勢的な競争を
誘導することになるのでインド
はどうしても戦略的自治を推し
進めなくてはならない事態にな
るでしょう。このことは急速に
変化している世界秩序のなかで
インド独自の声と物語で発展と
複雑に絡んだ 対外政策をとも
なった外交 をインドを指導力
を持つ勢力とする曇りのない未
来像と結合させることになるで
しょう。

上部：モディ首相
が2019年9月にUSA
訪問時に国連総会
での演説光景。

2018年の地域防衛公
開討論会のレイジナ 
ダイアログが重要な
地球規模で戦略的問
題の議論のための活
気のある公開討論会
で長年にわたって浮
上してきています。
また私は我が国の偉
大な友人たちである
指導者の皆さんにお
会いする機会を持ち
ました。

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

ナレンドラ モディ
インド国首相
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ニューデリーのハ
イデラバッド ハ
ウスでインド首相 
ナレンドラ モデ
ィがアメリカ合衆
国大統領のドナル
ド トランプにあ
っているところ

アメリカ合衆国のドナルド トランプ大統領の２月24日～25日のインド訪問はこの二国間の
高い水準の相互比率が継続されることを示唆するものでした。前大使のアニル ワドワはこ

の訪問が非常な重要性を持っていた意味を強調して説明しています。

未来への道筋

アメリカ合衆国のドナルド ト
ランプ大統領は2020年2月24日
から25日にかけての大成功を
収めた彼の初めてのインド訪
問を終えました。アメリカの
ファーストレディであるメラ
ニア トランプ夫人と大統領の
娘のイヴァンカ トランプ嬢、

並びに義理の息子にあたるジ
ャレッド クッシュナー氏がア
ーメダバード、アグラ、ニュ
ーデリーを網羅したこの訪問
に同行しました。この旅程に
はアーメダバードのモテラス
タジアムで行われた非常に成
功した公開イベントへの訪問
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も入っていて、そこでは満
員の観衆がナレンドラ モデ
ィ首相とトランプ大統領に
大喝采を送りました。

合衆国大統領は空港か
らスタジアムまでの道筋
に列を作って彼を迎えた大
群の人々の大歓迎に感銘を
受け、くどいほどインドとモデ
ィ首相を賞賛して、トランプ大
統領のモディ首相への同志意識
に溢れた友情をあらわにしまし
た。トランプ大統領とモディ首
相はその前8ケ月の間にも屡々会
っていて、友情たっぷりな気の
合う関係を築いていて、そうい
う理由もあってトランプ大統領
はモディ首相を“例外的”で“
大成功を収めた指導者”と呼ん
だのです。

インドと合衆国の関係は過去
数年にわたって全ての分野で上
昇してきており、その分野とは

貿易、投資、防衛、テロ対策、
エネルギー、地域と地球全体で
の問題の協調的対応、それに人
々と人々の交流を含みます。2019
年の米印2+2閣僚間合意の第二版
としてのインドの外務大臣と防
衛大臣の合衆国訪問は産業安全
契約（ISA）の署名という成果を
遂げ、テクノロジーの交流と重
要テクノロジーの共同構築を確
固たるものにするための防衛テ
クノロジーと貿易主導権を踏ま
えた3通の合意書の締結という成
果をも生みました。

両国はしっかりした意思の疎
通と兵站合意覚書（LEMOA）の

アーメダバードのサ
バルマティ アシュ
ラム、別称　ガンデ
ィ アシュラムを訪
問中のナレンドラ 
モディ首相と合衆
国大統領のドナルド 
トランプと合衆国フ
ァーストレディのメ
ラニア トランプ

インドとアメリカ合衆国との間の関係は
劇的に変化しました。この二国間貿易は
過去20年間で随分増加し今では1,420億US
ドルにまで成長しました。
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ような後方での軍の諸活動
や、通信の互換性と守秘契約
（COMCASA）の鍵共有方式の
分かち合いに合意し署名する
方向に来ています。この訪問
で地理空間協力の確立を目指
して基本的交換と協力合意書
の署名への方向に速やかに進
むことが合意されました。こ
れらの合意書は将来における
両国統合活動の可能性の糸口
を開くものです。しかし主要
防備パートナーとしてのイン
ドは将来インドをアメリカの
技能の生産こしき（中心）と
する観点からテクノロジーと
同時製造ノウハウがアメリカ
からインドへと移行されるこ
とを期待しています。

貿易はこのアジェンダの今
一つの重要な課題です。2018

年に鉄鋼とアルミニウムに合
衆国が設定した25％の国際貿
易課税率はインドにも影響を
与えています。2019年の6月5
日に合衆国はインドからの物
品に与えていたGSP(一般特恵
関税制度)を廃止しました。
このことはUSドルで6３億ドル
に値するインドからの輸出金
額に影響を与えました。2019
年の6月16日にインドはアメ
リカからの28品目の輸入品の
関税を引き上げました。合衆
国は医療機器や情報と伝達テ
クノロジー品に対してこの引
き上げられた関税を改善する
ようにインドに圧力をかけて
います。インドは一般特恵関
税が復活され、鉄鋼とアルミ
ニュームに付加された増税率
が元に戻されることを望んで

トランプ大統領はアフガ
ニスタン国内の情勢を安
定させ連帯性を持たせる
べく国の発展と安全性向
上への援助を継続して行
っていくというインドの
役割の取り方に賛意を表
しました。インド-パシ
フィックのつながりにお
いて、これら二国間の緊
密なパートナーシップは 
“自由でオープンで包括
的で平和で繁栄するイン
ド-パシフィック地域”
を守るパートナーシップ
であって、その認識は東
南アジア諸国連合中心性
認識の“土台となるもの
でした；即ち、国際法と
善政を守ること；安全と
自由への道案内；海洋の
上空通過などの法規に沿
った海洋使用法“です。

これから先の
目標

アーメダバードのモテラ スタジアムで行われた‘ナマステ トランプ’イベントで合衆国大統領ドナルド トランプがインド首相のナレンドラ 
モディとともにいるところ
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上部：ニューデリーの
ラッシュトラパティ バ
ワンでインド大統領の
ラム ナット コヴィン
ドが合衆国大統領のド
ナルド トランプに会っ

ているところ 

上部：サバールマティ 
アシュラムを訪れたお
りにチャルカ（糸車）
を自らの手で回そうと
している合衆国大統領
のドナルド トランプと
ファーストレディのメ
ラニア トランプ。首相

のモディの案内で。

アメリカの対応を待っていま
す。更にインド生産の葡萄や
マンゴの類の果物のアメリカ
市場への受け入れができるよ
うになることを希望していま
す。

H1 B ビザ（非移民就労ビ
ザ）による雇用と専門職の定
義とその定義がインドのIT産
業に与えるインパクトは未解
決の問題です。だからインド
はアメリカ経済の成長と発展
に高度の技術を保有するイン
ド人のプロたちが寄与してい
ることの重要性を今後も強調
していきます。このトランプ
大統領の訪問の間、モディ首

相は合衆国で働いているイン
ド人のプロたちに恩恵を与え
る国際社会保障協定締結の課
題をも提示しました。

インド原子力発電公社と
その他の潜在顧客にアメリカ
製の製品やサービス輸出の政
策支持を論議することに加え
て、アメリカのインドへの原
子力輸出政策を議論するため
に合衆国原子力エネルギー協
会からの代表団がトランプ大
統領の訪問の前にインドを訪
問していました。合衆国-イン
ドのエネルギー貿易は過去4年
間だけでもＵＳドルで2億ドル
に達しています。そして今後
もこの両国間での商業取引で
の新たな加速力となるでしょ
う。

合衆国国際開発金融公社は
恒久的な駐留の確立を決断し
インドにおける再生可能エネ
ルギー計画促進のために6億米
ドルの融資制度を設立したと
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パートナーシップ

という状態を達成することに合意
しました。合同発表ではこれら二
人の指導者たちは“テロの請負人
を使うこと、並びにすべての形で
の国境を越えたテロ”を厳しく非
難しました。彼らはパキスタンを
非難して、“パキスタン統治下の
領土のどこをもテロリスト攻撃の
場所にすることを許すまじという
決意をかため、26/11やムンバイ
とパタンコートを含むテロ攻撃に
加わる犯罪人どもを迅速に成敗す
る”と述べました。 

インドとアメリカは連結するこ

公表しました。トランプ大統領
は記者会見での席上で米国とイ
ンドは堅ろうな5G無線ネットワ
ークの重要性をすでに論議した
と述べ、そして“この最先端技
術が自由、進歩、そして繁栄の
ためのツールになる必要性”を
説き、“抑圧と検閲に繋がるツ
ールなどになるのではないかと
想像できる余地は全く無い”と
付け加えました。

インドとアメリカは二国間
の関係を深めて“判りやすい国
際的な戦略パートナーシップ”

インドとアメリカ合衆国がお互いに分け合えるものは非常に沢山
あります：価値とアイディアの分かち合い；企業と革新精神の分
かち合い；機会と挑戦の分かち合い；希望と抱負の分かち合い…
トランプ大統領のインド訪問はインドと合衆国との絆に新たな一
章を記したことになります。

合衆国大統領の
ドナルド トラン
プとファースト
レディのメラニ
ア トランプがア
グラのタジ マハ
ールで。

ナレンドラ モディ
インド国首相
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との重要性を認識しており、
この重要性は“領土保全、国
家主権、優れた統治、透明
性、そして説明責任”を重ん
じたうえでそれらと連結され
るべきであると彼ら両人は述
べました。この声明は両国が
インドを安全のネットプロヴ
ァイダー、そしてインド海地
域に存在していて博愛の心を
持って援助を差し伸べる国と
認識しての声明です。両国は
40億USDの開発資金をインド
太平洋に投入すると公表した
アメリカ合衆国国際開発庁と
インドの開発管理パートナー
シップ（DPA)が組んで第三国
の発展に協力するという点で
の合意をしました。合衆国は
改革後の国連安全保障理事会
でのインドの恒久的会員資格

保持の支援と原子力供給国グ
ループへのインドの参加の支
援をすると重ねて言及しまし
た。

両国はこのトランプ大統
領の訪問の成果を満足したも
のであったと顧み、このこと
は単に人々の注目を集めただ
けでなく内容のしっかりある
満足感のあるものであり、ア
メリカとインドの将来にむけ
てのかつてない包括的連携へ
の道が開かれたということで
す。

合衆国大統領ドナルド トランプとファーストレディのメラニア トランプがニュー デリーのラジ 
ガットに参拝しているところ

• 合衆国はいまやインドの最
大の貿易相手で、今までに
300億USドルをインドに投
資してきています。転じて
インドはアメリカ合衆国に
130億ＵＳドルを投資してき
ました。約20万人のインド
人学生がアメリカ合衆国で
勉学していて合衆国の大学
に60億ドルの授業料を支
払っています。 

• 安全に関するインド内閣委
員会は24台のMH-６攻撃性
ヘリコプター、またはシー
ホークヘリコプターの購入
に30億USドルの予算を計上
し、同時に6台のアパッチ
ヘリコプターを陸軍用に追
加予算計上しました。2007
年以来、インドは合衆国か
ら200億USドルに達する各
種設備を購入してきてい
ます。

• 二国はより規模の大きい
明瞭な貿易協定を結ぶ方
向に進みはじめることにな
るでしょう。しかしこれら
二国はまた今までにたどり
着いた相互の理解に基づ
いて法律用語でいう“制限
付きの”をこの一括貿易条 
件にこの先数カ月で〝迅速
に“かぶせることになるで
しょう。

数字での表現

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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パートナーシップ

外交集合

スリランカ首相（2月7日～11日）
11月に行われた選挙で当選して首相権限業務に携わ
って後、スリランカの首相、マヒンドラ ラジャパク
サはインドに5日間の首相としての公式訪問として訪
れました。これはこの首相にとっての初めての外国
訪問で、このスリランカの指導者はインド首相のナ
レンドラ モディと会い、広軌に亙る国家代表レベル
の会談を持ちました。二人の国家指導者たちはSAGAR
信条（‘領地内の全ての人民のための安全と発展’
の頭文字を取ったもの）にあいまってスリランカの
安定性、安全性、繁栄に協力することを約し、イン
ド-パシフィック全領域へ安定をもたらすより一層の

努力をすることに合意しました。

ベトナムの副大統領（2月11日～13日）
ベトナム社会主義共和国の副大統領であるダング 
タイ ゴック ティンは2月11日から13日にかけて
インドに公式訪問をしました。この訪問に際して
ベトナムのVPは二国間代表者レベルの会談をイン
ドの副大統領のヴェンカイア ナイデュともち、
政治、防衛、経済的そして安全性の問題について
議論しました。VPダング タイ ゴック ティンは
二国間で2016年に合意された包括的戦略的パート
ナーシップを再確認するために、更にインド大統
領のラム ナット コヴィンドを訪問しました。

多忙な外交予定をうまく調節して、ポルトガル大統領、ベトナム副大統領、そしてスリ
ランカの首相が２月にインドを訪問しました。

右：ニューデリーの
ハイデラバード ハ
ウスでナレンドラ 
モディ 首相がスリ
ランカの首相のマヒ
ンダ ラジャパクサ
に会っているところ  

左：ニューデリーで
ヴェンカイア ナイ
デュ副大統領がベト
ナムの副大統領のダ
ン ティ ゴック テ
ィンに会っている
ところ

ポルトガルの大統領、マルセロ レベロ デ ソウサがインドの大統領、ラム ナット コ
ビンドとラシュトラパティ バーワンにおいての歓迎儀典で列席しているところ

ポルトガル大統領がインドへ（２月13日～16日）
ポルトガル大統領のマルセロ デ ソウサの訪問は彼の
初めてのインド訪問でした。これ以前のポルトガル大
統領の近年の訪問は2007年でした。ポルトガル大統領
はインド首相ナレンドラ モディと会談し、広範囲に
わたる国を代表してのレベルの会談を行いました。ソ
ウサ大統領はインド大統領のラム ナット コヴィンド
にも会い、ポルトガルとインドは海事開発、移民、ス
タートアップ、知的財産権、航空空間、ナノ＋バイオ
テクノロジー、オーディオヴィジュアル共同制作、ヨ
ガ、国交の育成、科学研究と公共政策についての14通
の了解事項覚書と合意書を互いに取り交わしました。
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ニジェール（1月20日～21日）
インドの外務大臣のS.ジャイシャンカール博士
はニジェールのニアメを公式訪問をして、その
訪問はインドがニジェールとの二国間関係を結
び付ける重要性を強調する結果になりました。
このニジエール訪問の際に企業資産管理博士の
ジャイシャンカールはニジェールの大統領のマ
ハマドウ イッソウフォウと同行でマハトマ ガ
ンジー 国際会議センターを訪問しました。
企業資産管理博士の ジャイシャンカールは、
又、ニジェールの外務、協力、地域一体化担当
大臣のカラ アンコウラオと二国間、並びに地
域問題について広範な議論を行いました。

チュニジア（1月22日～23日）
企業資産管理の博士号取得者 Sジャイシャンカル博士はチュニ
ジアに二日間にわたる公式訪問をして、これはチュニジアが昨
年成功裡に行った大統領職と議会の議員選挙の終了後の初のイ
ンド高位公務者の訪問ということになりました。彼の訪問中に
ジャイシャンカル博士はチュニジアの大統領のカイス サイエド
と会談し、大統領のカウンターパートのチュニジアの外務大臣
のサブリ バチトブジと広義にわたる会議を持ちました。イン

ド-チュニジアセンターを設立する上で、このチュニジアの首都
のチュニスにあるICT(情報通信技術)における新しい活動のため

の二国間の合意書もその時に取り交わされました。

インドの外務大臣のS.ジャイシャンカール博士はニジェール、チュニ
ジア、ドイツ、それにベルギーを訪問しました。

時計回りに上部左から：外務大臣のS ジャイシャンカール博士がニアメ
でニジェールの大統領のイスフ マハマドウとともに；企業資産管理の
ジャイシャンカール博士がチュニジアの外務大臣のサブリ バチトブジ
と会っているところ；企業資産管理のジャイシャンカール博士がブラッ
セルで開かれた欧州連合外交評議会の傍聴席でベルギーの外交防衛大臣
のフィリペ ゴッフィンと会っているところ

ベルギー(2月17日～18日)
欧州連合の外務安全保障政策担当の上級代表/副大
統領のジョセップ ボレル ホンテディスからの招
待に応じて企業資産管理の博士号取得者 S ジャイ
シャンカル博士はブラッセルを2月17日に訪れ、欧
州連合の外交問題評議会でのディスカッションに
出席しました。2019年12月の新たな嘱託として就
任後の博士の初のEU出席において、博士の企業資
産管理理論をもってEUの評議会からインドの外交
政策の優先事項の理解を取り付けることができ、
この理論に基づく地域的、地球的展望をEU評議会
と分かち合うことにもなりました。

ドイツ(2月14日～16日)
企業資産管理の博士号取得者 Sジャイシャ
ンカル博士はミュンヘンの安全対策会議に
出席するためドイツを訪問しました。この
訪問の間、企業資産管理はアジア圏と世界
にまたがる多国間主義におけるセキュリテ
ィ関係事項に関連する議論の一部でした。
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過去数年の間、インドは最速で
成長している世界の経済国の一
つとして、地球規模の経済遅滞
と比べると遅滞どころか明るい
前途が予想される国としてタグ
付けされてきています。インド
政府は2024年から2025年にかけ
ての頃にはインドを5兆USドル
クラスの経済圏に育て上げると
いう野心的目標を公表していま

す。ある人々はこの目標を達成
不可能な目標であると言ってい
ますが、大方の人々は目標を立
てる際にインドの持つ経済力の
巨大なサイズを考えていないの
です。たとえインドの成長スピ
ードが低下したとしてもインド
の世界経済への貢献度はインド
経済の大きさからしてどんどん
大きくなっていくでしょう。

高名な経済学者で首相であるナレンンドラ モディの経済諮問会議の議長
を務めるビベック デブロイはいかにしてインドが5兆USドル経済を達成

する正道に乗ることができるかを説明しています。

より高い成長軌
道に向けて
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財政と総務兼任大臣
のナーマラ シサラ
マンがニューデリ
ーで2月に議事堂に
2020年～2021年の総
予算提出のために到
着したところ

８％というGDP成長率が5兆
USドルという目標を達成する
ために必要です。そして政府
の効率的な公共支出、効率的
な土地、労働、資本市場、そ
して活気つけられた生産性と
起業家精神がこの目標を達成
する引き金として作動するこ
とになります。言うまでもあ
りませんが、インドの持つ複
数の州には８％の成長率を達
成するに十分な余力がありま
す。より高いGDPはただの数字
の問題ではありません。より
高いGDPはより高い収入、より
多くの雇用、より豊かな生活

状態、より少ない貧困、そし
て改善された社会経済指標を
意味します。最終四半期にお
ける経済遅滞が見られたもの
の、インドの金融及び経済刺
激策は既に起動され始めてい
てまもなくその結果が表れる
でしょう。最近の状態を考え
るに、2019年から2020年にか
けての会計年度にはインドは
約５％の実質GDP成長を達成す
るでしょう。

2014年以来実施されてきて
いるマクロ経済政策の成功要
素の一つはインフレをコント
ロールすることでした。６％

インドは既に旧来のビジネスと置き換えて情報収集プログラム
を備えたプラットフォームを持つ共有経済のような新しいパラ
ダイムを抱えています。政府は新しいテクノロジーをうまく利
用して今までには想像もつかなかったスケールで直接効果の移
動と金融包摂を可能にしました。

ナーマラ シサラマン
インド財務大臣
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目論む高度成長を達成するため
の建築用ブロックは正にその達
成を確実にする的確な場所に積
み上げられることになっていま
す。しかしまず考えなくてはな
らないことは海外の情勢はイン
ドの味方になるようなものでは
ありませんし、地球的規模の不
確実性はインドの輸出と成長予
測にも悪影響を及ぼすことが考
えられます。６％もの成長率で
成長する国はそう多くはありま
せん。更に、成長を遂げるシス
テムとその可能性の内因性には
多くの内部失速もあるのです。

三番目の問題としては包摂
関係という言葉は自然と社会イ

の実質成長と４％のインフレ率
は10%の名目成長率を生み出し、
一方、6%の実質成長率と９％の
インフレ率は15％の名目成長率
を生み出します。15％の名目成
長率は10%の名目成長率よりもい
いように感じられるかもしれま
せんが、実は10%の名目成長率で
もインフレ率がもっと低いほう
が望ましいのです。

しかし、目的とするところは
インドをより高い成長軌道に乗
せるということなのです。2014
年以来、そして第二次ナレンド
ラ モディ内閣の政策が第一次内
閣の政策の論理的意味合いに置
いての継続なのでこのインドの

インド経済は問題を排
除して立て直す過程
を通り過ぎてきていま
す。混乱の悪影響を受
けていた時代は今や終
わりを告げました。イ
ンド経済は2020年から
202１年の会計年度で上
昇を表すと期待されて
います。

アナンド マインドラ
経営執行役会長

マインドラ＆マインドラ株式会社

将来を見通すに
あたり、実質成
長率は次会計年
度には6-6.5%の
上昇を見る可能
性が高いと思わ
れます。地方で
の多大な消費増
加に重点をおい
ています。

クリシュナムラテイ スブラマニアン
主任経済アドバイサー

インド政府

思うに我々は一時的な苦
難を経験するやもしれま
せんが、財務大臣の指導
に従ってその苦難を乗り
越えていくだけのことで
す。外部からの揺さぶり
はありましたし今後もあ
るかもしれませんが、私
は非常に楽観的な見方を
しています。

ムケシュ アムバニ
会長と社長兼任者

リライアンス インダストリーズ社



 |  29  | 

包括関係はまた、恵
まれない人々を助成す
る役目をも含みます。
このことはSECC(社会
経済カースト国勢調
査)として知られてい
る方法で行われる非中

央集権型識別子（これは国勢
調査であって、査定評価では
ありません）を使って調査さ
れるものです。この調査は組
合や州レベルの計画立案のた
めになされるもので漏れや輻
輳を除くための調査です。国
家からの助成金はいまでは銀
行口座を通じて分配され、ア
ドハーと呼ばれる国民識別番
号制度と繋げられて管理され
ています。

ンフラの政府による提供とい
う意味合いであるべきです。
公有の計器盤の計測は道路の
（そして道路のみならず他の
輸送機関もふくめての）供給
状態の改善、電力、ガス供給
連結装備、トイレット、衛生
管理、住居、学校（並びに高
度教育施設）技術、医療、保
険、年金、銀行口座、それに
信託に至るまでの改善状態を
列証するものです。 

極近の四半期で伸び率の遅滞が見ら
れましたが、インドの金融と財政刺
激策は既に本格化が始まっていて､

近々その成果を表すでしょう。

地方経済は国家総収入の46％を構成するものなので、広範囲に及ぶ成長と発展が地方と小規模経済をも含
んでいることは必須条件です。

インドの世界で
のランキングを
あげること

世界銀行のビジネス
のやりやすさランキ
ングではインドは蛙
飛びで63位にあがり
ました。

破綻処理ランキング
ではインドは108位
から52位にあがりま
した。

世界の技術革新力
ランキングでは74位
から52位にあがりま
した。

インドは物流業績
評価指標で10ポイン
ト改善しました。

インドは世界経済
フォーラムの旅行
と観光競争力ラン
キングで52番目の
ポジションから34
番目にあがりまし
た。
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生産性はそのようなすべての人
々が平等に含まれることから生ま
れるものであり、権限を与えるこ
とは経済的見地からはすぐには増
加できることではありません。し
かしこれらは明白な事実（そして
薪からLPGへとかトイレットを設
備するとかムドラ貸付というよう
な指標面の裏付けはないものの、
裏付け無しながら確認された事
実）であり、インドは民主的配当
金分配を行うことでインドの成長
に寄与することを可能にするでし
ょう。

四番目の問題は包括と経済的
権限移譲という懸案は市民の生計
を楽にすることと起業家が業務を
スムースにできるようにすること
という二つの改善策を行うことを
見据えた懸案です。ここでいう起
業家は必ずしも会社組織をもった
起業家を意味しているわけではあ
りませんし、そこでもまたインド
の指数が上昇してはいますが、世
界銀行の‘起業家ビジネスのしや
すさ指数’のみをさしているわけ
でもありません。産業政策促進局
（DIPP）や産業&国内トレード促

Survey
The Finance Ministry’s 
flagship annual document 
projects growth

Space for new
India ranks third in 
terms of number of 
new firms created.

According to the survey, 
from about 70,000 new 

firms created in 2014, 
the number has grown 
by about 80 per cent 

to about 1,24,000 new 
firms in 2018.

www.indiabudget.gov.in

Green reSolve
India is also pushing 
towards sustainable 
economic growth. 

Forest and tree cover 
increased and has 

reached 80.73 million 
hectares covering 

25.56 per cent of the 
geographical area of 

the country.

fuellinG the hike
India’s exports increased 

by 13.4 per cent for 
manufactured products 

and 10.9 per cent for 
total merchandise.

India gained 0.7 per 
cent increase in trade 
surplus per year for 

manufactured products 
and 2.3 per cent per year 

for total merchandise.

Projections 
According to the Economic Survey 2019-20 prepared under Krishnamurthy Subramanian (Chief Economic 
Adviser to the Government of India), India’s GDP growth is expected to grow in the range of 6.0 to 6.5 per 
cent in 2020-21. The survey has projected India’s growth at 6 per cent to 6.5 per cent in the next financial year 
starting April 1. The growth in 2020-21 compares to a projected 5 per cent expansion in 2019-20

Growth to come
Economic growth is 

expected to pick up and a 
strong rebound could be 

seen in FY21 on a low base.  

Easing of monetary 
policy by the Reserve 

Bank of India and several 
measures announced by 

the government in the last 
year present green shoots 

for growth.

what the

SayS about the future

economic
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ビベック デブロイは現在首相直属の経
済諮問会議の議長です。政府系シンク
タンクのインド創生国家機関アーヨグ
のメンバーである彼はインド鉄道再建

委員会の会長を務めていました。彼は経済学、政治、
インド学、並びにサンスクリット分野の数冊の書籍の
執筆や翻訳をしてきています。

らはずれていません。税
制改革は滞りなく進んで
いて法人税率は既に下げ
られました。直接税と間
接税についてはそのアジ
ェンダは例外的な整理と

除去の実施で、それは、より低
い納税協力費に繋がることにな
ります。このように、総括的に
言えば2019年から2020年にかけ
ての達成をめざす５％のGDPは散
々な達成失敗に終わることはな
い；近い将来に上昇曲線に乗る
ということです。

進省の指導するビジネスのしや
すさ懸案はインドの全ての州で
のビジネスと投資環境を改善し
ました。

五番目の問題は在庫の蔵払い
は短期的に見て企業の成長に悪
い結果を齎しがちになることで
す。そのような蔵払いが生じた
場合には不動産（規律と発展）
法,違法な金融取引の精査、休眠
会社の取り締まり、債務超過倒
産法、ならびに改善税務コンプ
ライアンスが対応します。

統合政府金融はうまく運営さ
れてきていて財政再建の目途か

2020年の経済展望は5兆USﾄﾞﾙという目標
に向けて経済を押し上げる投資に好条件
を創り出すことに焦点を当てています。

全インドの成長率は
多くが州レベルの働
きであり、多くの州
が歴史的に見ると6%
以下での成長率でし
た。しかし現在進行
している構造的改
造がそれらの州が成
長率を増加させるこ
とを確実にするであ
ろうし、それゆえ漸
進的に全インドの成
長率を８％ちかくま
で押し上げることに
なるでしょう。

包括的前進

boominG touriSm 
for a GrowinG india
India’s ranking on WEF travel and tourism 
competitiveness index

2009
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インドにおける政府の取り組みが目論見通りに実現されたことを知るのは常に
心強いことです。しかし、2014年にナレンドラ モディ首相によってスタートし
たクリーンインディアミッションの成功は新しい基準となってしまいました。
たった五年の間にクリーンインディアミッションは世界で最大の衛生管理運動

となったのです、とパラメスワラン アイイェールは述べています。

大きな転換

子供達がスワッチ バラートのメッセ
ージを拡散するキャンペーンに参加
しているところ
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ナレンドラ モディ首相が2014年
8月12日に国民に向けて行った処
女演説で、首相はインドで行わ
れている屋外排泄問題への彼の
憂慮を国の基盤に立った立場か
ら表明しました。この演説の中
で過去丁度5年間で広く行われる
ようになったこの行為を一掃し
ようと決意したと述べました。
彼は大胆にこの問題に対処しよ
うとするスワッチ バーラット 
ミッション（SBM）2014年10月2
日に参与したのです。
 モディ首相は自分が宣言した決
心を忠実に実行し、その結果そ
の後5年の間に5憶5千万人もの田
舎に住む人々が戸外での排泄を
慎むようになり、国中で60万に
も及ぶ村が戸外排泄無し（ODF）
と宣言しました。この出来事は
巨大な運動となって広がり、10
億をこえる人々の関与を招き、
彼らは抑制できるとは思われな
かった大昔からの習慣を改革し
たのです。

この改革の流れは六つの重要
な 指導原則に細分化されていて
どんなに大きな政策実施方針に
もあてはめることができるもの
です-ABCEDF政策実施方針と呼ば
れるものです。

A – 自一列 
種々様々な階級に属する人々の
物事の優先順位のつけ方はお互
いに競合することもあります。PM
モディがこの任務を公表したあ
と、飲料水と衛生設備局（DDWS）
は行政生態系と正確に合致す
る目的達成法を取らなければな
らないことになりました。チー
ムSBM-G(村/田舎担当)は全ての
州を複数回にわたって訪れ、直
接、地域コレクターと呼ばれる

世話役と折衝して工房や私的会
合やワッツアップでメッセージ
をやり取りしているグループの
人々などを通じて、衛生がそれ
らの人々の最重要課題になって
いるかどうかを確かめる作業を
しました。首相-大臣-地区担当
治安判事という三層の段階モデ
ルはその団結活動によって今ま
でにはあり得なかったほどの効
果的結果を齎しました。 

B – 信じる
困難な局面にぶつかったときに
はチームはとても目的達成はで
きないと思っていれば往々にし
てやる気という動機を見つける
ことができません。その結果、
彼らの行動は真剣味を失ってや
る気をなくします。最大生産性
を保つためにはSBMはプロ意識の
高い、行政の重荷に縛られてい
ることの少ない、そして生き生
きとした視点を持ち、その上、
経験もあり、だけれども官僚的
にならざるを得ない方向に押し
やられている若者たちで、この
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タミール ナディ
ユのママラプラ
ムの浜辺で行わ
れた浄化運動の
ゴミ拾いをしな
がら走る競争の
場に臨席するナ
ヘンドラ 、モデ
ィ首相
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サルパンチと呼ばれる色々な村の首長たちが、マハトマガンジー
の生誕150年を記念して行われた‘スワッチ バラット ディヴァ
ス’の祝賀に列席時にSBM支持の誓をたてているところ。

Sbm SaveS liveS
Since India has become ODF, 
3,00,000 diarrheal deaths have 
been avoided after the launch of 
SBM in 2014

nutrition & productivity
A study conducted by the Bill and
Melinda Gates Foundation (BMGF)
found 15% lower cases of stunting
and 37% lower cases of wasting
among children in ODF areas

Safety and diGnity
A UNICEF study has found that 
87% women feel safer after getting 
a toilet at home

economicS
INR 50,000 saved every year by a 
household in an ODF village on ac-
count of avoided medical costs and 
almost 7.55 million jobs created.

GoinG Green
A 2019 UNICEF study estimates that 
ODF villages are 12.70 times less 
likely to have their groundwater 
contaminated traceable to humans. 

chanGinG outlookS
A study has found that SBM lever-
aged an equivalent investment of 
$3.7 billion in SBM communica-
tions across stakeholders.

Achievements 
and Impacts

マハトマ ガンジーの独立闘
争に加わった何百万の人た
ちと全く同じように何百万
が心から望んで彼らの時間
と努力をインドの清潔化を
助ける活動に参加するよう
になりました。

www.sbm.gov.in

ナレンドラ モディ
インド国首相
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下部：インド人クリケット選
手スレッシュ ライナ(左)とジ
ャスプリト ブムラ（右）がナ
グプールでのチーム スワッチ 
クリケットクリニックのあい
だ、その地の子供達に混ざっ
てクリケットゲームをしてい
るところ。

私はこの国の清浄化達成を必ず成し遂げ、
このことに時間を捧げることを誓います。

私は一年に100時間を、則ち一週間に2時
間を費やして清浄化を目指して自主的に働
きます。

私は決してゴミを散らかすことをせず、また
他の人々にもさせません。

私は私自身、私の家族、私の近隣の地域、
私の村、並びに私の仕事場の清浄化の追求
を始めます。

私は清潔に見える世界の国々が清潔な訳は
その国々の市民たちが好きなようにごみを
散らかしたりせず、またそんなことが起こる
のを許さないからであると信じています。

この固い信念をもってすべての村と町にス
ワッチ バラト ミッションからのメッセージ
を伝播します。

私は全ての村民と町民を彼らの100時間を
清浄化に捧げるように指導することに努力
します。

私が正常化に向けてとるすべての行動が私
の国を清潔にする助けになることに確信を
もっています。

スワッチタの誓い

目標は確かに達成できるとの
信念を持っていて独創的な解
決策を見出すことに集中して
いる、そのような若いプロた
ちのユニークな混ざり合いの
お互いがお互いに歩み寄って
作り上げているチームを作り
上げたのです。
 
C - 連絡を密にする
その根源の意味に於いてSBM
はふるまい方を変えることを
目標にするプログラムなので
す。全てのレベルのメンバー
との意思の疎通を図る-上流か
ら極貧まで、一団として、そ
して一対一で - この姿勢が
SBMには必須なのです。殆ど65
万人に達する、スワチャグラ
イスと呼ばれる草の根の衛生
のチャンピオンたちが訓練さ
れ、彼らはスワチャグライス
又は衛生のメッセージを一軒

一軒回って話し、手渡すのです。こ
の活動に続いてSBMは衛生をメディ
ア、影響力の強い大衆向け文化、そ
してボリウッドの有名人たちやスポ
ーツ選手たちその他の影響力を持つ
人々を使ってこの問題テーマを人々
に行き渡らせたのです。

India’s progress in rural sanitation 

Oct 2019Households with
access to toilets

< 30% 31%-60%

61%-90% 91%-99%
100%

Oct 2014

India in 2014 accounted for 

60% of the world’s 

open defecation  
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Source: SBMG IMIS as on 24.09.2019
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彼の第二期の任期での初めての独立記念日の演説で首相は野心
的な目標を立てることを発表しました - 2024年までにすべて
の国民の世帯に水道水を供給できるようにすることです。

D -民主化する
何年もかけてSBMはジャン アン
ドラン（大規模革命）となり、
これは首相が機会あるごとに繰
り返して話してきたという事実
の齎した結果です。 

人々は自分たちのトイレット
を作り、他の人にもつくらせる
動機を与えました；各地の団体
もそれぞれの活動を計画し、ト
イレット建造の広がり方を見張
り、村々は屋外排泄などはもは
やなくなったと宣言しました。
会社組織やNGOや市民組織、其の
他の政府の各省と各部もこの問
題テーマを主流とすることに協
力しました。
 
E - 効果の査定
この運動の進展状況は期待を上回
る成功を以って始まったので、
多くの人たちはSBMのこの件の発
展をあらわる数字の真偽のほど
を疑いました。それゆえに数字
の信ぴょう性を裏付けさせるた
めに第三者団体にモニタリング
を奨励し、ボランティアー達の
動機付けをしっかりさせること
が一層重要となりました。世界
銀行、UNICEF、BMGF, WHOが衛生
填補、使用状態の程度、改善の
成功具合と改善終了の地域、並
びにSBMの健康的、経済的そして
社会的影響力を含めて多種多様
な査定を行いました。インドは

India’s progress in rural sanitation 

Oct 2019Households with
access to toilets

< 30% 31%-60%

61%-90% 91%-99%
100%

Oct 2014

India in 2014 accounted for 

60% of the world’s 

open defecation  
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Source: SBMG IMIS as on 24.09.2019

年以来、住宅都市開発省に指揮されてスワッチ スルヴェクシャンは世界最
大の都市浄化と清掃調査を行いました。この調査の目的は多勢の市民の参
加を後押しすることと、その社会のすべての場所での清潔に対する意識を
創り出すことでした。いままでのところ、
それは市民たちに与えるサービスの質の改善に役立ってきていて、はっき
りとした行動上の変化によって以前よりもずっと清潔さの増した都市を創
り出してきています。

toP 5
of

india
(2019)

cleanest cities
1. Indore
2. Ambikapur
3. Mysuru
4. Ujjain
5. New Delhi

cleanest states
1. Chhattisgarh
2. Jharkhand
3. Maharashtra
4. Madhya Pradesh
5. Gujarat

swachhbharaturban.gov.in
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衛生についての世界的研究所に
化したのです。

F - 最後までの追跡作業
2019年の10月2日までにはすべて
の州が 国際標準化完了の宣言
を出しましたが、首相はこれは
一里塚まで来たということで又
終点にまでは至っていないとコ
メントしました。いまでもODFは
態度保留のままであることに目
を離してはならない、ただのひ
とりといえどもこの衛生改革か
ら取り残されるべきではないと
いうことです。DDWSは最近、今
後10年間の衛生戦略を発表し、
完成のゴールをODFからODF Plus
に移行したと明確に宣言しまし
た。これはインド国内の村々で
の全体的清潔さを要求するより
広範囲な目標ということです。

インド政府は基本的サービス
を国の市民たちに与えるという
ことの探求を続行しています。
首相の第二期時の独立記念日の
演説で首相は前にもさらにまし

て野心的な目標を公表しまし
た-2024年までにすべての家庭
に水道水の供給をするという
のです。この目標に歩調を合
わせて、Jal Jeevan Mission
がこの政策の実施方針にもと
つ”いて水の供給をできるよ
うに考えられています。どう
かこの目標が成功裡に達成さ
れますように！

上部：世界中のインド大使館のいくつかがSBMの支持とその活躍の促進のために清潔化を活発にする
活動を組織しました。インドネシアのバリから来たインド外交使節からのボランティアたちが浜での
清潔化運動の行われている間、ゴミ拾いに参加しています；右：清潔化参加運動がすんだあとのキュ
ーバのハヴァナにあるインド大使館から参加したボランティアーたち。

パラメスワラン アイヤーは飲料
水と衛生設備を担当する局長でこ
の省の旗艦といえるスワチ バラ
ートミッションを率いている人で
す。1981年度の官報公示職員とし

て彼は2009年に世界銀行に加わり、その前には
ベトナム、中国、エジプト、並びにレバノンで
働いていました。

objectiveS 
achieved

Total individual toilets

rural:

urban:

6,114,402

Total individual toilets

101,926,000

Community and public toilets

552,692

Toilets built in 2019-20

1,587,617

Total cities declared free from 
open defecation

4,320

Total oDf Villages

603,175

• に触発されて、ニゲリア
はナショナルオープン
屋外排泄をなくすキャ
ンペーンを開始すると発
表しました。

• 更に、SBMの持つ質量衝
撃力を認識して、ビル＆
メリンダ ゲーツファウ
ンデーションはPMナレン
ドラ モディに名高い世
界的ゴールキーパー賞
を授与しました。

地球全体への影響
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起業家の育成
一群の新時代企業はインドでのの頭 文字を取ったスマートビジネスを行 新
たな環境をインドのもつ諸問題の確信的解決策を 得ることに焦点を当て 初

めて創り出した成果物です。
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辺境のインド村に住む農夫が
彼の畑の土質をチェックして
種まきにかかる前に彼の住む
地域限定の天候情報を入手し
たり、携帯電話を使って彼の
飼っている家畜の動きを遠く
から辿るなんてことができる
ようになるなんて想像して
もごらんなさい。興味深いこ
とには、この国における進化
した携帯電話技術の出現と革
新的農業技術のスタートアッ
プの爆発的成果の効果でこの
ようなことはもはや想像の世

界の産物ではなくなったので
す。

それに農業だけがインドが
解決しているミクロレベルの
問題というわけでもありませ
ん。しかし、ごく最近まで多
くの第一世代のインドの起業
家たちはこのような地域の問
題解決や最先端の技術を使う
ことから怖がって逃げていた
のです。

大きな交代
しかし、2006年に作られた頭

ナレンドラ モディ首
相が国の新時代ビジ
ネス支援のため政府
資金で設立した企業
であるスタートアッ
プ インドの発足会で
演説しているところ
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字語であるBRICS（南アフリ
カは2010年に加えられたので
すが）はブラジル、ロシア、
中国、並びに南アの勢力を反
映した五つの主要な伸び行く
国家経済を持つ国の連合体で
すが、これが先進国の世界
から台頭する経済を持つ国々
へと経済活動と経済力への移
行のきっかけをつくったので
す。

この事実はインドの消費
者の力の大きさとその潜在能
力に対する世界の見解を変化
させました。資本を得る巨大
な好機 -　欧州の産業革命後
の運命、または第二次世界大
戦後のアメリカ合衆国の運命
を形作った好機と同等規模の

新世代のインドの起業家たちと彼らの会社はイン
ドの共同生活体に力を与え人々が毎日の暮らしで

直面する問題を解決しています

• 先住民の創新　インドの
すべてのスタートアップの
18%を越える会社が今では
ディープテク領域のてこ入
れをしています。2014年に
はこの数字は只の８％でし
たがいまは40％もの年平均
成長率となりました。

• インドのスタートアップは
この国で推定6万の直接業
務と１３万から１８万の間
接業務を創出しています。

• インドは世界中で三番目に
ベンチャーキャピタル会社
が多い国です。この形態の
会社は2025年までに4倍増
すると見込まれています。

• 2019年までにインド国内で
設立された9,000のスター
トアップのうち、1,050社
はヘルステックで20%はア
グリテック;18％のスター
トアップはＡＩ，ブロック
チェイン、ビッグデータ、
ロボティクスなどを活用し
ています。

独創的改革

start-uP structure

Source: Nasscom

大きさへの移行です。この移
行はインドのマクロ的経済情
勢を世界に知らしめ、インド
の成長ストーリーに投資する
ことがベンチャーキャピタル
とヘッジファンド会社の新し
い命題となり、スタートアッ
プ会社に燃料を注入する役目
を果たし、その事実がテクノ
ロジーの使用が地域の問題の
解決に集中して向けられると
いう事態の出発点になりまし
た。言ってみれば、新世界が
既に到着しているのです！

天地
スタートアップインドとディ
ジタルインドのような連邦統
治のプログラムで考案された
解決策は新時代の起業家たち
を支えて、より手際よく高い
効率での革新を助けることに
なります。このいい例がイン
ドスタックでこの企業はデ
ィジタルインドの基盤となる
プラットフォームとなりまし
た。

API(アプリケーションプ
ログラミングインターフェー
ス)の益々拡大を続けるセット
であるこのプラットフォーム
はその上に則ってテクノロジ
ー企業と政府が成長し革新を
続けることのできる技術的、
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共同的インフラを備えていま
す。インディアスタックもま
たインド国内での専門家相互
のゆるんだネットワークはど
のようにしてオープンズソー
スが20年前にパロ アルト（
アメリカの多国籍サイバーセ
キュリティ会社）が達成した
成果のきっかけを作ったかを

再生してみせています。金融
包摂に焦点を当てる、すなわ
ち銀行口座を持たない人々を
正式な銀行システムに乗せる
ことに目標を定めてインドの
支払インフラ、UPI,即ち決済
会社のユナイテッドペイメン
ツインターフェイスは巨大な
成功を収めてきています。

其の他の解決策
新時代の起業家たちは
小規模企業起業家精神
をもって全体的なエコ
システムを創立しまし
た。その起業家精神は
もしうまく取り扱えば

技術の創造的使用は多くのよくある基礎的
な問題の解決に使える上にプラグ漏れや現
在使用中のシステムの不具合に対応できま
すとアーダールが多くの回数のデモンスト

レーションで示しました。

Self certification
Easy and hassle-free 

compliance under three 
environmental and 6 

labour laws

easier public 
procurement norms

Start-ups can be listed as sellers 
to the government and benefit 

form exemptions on EMD 

easy winding up
Companies are free and can 

declare insolvency under 
bankruptcy code easily 

within 90 days

income tax exemption
Exemptions on investments, 

capital gains and 
investments above fair 

market value

patent application 
and protection

Easy application, expedited 
processing and massive 

rebates of upto 80%
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庭生活タイプのサービスを提
供する）というような数多く
のその土地固有の技術プラッ
トフオームが都会暮らしの需
要に対処するのみならず、よ
り弱小な起業家たちのために
公平な競争の場の設立に協力
し、仕事を増やし、収入を平
均化する努力をしています。
旅行やツーリズムのジャンル

国内においての雇用の枠組み
とその雇用情勢を変化させる
能力を持つものです。一つの
例がスタートアップのビッグ
バスケットで、これはインド
最大のオンラインの食物と乾
物類の店舗です。この店舗は
単に都会住まいの顧客にサー
ビス提供をするのみならず、
殆ど1万人に及ぶ農民と緊密
な仕事関係を保っていて、科
学的農作業実施について農
民たちを教育していて、この
行程を経ることによって農民
たちの生活向上を図っていま
す。

同様に、オラ（相乗りサ
ービス会社）、スウィッギー
（オンラインでの食物の注文
と配達プラットフォーム）、
それにアーバンクラップ（家

時計回りに上から：バヴィシュ アッガールワル、CEOでANI
テクノロジーの共同創立者、

乗車サービス会社オラのオーナーたち；ゾマト のディー
ピンデール ゴヤル/CEO(左)とパンカジ チャダー/COO,ゾマ
トのグルガオンのオフィスで；アーバンクラップの共同設
立者のアビラジ バール、ヴァルン カイタン並びにラガー
ヴ チャンドラ



 |  43  | 

ではオンラインのスタートア
ップのトリップアドバイザー
とゾマトの2社は突然のよう
に今までにない速度で小さな
観光地とレストランの発掘率
を増加させました。

大きな着目点はこれらの新
時代の起業家と彼らの会社の
活動はただ単にスマートビジ
ネスの提供にとどまらないと
いうことです；彼らは数々の
共同生活体を活性化し日ごと
の生活で人々が直面する問題
を解決しています。ですから
殆どの教育機関はいまでは起
業を教える部門を持っていて

生徒たちは卒業前から
この方面の勉強を始め
ていることは驚くに値
しません。未来のビジ
ネス歴史学者たちはこ
の10年をインドでの起
業家発生の分水嶺であ
ったというに違いあり
ません

TN ハリは数多くの若い起業家とス
タートアップ企業へのアドバイサー
であり指導者でもあります。彼はま
た、ファンダメンタム（インドのス

タートアップ界の長老によって設立された成長ファ
ンド）での顧問弁護士をも務めています。彼はビッ
グバスケットのHR部門のトップであり、今ではスタ
ートアップＨＲガイと呼ばれて有名です。

MS サブラマニアンは現在ビッグバス
ケットでの解析機能取扱部門を率い
ています。彼は解析部門でのリーダ

ーを20年に亙って経験してきました。彼は業界お
よび学術フォーラムで解析エクスパートとして度
重なる講演をしてきました。

スタートアップインドハブはスタートアップ
エコシステムのすべての利害関係者がお互い
に関係を保って成功的なパートナーシップを

作り上げるためのプラットフォームです

左から右に：クレメンタ
イン チャンボンとアミ
ット サロジ、スタート
アップOORIAの共同設立
者たち；ベンガルルに拠
点を置くビッグバスケッ
トの設立者たち、このビ
ッグバスケットは25のイ
ンドの都市に8百万の顧
客を持っています。
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ニューデリーの中心部にあるユグラセ
ン キ バオリ（別名アグラセン キ バ
オリ）の驚異的な美観を持つ建築物は
この都市での上位10ケ所の見どころに
入っている一つです。この3階建ての14
世紀の階段井戸は108段の階段につなが
っていて、単なる人気のある観光場所

というだけでなくてインドの水保全シ
ステムの一部なのです。 

文明の歴史を振り返ってみると、原
始の人間の住まいは水辺に近接した場
所にあったことがわかります。その後
人類は時間をかけて本土の別の場所に
分散して居住するようになりましたが

ラジャスターンのアバネリ村に
あるチャンド バオリ（階段井
戸）は殆ど100フィートにも及ぶ
深さで地下に伸びていて、国内
で最深の階段井戸の一つです。

古代インドの井戸、階段井戸、それに貯水池はただ単なる水源ではなく
て、より全体的な天然水保存技術の一部でした。現代の都市部地区の水不
足の現状を改善するためにこの古代のやり方を再び使うことも勿論できま
すが、現代人は近代的な水の持続可能性をも示唆することもできます。

ヴィクラムジット シング ループライの報告書

一滴ごとに
価値を持たせる
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もし地下の帯水層に接続する地下水涵養穴
の戦略的に計画された網状組織を創り出す
ことができれば、全ての都市の水位を引き
戻すことができます。

者と技術者がまた別の手段を試し始
めました-水面まで下がっていける
階段を作ったのです。

この階段の見本になるものをニュ
ーデリーのラジョン キ デリーで見
ることができます。これらの階段井
戸はただ単に水を汲んで家事をする
目的だけに使われたのではなく、そ
こに人々が集まって厳しい夏の暑さ
をしのぐ場所にもなったのです。最
適なメリットを得るためにこれらの
階段井戸は階段井戸の深い部分は南
向きのままで、階段は北側から降り
て行けるようにしたのです。これは
役に立つ改善でした。インドは北半
球に位置するので太陽光線はタンク

それらの新しい居住地は初めの水源
の代わりの水供給のある場所に限ら
れていました。時がたつにつれて人
々は水は地面の表面に流れているだ
けでなく彼らの足の下の地下にも流
れていることを悟りました。それか
らのち、人々は井戸を掘るという技
術を発展させることに取り掛かりま
した。

バーオリの誕生
しかしながら、時の推移とともに古
代インドに生きた人々はその人口の
増加につれて井戸から水を汲むこと
は労力的に大変なことだと認識する
ようになりました。それで彼らはペ
ルシャ水車のような別の手
段を使うことを思いつきま
した。滑車と車輪とバケツ
を作れば、地下深い井戸か
らでも簡単に水をくみ上げ
られる手段です。その後、
中世のインドでは、建築業

グジャラートの
アーメダバドの
ダダ ハリ バオ
リ階段井戸に通
じる象徴的な彫
刻と階段
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その昔、石工たちは木
製の輪を作って穴を掘
って井戸を作る場所の
上に置きました。それ
から彼らはゆっくりと
堀り始め、穴ができて
くるとその輪を低く押
し込みました。そして
その上にべつの輪、ま
たは煉瓦や石を並べま
した。こうして井戸の
壁が石工たちが掘る間
に壊れてこないように

するためです。

こうして井戸の底の水
面に達すると、石工た
ちは泥水を持ってきて
井戸の周りの地面に撒
きます。水は染み込ん
でいき、井戸の底に作
られた空洞に達する自
然の水路を作ります。
この工程を数回繰り返
した後、井戸は大きな
空洞となりこの空洞は
降水で補充される地下
水で満たされ、小さな
水路を通じて井戸の周
りの集水場所から井戸
に流れ込むことになり

ます。

古代におけ
る井戸はど
のように掘
られたのか

のなかの水面に到達することは
ありません。この手段で水が熱
せられて蒸発することが防げま
す。その結果、水面の高さの水
と水汲み容器の温度はいつも表
面の水の温度よりも低く保てる
ようになったのです。

井戸と水槽
古代インドの水管理はバオリだ
けではありませんでした。他に
も水槽（クンド）とスルースダ
ムがありました。じつのところ
何百人もの信者が屡々訪れる宗
教神社は例外なくクンドと呼ば
れる階段井戸を持っているか、
乃至は少なくとも井戸がついて
いました。現代においてさえ、
そのような神社に詣でる信者達
はそこの聖なる水源から水を汲
むために列を作り、その水を恵
みのしるしとして家に持ち帰る
のです。

過去からの教訓
文明が広がるにともなって、水
槽やバオリの使用頻度は下がっ
ていきました。水道が家庭に通
じて水は指先でひねれば出てく
るようになりました。勿論我々
は我々の水資源を使い始めてい
るわけですから、湖、池、バオ

上部：グジャラートのアダ
ラジでの’水の祭典‘の開
催中に照明で飾られたアダ
ラジ-ニ-ヴァヴ階段井戸

下部：ラジャスターンのジ
ャイプールの近くのアメル
にある湖台の階段井戸の絵
のように美しいパンナミー

ナ カ クンド
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ヴィクラムッジット シング ループライは
文化遺産の活動家です。彼は北インドの記
念物を探索してインドの豊かな遺産研究を
促進してきている人です。色々な学校で文

化遺産研究所を開き、若者たちが我らの過去を見つめる
新しい方法をひろめるための指導役割を担ってきた人物
とひろく認められています。

リ、井戸の停滞した水は長らく
再循環されていないわけで、だ
から藻類と有害なバクテリアが
はびこり始めています。殆どの
中世の水構造は地下の帯水層と
相互に連結しているということ
を理解しなくてはなりません。
帯水層の水が汚染されていれば
その地区の住民の全員に被害が
及びます。同時にもし一つの井
戸又はバオリを清浄化できれば
それにつながっている近辺の給
水構造にプラスの影響をあたえ
ることになるでしょう。

もし一つのバオリを再び満
たせば、そのバオリの周辺の別
の数個のバオリもまた水をとり
かえすことになります。ですか
ら地下帯水層と連絡する地下水
涵養の戦略的に計画されたネッ
トワークを作り上げることが
できれば、どこの都市にでも地
下水層のレベルを上げることの
助けになるのです。こんにち、

インドは水不足に直面しているの
で伝統的な叡智に焦点をあてたバ
オリから教訓を得ることができま
す、そうすれば水保全の案内書の
ような役割を果たすことになるの
です。今が我々が古来からの方法
に新しい技術を付加して我らの惑
星を救う時なのです。

最上部：ラジャスタ
ーンのブンディにあ
る最大の階段井戸の

ダバイ クンド

右側：ガンダク バ
オリはニューデリー
のメーラウリにある
16世紀の階段井戸



映画

|  48  |

スポーツをする人々の活躍を物語る映画は愉快で心に響き共感を呼び覚ま
すものです。このような映画に出てくるスポーツをする人々は単にスポー
ツの促進に寄与するのみならずスポーツの伝説的プレイヤーたちの活躍を

観る人々の心に刻む役割を果たすのです。

アルティ カプール シン

競技をすること
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勝算が少しでもある限り困難を
乗り越えて打ち勝って勝利を得
るスポーツでのファイターの話
は絶えることの無いひらめき
を感じさせる人間性を物語って
いるものです。勝利獲得への情
熱、それを得る途上での困難の
克服、そしてその果てに得た勝
利の喜びはこのような映画での
一番基本的な脚本の流れとなっ
ています。

近年のヒンディー映画産業は
スポーツ関係の映画を産みだし
てきています。ダンガル、ミル
カ（原題 走れ ミルカ 走れ）, 
マヘンドラ シン ドーニ：アン
トールド ストーリー、メアリ
ー コム, そしてスルマは過去数
年の間に上演された実在のスポ
ーツ人を主役とした映画作品で
す。これらの映画企画の収益面
とその客入りの大いなる成功を
目の当たりにした映画製作者た
ちはこぞってこのようなジャン
ルの映画造りに打ち込むように
なりました。

のびていく得点数 
このスポーツ人たちを主題にし
た映画は、この主題を取り上げ
ることで高い評判と多くのファ
ンを獲得したこともさりなが
ら、三つの映画製作上の基幹を
なす映画構成のための必須要件
を充足することを映画製作会社
に知らしめたことにその意義が
あります。〝スポーツはわくわ
くする瞬間を創り出します。監

督にとっては俳優を選ぶことは
簡単なことで、選んだ俳優に激
しいトレーニングをすることを
指示し、負けず嫌いの精神を鼓
舞すれば、大勢の観客にアピー
ルできるスポーツ映画が出来上
がるということになります。″
とはティグマンシュ デュリアの
コメントです。この監督は2012
年のパーン シング トマールを
監督し、兵士がアスリートに変
容するというその人生を描いた
映画の監督です。なぜスポーツ
人は映画製作者の興味を引くの
かという点にまで議論を進める
と彼はこのような言葉を付け加
えて説明しました:〝スポーツ映
画は主役を演じるスポーツ人が
既にスターになっているとまで
はいわないが多くの人々に知ら
れていて、このことが映画を成
功させることに有利な条件にな
るのだ”

このスポーツ人主題の映画の

インドのスポーツ人たちは競技場で勝利し続けると映画製
作者はそれらの強いスポーツ人についての物語をより一層

多く世に公表することになります。

ランヴィール シン
（左）はインドのク
リケットの伝説のプ
レイヤーのカピール 
デヴ（右）

に映画で粉していま
やクリケットを始め
ようとしていると
ころ。



映画

|  50  |

利点はまた、語られるに値する
価値のあるこれらスポーツ人た
ちの人となりに基つ”いた脚本
の寄与するところが大であると
いう点でも明らかです。このよ
うな脚本はそのようなスポーツ
人達を登場させるもので、すで
に世間での評判を得ている人物
の人生についての大衆の好奇心
を背景においてのプロモーショ
ンであるわけです。もしそのよ
うなスポーツ人達が未だ世に知
られていない場合には映画にす
ることによってそのスポーツ人
の現実に起こった伝説的ストー
リーを大衆に知らせる役を演じ
ることになります。〝映画の観
客は命の限界を超える英雄を好
むのです。これがサルマン カー
ンとラジニカントがあれほど有
名になった理由です、何故なら

彼らは映画の中で超人的偉業を
引き出してみせたからです。で
すから、彼らのストーリーが映
写幕に移るとそのヒロイズムは
簡単に複製されるのですよ“と
俳優であるハルシュヴァルダー
ン カプールは言っています。彼
はオリンピックの射撃のゴール
ドメダリストであるアビナヴ ビ
ンドラの伝記映画でアビナヴ ビ
ンドラを演じようとしていた俳
優です。俳優のパリニーティ チ
ョプラもカプールの言葉に同意
して、サイナとタイトルをつけ
られたサイナ ネワールの伝記映
画でバドミントンの達人をプレ
イすることになっているサイナ 
ネーワルの若い時代になしとげ
た数多くの偉業とそのストーリ
ーは本当に自分を鼓舞してくれ
たと語っています。

左：ラケイシュ オムプ
ラカシュ メーラが彼の
映画のバーグ ミルカ 
バーグのプロモーショ
ンにでているところ。
この映画は高名なイン
ドのスプリンターであ
るミルカ シンの生涯を
基にした脚本に基つ”
いたものです。 

右：女優のプリヤン
カ チョプラ ジョナス
（右）がオリンピック
ボクサーのマリー コム
（左）をマリー コム
の伝記映画で演じたと
ころ。
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俳優のササント ラジプ
ット（左）がインドの
クリケット選手のＭＳ
ドニ （右）と一緒にい
るところ。

りいく嗜好は従来の柱であった
古いタイプの映画を塗り替えて
いくような風潮になってきてい
ます。“最近のボリウッドはロ
マンスや復讐劇などというもの
を超えたシナリオを求めるよう
に変化してきています。我々は
今まで当たり前だった決まった
様式を追放してそのようなモノ
クロ時代的主題を取り上げる事
をやめました。更に現代の映画
は今の社会で行きかっていて昔
にはなかった取り組み方を世に
問うことが必要となっており今
のインドは昔ながらのクリケッ
トなどではないスポーツをこれ
からの取り上げ主題とするよう
になってきているので民衆もこ
の新たな分野での今後の成功を
熱心に期待するようになってき
ています”とアンダーレはコメ
ントしています。

‶一般観客はその進化著し
く、新鮮な内容の映画を求め

ています。人々はまた前に増し
て映画に創造力を追求するよう
になってきており、俳優のキャ
ストにはこだわらず、従来の常
識を破った映画創作内容のアイ

もう一つのこの種映画の有益
性はこれらのスポーツスターた
ちが極く普通の人々でありなが
らその普通の人々と違う点はた
だ、途方もない情熱と気骨の持
ち主であるだけという事実だと
いうことを世に知らしめている
という点です。これらスポーツ
人達の成し遂げた実話は全ての
人々の共感を得ることができる
のです。メアリー コムはメダル
を獲得するまではごく普通の平
凡な一少女でした。ヴィアコム
１８映画会社の主任管理職のア
ジット アンダーレは次のように
コメントしています：映画をみ
る観客は彼女の生きた環境とそ
の中での彼女の努力を理解し認
識するのです。そして映画を観
終わったとき観客はメアリー コ
ムがなしえた成功は自分たちに
も不可能ではないのだ！と思う
にいたるのです、と。

新しい風潮
更にインド製作のスポーツに関
するシネマや映画に対峙する、
時とともに新しい考えを持つよ
うになっている聴衆たちの変わ
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’83
Starring Ranveer Singh as Kapil Dev, this movie is 
going to be a glorious retelling of India’s triumph at 
the 1983 Cricket World Cup.

Saina
Parineeti Chopra is set to play badminton champion 
Saina Nehwal in this biographical film. 

toofan
Filmmaker Rakeysh Omprakash Mehra and actor 
Farhan Akhtar are back together for Toofan, a fictional 
story of a boxer. 

rashmi rocket
Starring actress Taapsee Pannu, it is believed to follow 
a girl’s journey as a runner in a Gujarati village and how 
she overcomes various obstacles to achieve victory.

maidaan
This Ajay Devgn starrer is a biopic on the life of 
football coach Syed Abdul Rahim, who is known as the 
architect of modern Indian football.

jersey
Shahid Kapoor is all set to play a cricketer in the Hindi 
version of Jersey, which was originally a Telugu film.

Shabash mithu
This is a biopic of Mithali Raj, captain of the Indian 
Women’s Cricket team, starring Tapsee Pannu.

abhinav bindra’s biopic
The under-wraps film on ace marksman Abhinav 
Bindra has Harshvardhan Kapoor playing the lead role. 

the pullela Gopichand biopic
An untitled biopic on ace badminton player Pullela 
Gopichand has been announced by Fox Star Studios.

dhyan chand biopic
Filmmaker Pooja Shetty has announced a film on the 
life of the great hockey player. 

pv Sindhu biopic
Actor Sonu Sood is producing a film on the young 
badminton player. 

pt usha biopic
Director Revathy S Varmha will make a film on the 
legendary athlete in English. 

murlikant petkar biopic
Actor Sushant Singh Rajput has reportedly been 
signed on to play the differently-abled sportsman who 
won the gold at the 1970 Commonwealth Games. 

Sports-based movies 
to look out for

イクバルと名付けられた映画はババ シダイェの人生とその苦闘を描いた映画で、彼
はインドの初の耳が悪く口も利けないクリケット競技者でした。

スポーツ人を扱った映画はその映
画から生み出される評判とファン
から得る現金収入のほかに映画製
作者たちに三つの必須の要素、則
ち、ドラマ、幸福感、そしてアク
ションというか、英雄的行為、が
合併した効果を表現することを可
能にします。
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左：女優のタープシー 
パンヌ（左）とブーミ 
ペドネカールが射撃名
手のチャンドロとプラ
カシ トマールを表現し
てみせるところで場所
はサーンド キ アーン

クです。

右：インドの俳優（左
から）アンガッド ベデ
ィ、ディルジト ドサン
ジ,　並びにタプシー 
パヌがソールマのプロ
モーションに出席して

いるところ。

ディアを求めるようになってきて
いるのです″とバーグ ミルカ バ
ーグを監督したラケイス オンプ
ラカス メーラは述べています。
ハッピーエンド

結果として言えることは、こ
の流れは映画をスポーツ人達を
世に知らしめる映画の製作に至る
ことのできるようなスポーツに
とっては耳に心地よく響く言葉の
要因であります。この流れに乗っ
て製作することで得られる当を得
た、そうあるべき勝利の凱歌を上
げられるようになることをすべ
ての映画製作者たちは待ち望んで
います。陶酔感を生み出すこと
はスポーツを扱った映画には不可
欠なことで、その陶酔感は観客た
ちを飛び上がらせるほどの高揚感
を与えるものでなくてはなりませ
ん。2001年にスポーツ関連映画で
あるラガーンは伝記物映画ではな
かったのですが、これが初上映さ
れたときには映画館での観衆は
閉幕すると拍手喝采しました。

大概の映画制作会社はアスリ
ートの人生には一部殆どの人々が
知らない逸話があると話していま
す。  

インドのスポーツ人たちが
スポーツ場で勝ち続けるように
映画製作者たちも脚本の製作に
今では昔にはなかったより多く
の選択肢を得るようになってい
ます。スポーツ映画のジャンル
はその映画が娯楽に供されるも
のであるとはいえ、大衆が直面
する困難さに焦点を当てる能力
を有しているのです。映画はそ
の他の娯楽的興行のなかでも解
放感、反発力、崩れない精神力
のような価値観を支える存在で
す。良く仕上がったスポーツ映
画はスリルとともに叡智をも備
え持つのです。そのような素晴
らしい映画はスポーツの振興に
寄与し、何千人もの若者の観衆
たちにその映画によって彼らの
将来の進路を示唆するのです。

アールティは数多くのメディアで20
年ちかくもフリーの著作家として活
躍してきた人物です。映画研究で博
士号を取った後、彼女は現在世界発
見に情熱をかたむけています。彼女

の著作は食物、贅沢品、映画、福祉、そして名士た
ちにまで及びます。
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定食形式の食事とはちがって慣習的なボーリ料理コースはデザートからはじまるので
す。グジャラトと中東の料理の味と香り付けと料理法の影響を受けてボーリ料理はい
まやインドでのこの美食料理法が提供される場面を特別なものでなく一般にみられる

場面にし始めたのです。

お皿に
山盛りの伝統

著者　ムナフ カパディア

アロマティック パ
ッキ ムルグ ビリャ

ニ。マリネしたチキン
料理。
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下部：象徴的なダバ
ー ゴッシュトの現代
版 - 極めて珍しい、
汁気の多い肉料理で
ボーリ ホーム以外の
場所では見つけるこ

とは難しい料理です。

右：味のいいラガン 
ニー シーク - マリネ
したマトンのミンチ
で作られた評判高い

ボーリ料理

私が10歳ごろのことですが、
級友が私に私がインドのどの
地域の人間なのかと尋ねまし
た。私はボリムスラムよと答
えました。級友はもっと探り
を入れてきて私の答えがどう
いう意味なのかと尋ねてきま
したが私にはもうそれ以上の
説明はできませんでした。そ
の晩私が帰宅した時に今まで
何度も聞こうとして聞かなか
った私達の共同体のルーツに
ついてのもっと詳しい話を尋
ね始めました。

私が成人してからもずっ
と私はなぜ私たちの同一性、
文化、そして料理が皆に謎の
ままにされているのか不思議
に思っていました。特に、私
達の食物は私たちの先祖が最
初に定住したグジャラット由
来の味といくつかの共通点を
持ち、インドの他のムスラム
共同体が普段から摂っている
料理をも含まれているのです
が、しかしそれにもかかわら

ず私達の料理はそれ自体とし
ての特異性を保っているので
す。

ボリー共同体では食事は
デザートから始まり、つぎに
小皿のアピタイザーが出され
て、それからメインコースが
始まるのです。ボリー達はサ
ールと呼ばれる3.5フィート幅
のスチール皿に盛られた料理
を囲んで床に肩を並べて座り
ます。私達がサールを（たと
えて言えば）ピザをスライス
するように切り分けてスチー
ル皿の中央に積み上げてある
小皿にのせてそれを各自が自
分で取って食べるのです。食
事の初めに、もっと小型のサ
ールが出され、その上には調
味料セットが皿の縁に置かれ



料理

|  56  |

ていて、ナマク ダニと呼ば
れる小型の塩壺が皿の中央に
置かれているのです。

初めのコースが始まる前
に、サールの側に座っている
一番年若の人がナマク ダニ
を手に取って、それを他の人
たちに回します。食事を始め
る前に塩の味をみるというア
イディアは塩が抗バクテリア
機能を持っていることに基づ
いていますが、それよりもも
っと重要なことは現実に食事
が始まる前に塩をなめて食欲
を刺激するということです！

塩の味を確かめてから、ソ
ダンヌ(100粒の米)と呼ばれ
る甘味をつけた米料理を皮切
りに食事を始めるのが幸先の
いい食事の始め方とされてい
ます。ギイ（すましバター)
を入れて料理されるこの香り
のいい料理はボリーの慣習で
あるクハーラーズ ミーハズ
を意味し、この料理では英国

料理のセイボリーのかわりに
甘味の料理を使います。これ
は絶えず舌味を調えなおすた
めのもので、こうしてコース
ごとにその香りが確実に味わ
えるようにするのです。

もっと手の込んだボリー 
ターズではソダンヌを取り
替えたりアイスクリームやス
フレで対応することもありま
す。このあとで初めのコース
の前菜が供されます- 大概は
クヒーマー・パティー・サモ
ーサーズと称するスモークマ
トン（香り付けしてスモーク
したミンチ肉を手で包みこん
だフィロペーストリー）で
す。私達は非常に真剣に食物
を摂ります；この真剣さはも
しあなた方が熟練したボリー
共同体の一員がサモサ（油を

時計回りで上部右から：マト
ン ラーン、数多いボーリ料
理のなかでも目立ったスター
料理；マライ クハッジャー
は少量のフレッシュミルク

クリームを詰めた本物の折り
パイ；真正に美味しいダバー 

ゴッシュト料理

ボーラ信仰の精神的
集団はエジプトとイエ
ーメンに起源を発する
ものです。紀元前1567
年頃にインド ボーラ 
コミュニティの使命は
こんにちにいたるまで
存続していて、その間
にイエーメンでこの信
仰の後継者間で分裂
が起こり、新たな宗派
であるボーラ – ダウ
ディ ボーラがインド
のグジャラットで台頭
しました。ダウディ ボ
ーラの聖職者たちの
拠点はその後ムンバ

イに移され、この地か
らシエドナ(我々の言
葉での高僧)が世界に
広がる彼の群団を管
理するにいたってい

ます。

永遠の
物語
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たっぷり使って揚げた三角形の
セイボリーで味付けの済んだ野
菜又は肉が詰められている）に
かぶりつく前に数滴のレモン汁
をサモサに絞り入れているのを
ご覧になれば理解なさるでしょ
う。彼がこうする理屈はレモン
の酸味が肉に加えられている燻
蒸措置を活性化させるからとい
うわけです。

クハーラーズのコースが終
わるとミーサズ（菓子)のコー
スになります。

菓子で舌の味見を調節しな
おして後、出てくるのはレッド 
マサラでこれはヤギの脚をスラ
イスして2日以上マリネしたも
のです。この料理はボリーの料
理では定番で、ゆっくりと辛抱
強く料理すべきであると信じら
れています。ラーンは真正の生
姜と大蒜ペーストのマリネ漬け
に、ダニア（コリアンダー）、
ジーラ（クミン）、ターメリッ
クそれにチリパウダーを一振り
加えたものです。食卓に供され
る直前に、又、数時間凝乳に漬
け、それから2，3時間ムトンが
口の中でとろけるほどの柔らか
さになるまで強火で煮込みま

す。この料理はサリ ウエファ
ー(ポテトの小片)を付け合わ
せ、コリアンダーで飾ります。 

最後に一皿か二皿の甘味料
理のあとで、ジャマンと呼ば
れるメイン コースが始まりま
す。この料理は通常は伝統的
なデュム ビリャニ(飯と肉の料
理)でポテトと一緒に調理され
ます。インドのような広大で多
様性のある国には数えきれない
ほどの料理法が存在し、それぞ
れがお互いにより目を引く料理
でより興味深い料理なのです。
しかし、そのような料理が提供
される伝統に基づく様式は文化
の醸し出す誠実さを如実に表し
ています。調和と友人、家族、
知人と一皿の料理を分かち合う
ことから生じる親しさの感情は
その象徴的な形とともに、ま
た、その中で、我々の間にあ
る多くの違いを祝福するもの
です.

左から時計回りに：クリスピーで素晴らしいキーマ サモサ；ボリウッドの俳優のリシ カプールがボーリ キッチン
（TBK）で食事を楽しんでいるところ

ムナフ カパディアはボーリ キッチンの
CEO（チーフ イーティング オフィサー：食
べる主席官）。ボーリ キッチンは家庭的な
食堂で14人の客が唾の出るような美味しい
六つのコース料理を楽しんでいるところ。

ムナフは料理の芸術への彼の愛を追求して4年半にわたっ
てのオンライン広告歴を持つ人です。

私は、ボーラ コミュ
ニティの文化的慣習
と私の母が料理する

美味なボーリ料理を、
我々の健康的な料理
と豊かな遺産につい
ての認識を教え創り
出す目的で世に問う
ためにボーリ キッチ
ン（TBK＝The Bohri 
Kitchen）を開きまし

た。これらの家庭料理
を作りそれを世に出す
ことで私達が目指すこ
とは量的な成果ではな
く質的な成功です。ボ
ーリ キッチンにテー
ブルを予約するなどと
いうのでなく、テーブ
ルを要求してほしいの

です！

世界にま
たがるひ
ろがり

インドのダウディ ボ
ーラ コミュニティは
小さな集団ながら北
米、欧州、そして南東
アジアにまたがって広
がった民族離散的広
がりを持つ5兆人から
なる信奉者を持つま
でに膨れ上がってい
ます。ボーラの中東と
インドのボーラ コミ
ュニティを含む南東ア
ジアへの下降ボーラ 

コミュニティの総計は
二百万に達すると見

込まれています。

ボーリ キ
ッチン



スナップショット

|  58  |

インドの一番美しく静謐な湖のいくつかはインドの北東の地境に位置しています。七つ
の州を横切っての旅程で観る静かで絵に描いたように美しい沼地の景観をお楽しみくだ
さい。そしてこの地の最大の美を誇る湖のいくつかとその周辺に居住する友好的な居住

民たちにお会わせしましょう。

7人姉妹の秘密
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アミアム湖
この絵画のように美しい水域
はこの地方ではバラパニとい
う名前でしられていますが、
これはこの州では最大の人

工湖です。この湖の土手の上
にはアミアム水上競技複合

施設が建っていてそこに行け
ばだれもがアドヴェンチュア
ーウオータースポーツを実体

験することができます。

旅行のヒント：この湖は州都
シロングからグワハティ-シロ
ング国営ハイウエイに乗って
約一時間（約17キロ）のドラ
イブで到達できるところにあ

ります。
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ツォムゴ湖
この湖は別名チャング湖としても
知られていて東シッキムにある稀
な氷河湖です。この湖はこの地方
に住む人々に神聖な湖として崇拝
を受けていますが、冬季には凍結
し、春になると周囲に咲く花々に
いろどられて生き返ります。 

旅行のヒント：州都のガングトクは
この湖から38キロ(90分のドライ
ブ)の場所にあります。
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アミアム湖はこの地方ではバラパニという名で知ら
れていますが、メガラヤで最大の人工湖です。

サンゲスタール ツッソ
この湖の旧名はションガ-ツアー湖と言われていていまは
マデュリ湖と改名されていますがアルナチャル プラデシュ
のタワング地区に存在する一番有名な水域の一つで
す。1950年に起きた地震のあと鉄砲水が作り上げた水域
でこの湖を包み込んでいる息をのむほどの美観の峡谷と
雪を被った山脈が特に有名です。

旅行のヒント：タワングは州都イタナガールから日帰り旅行
(約448キロ)ができます。
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ダウキ
メガラヤにある町であるダウキはウムゴット川
の水域に沿った場所にあり、この川は通称ダウ
キ川とも呼ばれています。湖ではありませんが、
この川はその心底美しい眺めとそこを流れる水
晶のように透き通ったエメラルド-グリーンの水
で特筆に値する場所です。 

旅行のヒント：ダウキは州都シロングから2時間
半のドライブ(約83キロ)の距離にあります。
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ロクタク湖 
この湖はマニプールのモイラングの
近くにあり、世界で唯一の水上の公
園であるケイブル ラムジャオ国立公
園の一部をなしています。

旅行のヒント：州都インファールから
この湖までは2時間のドライブ(約52
キロ)です。



スナップショット
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グルドングマール
湖
シッキムの17,800フィートの高地にある
湖で世界一の高所にある湖です。チベ
ット仏教設立者と信じられているパド
マ-サンバヴァ教祖に命名された湖でこ
の地域民と旅行者たちにも同様に崇
拝されています。

旅行のヒント：州都ガンゴークから8時
間のドライブ(約187キロ)。
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チャンデュー
ビ湖
アッサムに位置するこの壮大な
湖はこの領域にあるガロ丘陵
地帯から生み出された湖である
と記録されています。言い伝え
によるとこの地域を襲った地震
の後できた湖であり、このチャ
ンデュービ湖の湖岸は静かな
村 が々あり、数多い種類の先住
動物が住む緑豊かな森もあり
ます。

旅行のヒント：この場所は州都
のグワハティから約64キロ(2時
間のドライブ)にあります。

The dahi handi, observed in Maharashtra around Janmashtmi is a 
traditional Hindu festival that celebrates the birth of Lord Krishna



スナップショット
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ソンビール湖
アッサムのカリンガンジ地域にあ
るソンビール(又はション ビー
ル)はこの州における最大の湿地
帯の一つです。この湖のとりたて
て珍しい特徴は冬季の月々 の
間、湖の水が引いていくつかの小
さい湖に変わり米を栽培する農
地にも変わるということです。 

旅行のヒント：州都ディスプール
はここから約326キロです。(湖か
ら出発して約9時間のドライブで
す。)
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ルドラッサガール湖
この湖は別名トィジリクマとしても知られてい
ますが、トリプラに位置し、保全と持続可能な
使用との意味合いにおいて国家的重要性を
持つ地域の一つと規定されてきています。こ
の場所の興味深い特徴をなすものはネエル
マハールでこれはこの湖の北側の土手に建造
されていてトリプラ王族の避暑別荘として建
てられたものです

旅行のヒント：この湖はメラガールにあり、こ
こはトリプラの首都のアガールタラから53キロ
に位置しています。（湖までの所要時間は一
時間と少しです。

北東部分はこの地の音楽、伝統、そして文化で広く知られて
います。－この地域の持つ静謐ないくつもの湖は実に王冠に

散りばめられた宝石のようにみえます。



旅行
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オーロヴィルの環境
に優しい居住用の小
屋は地場から採集さ
れた自然素材だけで
建てられています。

れたユートピア
緑に包ま

南インドの世界的な地域であるオーロヴィルに住む住民達は地球環境を保全
しつつ持続可能な生活をいままで何年にもわたって続けてきました。このよ
うな生活の仕方は恐らく現況の地球全域に及ぶ温暖化危機の解決方法なのか

もしれません。

サウラブ ナラングによる手記
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住民達は自給自足で自分たち
の食べる食物を育てていま
す。彼らが必要とするエネル
ギーはソーラエネルギーで賄
われています。残余物はリサ
イクルされます。彼らは周囲
の環境とこの50ケ国以上から
集まった広範囲な共同生活体
に住むお互いの間の完全な調
和を保って生活しています。
観光客にとってもオーロヴィ
ル、別名夜明けの都市、は究
極のユートピアの地のように
見え、このプデュチェリーの
ユニオンテリトリーとタミー
ルナデュ州の間にある一度放
置された地帯に命を甦えらせ
たのです。自由の闘士で哲学
者でもあるスリ オロビンド
と彼の母によって構想された
この地で暮らすことの教旨は
心と体と自然の結合からくる
内部意識という概念に集約さ
れています。その結果極めて
明確な共同体全体の持続可能

な緑の生活へ向かっての社会
意識が存在しています。

オーロヴィルには二つの
タイプの住民が生活していま
す：永住型と短期滞在型で
す。ここにツアーで日帰りで
案内されてくる人もいればこ
の町での日常生活に参加し
ながら数ある集団の住まいの
一つに滞在することも選べま
す。私はそのような共同生活

左：グリーンパパ
イヤの収穫を手伝
う居住民の一人

下部：収穫作業の
あいだ全ボランテ
ィアー達が一丸と
なって台所で調理
するための新鮮野
菜を採集している
ところ



旅行
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場所のソリチュード農園という
ところにボランティア労働者と
して32日間滞在しました。

ソリチュード農園
ソリチュード農園に到着してか
ら数時間の間に私は質問の一斉
射撃を受けました。‶君の食い
物はどこからきてるの？誰が君
の食物を育てたの？そしてその
植物を育てるのに農薬は使われ
たの？君の食い物がどのように
して輸送されてきてどのように
貯蔵されてるか知ってる？″
　これらの質問はランギと呼ば
れるインドの衣服を着て頭に布
を結び付けたインドのヒンター
ランドの農夫に随分よく似た服
装の紳士からのものでした。

彼は英国人からオーロヴィ
ル人になったクリシュナ マッ

ッケンジーで、オーロヴィルで
の有機栽培プログラムの一つで
あるソリチュード農園の設立者
です。マッケンジーは私に彼が
19歳の時に学校で受けた授業に
触発されてシンプルライフを過
ごすべく英国を離れてこの地に
来たとのことで彼が英国で学ん
だブロックウッドパークの学校
はインドの哲学者で教師でもあ
ったJ.クリシュナマーティが創
立した学校であったと語りまし
た。“自分は日本人の禅の指導
者で、自然栽培の支持者として
名高いマサノブ フクオカに大
きな影響を受けたのです。フク
オカは自然に任せた農耕法を信
じていて、この農耕法によると
自然はそのままで完全なもので
あるから自然を人間がいじって
改善する余地はないのだと言っ

左から右：一人のボラ
ンティアーがキッチン
用員を助けてピーナッ
ツをきれいにしている
ところ； 子供の集団が
ソリチュード農園の仕
事場で自然石鹸の製造
をしているところ

生活の手段以
上のもの

食品の輸送距離
我々が食する食物がそ
れが生産された場所か

らどれだけの距離をへて
輸送された末に我々の
手元にとどくものなのか
をよく考えてみる必要が
あります。食品は配送時
間が長いほど配送中、ま
たは運輸倉庫に留め置
き中に汚染、劣化の起こ
る率は高くなり、また、資
源の消費が促進される（
トラック輸送での食品移
動、其の他）等々の事態

になるのです

生態学的価値
ある種の植物は非常に
高い環境価値を持つも
のがあります-それらの
植物は生育時に有害な
肥料や化学物質を必要
としなくても生育します
し、そのような植物は他
の植物にも害を与えるこ
ともなく、その上大して手
入れも必要とせずに育

つのです。
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ていました”とマッケンジーは
語りました。

オーロヴィルに25年間住んだ
後でマッケンジー（彼はクリシ
ュナと呼んでもらいたがってい
たが）は今日では６エーカーの
広さを持つソリチュード農園の
設立者です。タミール語を流ち
ょうに話し、彼のタミール人の
妻と二人の子供のこと、また、
彼らがどのようにこの農園で持
続可能農園のコンセプトを身に
つけたかを私に話してくれまし
た。

就労生活
ボランティアの仕事は毎朝８時
頃から始まり１２時ごろまで継
続します。私はボランティアと
して一日おきに４時間ずつ労働
しました。ボランティアー達は
農場の中で、または付属のカフ
ェか屋内作業を各ボランティア
ーの持っている技術と興味にあ

った場所を選んで働きました。
週末は休みでした！ボランティ
アー達は種の撒きかた、雑草取
り、植物への水やり、そして野
菜を食料として刈り入れ作業を
学び、実行しました。ボランテ
ィアー活動にはその他に堆肥の
作り方や農場で育てられた農作
物の包装を市場に出すためにす
るのを助けたりする作業も含ま
れていました。室内で管理事
務の仕事をすることも申し出る

上段：マトリマンディ
ールとはオーロヴィル
の付近にある最も知ら
れた象徴的陸標です

上部：クリシュナは英
国からオーロヴィルに
移住した人物で６エー
カーのソリチュード農
園の設立者です。



ソーラー技術は
オーロヴィルでは
広く使われている
技術でその一番大
きくて目立つ例が
ソーラーキッチン
で、このキッチン
では毎日約1,000
食の食事が料理さ
れています。このキ
ッチンでは何百も
の鏡を使って太陽
光線を熱受け器に
集中させてそれを
火力として使用し
ているのです。

ソーラー
技術

旅行

|  72  |

居住民が早朝の借り入れ後の食卓を用意しているところ

事ができました。私自身は外で
農園仕事をすることを選びまし
た。

手造り石鹸に挑戦する
そのような生活をしているうち
に、とある日にマッケンジーは
私達ボランティアーを彼が石鹸
つくりに使っている場所に連れ
て行き、この農場で使用する多
目的用の有機液体石鹸の作り方
を講釈してくれました。“レモ
ンピールを３、ジャガリー（椰
子の樹木から取った無精製の砂

糖）を３、水を10の割合
で一日に一度攪拌して、
その間　蓋を閉めた容器
に貯蔵する。この状態で2
週間 発酵させる。その後 
、別に出来上がっている

石鹸水を10の割合で混ぜる。こ
うすると容器の中の液体は石鹸
化して 皿洗い、衣服の洗濯、そ
れに風呂に入る時の石鹸として
も使えるようになる”と彼はそ
の石鹸製造工程を実演しながら
教えてくれました。
一日の仕事を終えると私はオー
ロヴィル周辺を探索し、この地
の住民達に会ってみたり、彼ら
を写真に収めたりしていまし
た。このようなことをしてい
た、とある日に私は サウンドヒ
ーリング（倍音という高周波の

我らのこの惑星を気候の変動から守る
一番簡単な方法は地場で収穫された食
べ物を食べ、工業化された農耕法から
来る破滅を防ぐことです。
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音を聞く癒し療法）の集まりに
参加するように誘われました。

心身を落ち着ける 
オーロヴィルに到着するまえま
では私は心配性の人間でした。
だけれどもここに着いて二日も
たつと別の生活様式に慣れてし
まっていました。住民達の手伝
いをして植林したり、サドナの
森と言われる近くにある小さな
森にドライブしたり、住民達が
毎日のあれこれの雑事をこなし
ているところを撮影したりして
オーロヴィルでの私の過ごした
時間は私の人生のなかでも一番
の豊かな時間を味わった経験と
なりました。

不思議なことにいまでも私は
オーロヴィルで身につけた環境
に優しい生き方という教旨を遵

時計回りで最上段左か
ら：土地の女性が雑穀
を刈り入れているとこ
ろ。この雑穀は新鮮な
パンを焼く材料として
使われます；古ぼけた
水車、これは現在では
灌漑用の水の汲みだし
に使われています；国
際ハウス、ここにオー
ロヴィルを訪れるボラ
ンティアー達とインタ
ーン達が集います。オ
ーロヴィルを取り囲む
緑豊かなトウモロコシ
畑は持続可能で有機栽
培農耕技術のまた一つ
の実例です。

奉して生活しています。毎日過
ごしている都会生活で私は自
分自身がかかわっている炭素排
出量を規則的にチェックしてい
ます；公共交通機関を使用する
ことからプラスチック製品の使
用を控える事や洗濯は手洗いす
ることに至るまで私はできるだ
け機械的自動的な装置に頼る度
合いを低くすることに多大に意
識を集中するようになっていま
す。おそらくこのインドの辺境
の地に地球という惑星全体の抱
える問題を解くカギがあるのや
もしれません。

サウラブは受賞経験豊かな写真撮影家であり、独
創的なコンサルタントでもあります。長い年月の
間、彼はフォーチューン500に名を連ねる企業、フ
ィルム製造会社、並びに世界の各地に散らばる著
名なNGOと連携して仕事を続けてきました。彼の仕
事の成果は世界中で出版、展示されてきています。



デリーを起点に活動している
デザイナーのニキ マハジャ
ンによるファションショウで
特別にデザインされたブロッ
ク プリントのドレスをもて
あそんでいるモデルたち

ファッション
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インドのデザイナーたちはラジャスターンの村々に伝わ
る文化遺産の保全を助けるために古代工芸のブロックプ
リントに革新的なデザインを用いる手法を使ってこの芸

術にあらたな命をあたえました。

プリヤ クマリ ラナによる情報

ブロッ
クの芸術

 バグルはジャイプールから30
キロに位置する典型的なイン
ドの小さな町でそこでは簡素
な家々が立ち並んだ曲がりく
ねった小道がたくさんあり、
それ等の家の扉はいつも開け
放されていて隣人同士が家族
のように暮らしています。そ
んなことよりもバグルで人の
目を引くのはこの町の家々と
道を飾っている鮮やかな色と
プリントの布切れでこのよう
な布切れは屋根の天辺や壁に
掛けられて天日で乾かされて
いるのです。これがバグルプ



左：職人が注意深く
複雑なデザインをバ
グルにあるチッパ地
域社会の中央に位置
するチッパ モウラ周
辺の数多い自宅ベー
スの工房でサリーの
上にプリントしてい
るところ

バグルから出ているプリントはGI（地理的
表示）タグを授与しています。このタグの
意味はそのプリントの与えられた品質と特
徴はその地理的起源に本質的に帰属せしめ
られるべきであると認められたということ
です。
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リントの中核地の風景で、こ
こは手ブロックプリント風習
ではインド一の有名な場所の
一つです。ここの工房はチッ
パ集落の家庭人達で営なまれ
ていて、染料につけられた手
彫りの木製ブロックで綿布や
時々は絹布に模様を押し染め
る作業を続けています。これ
は300年の歴史をもつ古い藝術
手腕で先祖伝来の技術です。
非常によく似たアートがバグ
ルから30キロ離れた
別の小さな町、サン
ガネールでも行われ
ています。 

“激烈な暑さの夏
期の月々の間、柔ら
かい綿布にこれらの
自然素材染料で染め
た複雑な模様のプリ

ントは デリーのラジャスタ－
ンとムガールスの王族に好ま
れています”とデリーで活躍
中のファッションデザイナー
のニキ マージャンはコメン
トしています。彼女はこのア
ートを専一に働いているので
す。しかし彼女はこのアート
は手間がかかって時間もかか
るのでプリントする職人はも
っと大きな布帛に一度にプリ
ントしてコンピューターをつ



興味深いことはその地域の水質でさえも最終的なプリントの出来上
がりに相当な影響を与えるという事実です。サンガネールの水は色
彩により暗い色調を齎し、一方バグルで使われる水は赤みがかった

色合いになります。

複雑なブロック プリント 
パターンでデザインされ
た生き生きした色彩の袖
なしシャツをモデルが着
てみせているところ

ファッション
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かったデジタルプリントに移
行し始めました、と彼女は残
念がっています。

こんにち、この伝統は色
彩、染料、そして技術を使っ
ての独創的なファッションラ
インと家庭の装飾用品を創作
するデザイナーのお気に入り
になっています。

マージャン、この人はイン
ドの主要都市、そしてアメリ
カでも店舗販売でこのプリン
トを小売りしていますが、26
年もの間ブロックプリントの
婦人衣服と紳士衣服を製作し
てきています。〝この技術を
使ってプリントする職人は水
が四角い靴箱に半分ほど水を
いれて伸ばした皮革の上に何
枚か生地を重ねて厚いパッド
にしてその上に彼は泥と亜鉛
と染料をペースト状にして模
様を描くのですよ“とマージ
ャンは言っています。 

“泥を使ってプリントし
ます、そしてプリントしたあ
と、布を引き伸ばしてそれか
ら洗って染料と泥を落とすの
です。色は’置き換えられ’
ます – 即ちそれが黒い布であ



最上部から下部にかけ
て：ファッションラベ
ル アシャ ガウタムの
ニューデリー店で展示
されているサリーで複
数のデザインを混合し
たテクニックに焦点を
当てて製作されていま
す；ジャイプールでは
職人が複雑なデザイン
を 彫り込んでいます；
ハンド ブロック プリ
ントをするときに注意
深く組み合わされた柄
の反復に屡々用いられ
る多様なパターンのい
くつかの見本。

Some common motifs 
used in Sanganer block 
printing are dainty roses, 
lotuses, sunflowers, lilies, 
marigolds, rosettes and 
lotus buds. Bagru motifs 
are generally geometric 
and done on a blue or 
indigo background. This 
region is popular for two 
kinds of prints: dabru 
prints and seyali-bagru 
prints. The seyali-bagru 
printed fabrics are known 
for their characteristic 
black-and-ochre-yellow 
combinations. Dabru 
prints, on the other hand, 
are created using a special 
resist technique (hiding 
the print from dye).

Sanganer 
sensibilities  
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ればそしてその上に赤と泥と
亜鉛でプリントすればその混
合染料は布地を通り抜けて赤
色だけが残るのです”とは彼
女の説明です。マージャンの
言によると防泥性能を創り出
す彼女のレシピは職務秘密だ
そうです。”私達は私たちの
使用する原料は秘密にしてい
ます”と彼女は言います。”
それに、温度も色を変えま
す。夏の40度の暑さの時には
冬の6℃の時にプリントされ
た色とはちがってみえます“
と。地元民の話によるとサン
ガナーは新鮮な水が常時ある
のでその水を大量にプリント
する時にも洗浄時にも使用し
ていましたとのことです。そ
れにひきかえバグルでは水不
足に直面しての仕事となり、
そのためプリント職人たちは
レジスト染料の技術を選んだ
わけです。これらすべての自
然に起因した要素が彼らの作
る衣服のそれぞれに違いを与
えることになっているので
す。

同様のプリントをするうえ
でのプライドはデザイナーブ
ランドのアシャ ガウタムのコ
レクションにも反映されてい
ます。このデザイナーのニュ
ーデリーにある店舗は唯一無
二と謳うサリーやレヘンガや
アナーカリーであふれていま
す。母と息子のコラボレーシ



左から時計回りで：地
方の職人がジャイプー
ルの近くで鮮やかなデ
ザインを注意深くハン
ドプリントしていると
ころ；ここに見られる
デザインはラジャスタ
ンに生息する虎にヒン
トを得たデザインで
す；外国からの観光客
がバグルのスタジオに
あるハンドブロックプ
リント工房で試作して
いるところ；泥と混ぜ
合わせた防染は数多く
の伝統的手法の一つで
あり、その象徴的なプ
リントにそれ等の美し
い‘場所を間違った’
色彩を加えています

ファッション
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トを他の芸術と溶け合わせて
それを布地の上で試してみた
ことですね。例えば、サリー
に関していえば我々はブロッ
ク プリントをアンドラ プラ
ディッシュから来たブロック 
プリントと一緒にシルクジョ
ーゼットの生地の上に合わせ
置いてみたのです”との説明
を彼はしています。 

ジャイプールではこれらの
ブロック プリントした布地
の販売のおりには、ファッシ
ョン雑誌社のア ロイヤル ト
リビュートまでがこの流行り
に乗り、この遺産の保全に役
立とうとします。州のシカー
ル地域にあるアジメールとダ
ンタの近くのバリアのかつて
の王族から出た二人のデザイ

ョンであるアーシャ グプタと
ガウタム グプタの二人組と名
付けられたブランドは25人以
上のブロックプリンターをラ
ジャスタンから雇い入れて作
り上げられたものです。“我
々はまた、専属の刺繍家の大
きなチームも抱えています。
これらの職人たちが我々のコ
レクションでの最もユニーク
なデザインを創り出すかたは
ら、我々のデザインインプッ
トもまた彼らの技術を発達さ
せるのに役立つという二重の
効果を生み出しているので
す”というのがガウタムの説
明です。

“我々が一番最近のコレク
ションで成し遂げたことは、
サンガネリ ブロック プリン
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ナーたちが最近ヴァドダラで
開催されたロイヤル ファブル
ス 展示会で彼らのコレクショ
ンを展示しました。バリアの
ジャイキルティ シングはニ
ュー デリー、並びにジャイ
プール、ムンバイ それにイ
ンドレの店舗で小売りしてい
て過去20年にわたって彼女の
ジャイプールの社内ユニット
で35人の職人を雇ってブロッ
ク プリントを施した衣服を
ファッション化してきていま
す。“私の母国のこのユニー
クな手技を守りたいと思って
います。私は又、若い男の子
たちを訓練して彼らの利益を
守る事と同時にこの手技をず
っと生きのこらせたいと思っ

ています”、とはシングの言
葉です。

ダンタのリチャ ラジャ ラ
クシュミは彼女の仕事を伝統
と結び付けたいと努力してい
ると言います。“元来、ブロ
ック プリンティングは白地
の生地の上に施されていたも
のですから、私の作品もまた
全部白地なのです。私は生地
を染めるようなことはしませ
ん。-　私はブロックに色を加
えるだけです”とラジャ ラク
シュミは言っています。

最上段：バグル村
でスチーム処理の
あと大きなブロッ
クプリントの布地
が乾燥のために広
げられていると

ころ

プリヤ ラナは一流のファッショ
ンの執筆家でインドでの主要な出
版物を扱う支配的な地位にある人
です。現在ラナはザ マン マガジ
ンの寄稿編集者です。



バングラの元気いっぱいのビーツにはじまってケララのソパナ サンギータムの
落ち着いたサウンドにいたるまで、音楽はインドの民衆遺産のなかで意義深い
役割を演じてきました。音楽監督のスネア カンワルカールはどのようにこの豊

かな歴史が現代の音符を形作ったかについての彼女の見解を説明します。

音楽
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新たな
10年のための音楽

クハータールと呼ばれる打楽器の出す
鋭いビートとあいまったドラックと呼
ばれる両頭のハンドドラムのリズミカ
ルなビートはラージャスターン州の
地方共同体の奏でる煌めくように素

晴らしい音楽の感性を明確に表現する
ものです
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地方の電車のポッポという音、
交通のクラクションの音、人々
が咳をしたりくしゃみをする
音、或いは携帯電話に応答する
声の音をも含めて…メロディは
絶え間なく私たちの周囲でおき
ています。インドでは音楽はつ
ねに我々の周囲にある音、それ
が自然が創り出す音なのか人間
によって起こされている音なの
かにかかわらず、に触発されて
きているのです。我々の民衆伝
統音楽から古典ラーガにいたる
まで、そして我らの田園音楽家
たちからの我らの持つ遺産の一
部である音楽知識にいたるまで 
-　インド音楽は伝統的に生活の
音をなぞってきています。

こんにち、インドの音楽は
他のものと同様、変遷している
ので、過去と現在の兼ね合いを
保つ意味でインド土着の旋律を
もっと掘り下げて考えることの
重要度が増しています。私が成
長期にあった頃の年月を通じて

朝はタンプラ（インドの撥弦楽
器）の音で目覚めたものです。
長年にわたって音楽を練習して
学んでいくにつれ、私達のまわ
りに存在するすべての品々がそ
れぞれ固有の音を持っていて、
肝心なことはぴたりとくるメロ
ディの繋がりを見つけることだ
とわかったのです。   

始まり方が肝心
このような環境のなかでの音楽
を見つけるという考えは、私が
作曲をはじめたときの努力の意
味を明確にしてくれました；私
は私の聴覚のすべてを自分の作
曲のなかにつぎ込むことを望ん
だのです。一つずつの音が曲の
別の部分、別の感情を表現した
ので、私は私の音楽制作過程を
民主的そのものにしようとして
るのかなと思っているほどです
よ！映画のギャングス オブ ワ
ーセプル第二部で歌われる私の
作曲した“カーラ リ”は炭鉱産

佛教の僧侶たちが伝統
的なドラムとトランペ
ットを使ってレーに位
置するラメーアールー
僧院で行われるグスタ
ー修道院祭で礼拝音楽
を奏でているところ



チャッテスバール
のバスタールから
のマリア種族の人
々が伝統的なダン
スを披露している
ところ

•	 Magnetic Fields 
Festival, Alsisar, 
Rajasthan 

•	 Ragasthan, Jaisalmer, 
Rajasthan

•	  Ziro Festival of Music, 
Ziro, Arunachal 
Pradesh 

•	 NH7 Weekender, 
Meghalaya 

•	 Serendipity Arts 
Festival, Goa

A different 
understanding

events that Promote 
alternative music with 
folk traditions
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ック”と名付けられている音楽
はインドの最古の民族伝統のい
くつかに屡々みうけられてきた
ものです。たとえて言えば、イ
ンドのドラムは音楽に安定した
先導ビートとなまの自然感を加
える働きをしますが、それは最
も近代的なレコード会社が取り
入れ始めた手法です。例を挙げ
て言うと、ラジャスタンから出
たマンガニヤール集落の人々は
民間継承によると砂漠状態の地
帯に雨の到来を速めるために屡
々招集されたとのことです。彼
らの音楽はドールと呼ばれる二
面からなるドラムとカールター
ル（これは二個の木製ブロック
でこれを使ってアーティスト達
が高い打音を生み出すもの）を
用いて雷音に似た音を起こし、
これで雨神をなだめて降雨を呼
んだのです。 

今一つのこれに似た例は西

業の話なのですが、つるはしで
石炭を掘っている音ではじまっ
ているのです。

金属の鎖が密林のようにぶ
ら下がっている工場の音を捉
えたことがありましたよ！イン
ド人の音楽攻略は日常音と思考
を呼び覚ます音符を以って行わ
れるのです。こんにちでは数人
のインドの若い音楽家たちがこ
の考えの再発見の途上にありま
す。このインド音楽の新たな松
明掲げ役の若者たちは全く新し
い方角に進もうと決意している
だけではなく、この彼らのいく
方角がこの国全体に散らばる慣
習というアイディアで動かされ
ている方角であると定義してい
るのです。

境界線に挑戦する
綿密に比較してみると、こんに
ち“オルタナティブ ミュージ



バティヤリと呼ば
れるインド東部の
伝統音楽隊がその
地域の伝統行事の
川祭に集まってい

るところ

数人のアーティストたちはインドの民族慣習のより細やかなニ
ュアンスを伝播して、そうしてその慣習との関連性を保ち続け

るために努力しています。
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切って流れる普通より高い音を
持ちます。それと比較して、平
原の森林地帯に住む集落ではよ
り低いピッチと抑えた音調で歌
われます。これが私が自分の音
楽の中に取り入れたいと試みて
いる点です。

 
これから先の道 
インドの民族音楽の旋律を近代
世界の音に当てはめるための第
一歩はこれら民族音楽の発祥の
地でありいま今日でも奏でられ
ているメロディのある自然環境
に足を踏み込むことです。 

他の媒質を 実地踏査して今
までに聴いたことの無い音の
協調をつくりだすために私は
足を踏み出して我が国の殆ど

ベンガルからでたバティアリで
す。バティアリは船頭の歌とし
ても知られていますが、大概の
場合はソロで歌われ楽器を伴う
ことは殆どありません。専門家
の言ではそこからこの民族音楽
が生まれたこの地域の河川の自
然がこの音楽のリズムを形作っ
たということです。流れゆく川
のようにバティアリは軽快な調
べを持っていて；水が引くよう
な満ち引きのリズムを表す音符
でできています。

民族音楽はまた自然と音の
まじりあいと定義されていて人
間が彼らの住む周囲の環境に発
する応答であるとも定義されて
います。例えば、いくつもの丘
を謳った音楽は山々や渓谷を横



ラカニを招聘しました。私の最近の音
実験の一つは2019年のセレンディピテ
ィ アート フェスティヴァルで“変化
という風”と呼んだ音響装置を創り出
したことです。観客が対象物に息を吹
きかけるとその対象物は息吹を集めて
回り、音と響きを出したのです。観客
たちはこの装置にのめり込んで息を強
く吹いたりそっと吹いたり自分たちの
気分通りにして、自在にシグナルを送
ることができたのです！ 

こんにち、大概のオルタナティヴ
ロックミュージシャンたちは彼らの音
楽を聴く人々と芸能人たちなどのため
に、より一層平等主義的なチャンスを
創り出すことに専念していて、過去に
存在した感動を探し求めています。私
は主軸音楽産業が、不断の実験を許
す、主流から外れた音楽形式に移行す
ることを望んでいるのです。

秘伝と言えるほどで多様性に溢れ
た音楽の捧げものをわが身で味わ
ってみようと決断しました。私が
本流の映画に乗せて民族音楽を世
に出そうとすれば、その文化、生
活様式、良く思慮された過程、食
習慣、政治、歴史の全体とそれら
が支える全ての事を音楽という手
段を通して世に問う必要がありま
す。ウオッセイプールのギャング
達（邦題：血の抗争)という表題の
映画で歌われる“おう、ウオマニ
ヤ”という歌で私が成し遂げたこ
とは上記のような経緯で生まれた
成果です。

歌に素朴で生の感触を与えるべ
く私はビハルの主婦たちを選んで
その地ビハルでこの映画を開演し
て
います。同様な方法で、“ジュグ
ニ”という名をつけた歌は　‘ね
え、ラッキー　ラッキー、ねえ’
という表題の映画の中での歌です
が、その舞台になった地方の方言
を使用するためにパンジャブから
有名なミュージシャンのデス ラジ 

カシミールのス
リナガールで女
の子が鍵盤楽器
のハーモニウム
の弾き方を習っ
ています

音楽
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ヴィナヤク スルヤ スワミはデリー駐在のジャーナリ
ストです。彼は機械工学の学士号をもっていて、イ
ンド海軍で見習造船技師として働いた経験の持ち主
です。10代のころにはアルバイトで記事を書いてい
たこともありましたが、その後ジャーナリスト志望
に転じて、以来、執筆と旅行にのめり込んでいます。
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マハトマ ガンジーの教えを読む
と、いくつかの挑戦に出会う路線
図が用意されていることに気付く
ことになります。ガンジーは政治
というものは真実に基づく原則と
実践を通して人類に奉仕する道を
探す天から与えられた職務である
と考えていました。現代において
は暴力が我々の存続を脅かす全て
の危難の内で最悪のもののように
見えます。地球の全ての場所にお
いて各政府と国際機関は暴力、宗
教に基づく過激思想、広範囲にわ
たる無政府状態とテロに対抗する
ための戦略を立てるのに大わらわ
です。

そして、真実が虐げられた人々
を救い、奪われた人々を力付け、
万人の正義を保証する事を社会や
政府が公布する全ての政策にある
中心思想の指針とするためには暴
力をこれらの計画のどこにも関与
させるべきでありません。ガンジ
ーに言わせるとは真実と暴力は基
本的に互いに正反対の関係にある
ということです。ですから暴力に
訴えることはたとえそれが一瞬の
暴力であっても不誠実を行ったこ
とになるのです。このことは代

マハトマ ガンジーの生誕150年の祝賀に際して、ガンジー主義は時の試練に耐えたと
いってもいいでしょう。この年月の間、マンデラ ネルソンにしても、あるいはマー
ティン ルーサー キングやガンジー二世にしても彼らは常に彼らがそれぞれ抱えてい
た問題に勇気をもって取り組んで来たと理解できるひな形の役割を果たしました。今
日はどのようにマハトマの持つ価値が近代においても妥当で適切な価値を持ち続けて

いるのかという理由を分析します。

ゴ－タム チョウベイによる

古典からの教訓



伝説
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1869
モハンダス（カラムチャンド）ガンジー或
いはMKGはボルバンダールに住むプトリバイ
とカラムチャンド ガンジーの息子として生
まれました。彼は英国で法律学を学ぶ準備
をしていた1882年に13歳のカスチュールバ

イと結婚しました。 

1914-1919
ガンジーは1914年にインドに帰国しました
がインド政治界の外縁に止まっていまし

た。MKGが彼の非暴力抵抗運動を立ち上げた
のは1919年になってからで権力者が裁判抜
きで扇動罪の疑いをきせられた者を問答無
用で投獄する権限を許すローラット法を可
決した時でした。しかし、ジャリヤーンワ
ーラー バーグ殺戮事件と戒厳令の制定が彼

を押しとどめました。

1920-1947
それから二年、MKGはインド政治界での巨
頭となっていました。独立の後でさえ彼
は彼が1948年1月30日に暗殺されるまえの
1947年に起きたカルカッタの対立する住
民間の暴力と1948年のデリーでの同様の

事件を制止しました。

1893-1914
南アフリカ滞在中にガンジーはたちま
ち人種差別問題にさらされることとな
り、それが起こったのはそこでで、彼
の人種のために彼は鉄道の一等客室か
らさりげなく放り出されたのでした。
そしてその時MKGの社会正義を問う闘
争が開始されたのでした。又彼は南ア
フリカにいた間に複数回にわたってこ
の国の圧政体制に反抗したため投獄の
憂き目にあうことになったのです。

1888
法律の勉学のために英国の法曹院、則ち法学院に入
学したのち、彼は1891年に初めて弁護士の称号を得
ました。彼の英国滞在中にはMKGは西欧社会の気風
に適応するのに苦労した期間がありましたが彼の信

念の菜食主義を守り通しました。

1893
MKGは往時のボンベイで法廷弁護士
となることを目標に勉学にいそし
みました。その後彼は民事訴訟業
務を助けるための南アフリカのナ
タルへの移動という要請を即断で

承諾しました。

弾圧、忍耐、厳重な拘禁刑というよう
な苦難の道を経てきた一人の男性の人
生を顧みるとき、そのような経験がど
うして何百万人の民衆に権利を持たせ
ることにつながる事ができたのかは想
像しがたいことです。正義と平等とい
う信念を持つ一人の平凡な男性、これ
はモハンと呼ばれた名前の男でこんに
ちマハトマとして我々が認知している
男性の経てきた旅だったのです。

わが人生はわがメッセージなり。
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最下部(時計回りに左か
ら):公正で立派な政治家
で活動家であったモハン
ダス カランチャンド ガ
ンジーが列車の客室で寄
付金を受け取っている
ところ

インド首相のナレンド
ラ モディが統率問題サ
ミットで演説していると
ころ。このサミットはガ
ンジーの150回目の生誕
記念日として開かれたも
のです。

首相のモディ(C)が世界の
指導者たちとともに50キ
ロワットのガンジー ソー
ラー 公園の落成式を遠隔
操作で行っているところ

わりに人類救済という、より大
きな目的への視野を失うという
ことを意味することになるので
す。

ガンジーは理想主義を掲げ
た十字軍戦士でした。彼は目標
に到達する手段を選ぶようなこ
とをするいかなる理由をも認め
ませんでした；彼は高貴な目的
は高貴な手段によってのみ得る
事ができると信じていました。
同時に我々が理解するべきこと
はガンジーの真実と非暴力への
信念は一塊の抽象的な観念に哲
学的に身を投じるというような
こと以上のことであったという
事実です。彼はラジコットの藩
王国から出た管理者特権のある
家族の出身でした。ですからこ
の関係で彼は若いうちから国政
手腕の必要性を熟知していまし
た。彼の輝かしい政治人生の中
で一度と言えども彼はこの国の
市民たちが幸福であるというこ
との重要性を軽くみたことはあ
りませんでした。

彼の生きた時代の激しい政治

的衝突事態という問題を背景に
して、ガンジーはガンジーに反
対する者は間違っていると同時
に長くは続かないような安全感
を創り出すのが関の山であると
論じました。一方、批判者の言
い分を聞き、彼らが反対する理
由を学ぶことは持続する休戦に
繋がるとも論じたのです。

持続可能なエコロジーとインド
の持つ見通し
疑いもなく、環境破壊の危機は
我々の年代が直面しているすべ
ての問題の中でももっとも重大
な問題の一つです。現在の危機
は自然の乱開発の結果であると
いうことは常識化した知識で
す。乱開発は商業哲学の考えか
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記憶をたどって
世界にまたがる真実と非暴力のチャンピオンとしてのマハトマ ガンジーの生涯を記念してインド国外でも300種類に近い切手が発売
されました。1961年1月26日にアメリカ合衆国はインドを除いて初めてのガンジーの記念切手発売国となりました。インド国内での

ガンジーの切手の最初の発売は1948年の独立記念日の折に行われました。

if we could change ourselves, the tendencies in the world 
would also change. as a man changes his own nature, so does 
the attitude of the world change towards him. we need not 
wait to see what others do.

live as if you were to die 
tomorrow. learn as if 
you were to live forever. 
it’s the quality of your 
life that matters not the 
sPeed with which you live.

if i have the belief 
that i can do it, i 
shall surely acquire 
the caPacity to do it 
even if i may not have 
it at the beginning.

Words of the Mahatma
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動物、植物、川、山、土、其の
他 - に対する感情移入がある
事がわかります。このような姿
勢は木を切ることを友達を裏切
ることと比較されることになる
ような文化に繋がります。自然
が広義の意味での家族の親しい
メンバーとして作られていると
いう信念体系は搾取的でなく回
復ができ、再生ができるとする
消費の倫理を誘起する信念体系
です。ガンジーにとってはプラ
クリティという言葉は観念、ま
たは物体の根源的な性質を意味
する言葉です。人間がプラクリ
ティを弄り回せば環境も人間自
体をも崩してしまうことになる
のです。

もし我々がガンジーのアイ
ディアであるプラクリティの原
点に立ち戻れば、そして彼を通
じて古代インドの環境倫理に帰
着すれば、我々はこの環境危機
と取り組むだけの戦略と道徳的
勇気を見つけだすことは確かで
す。

上部(左から右へ）：
南アフリカ滞在中のガ
ンジー；インドでガン
ジーが糸車の側の床の
上に脚を組んで座って
読書をしているところ

ら出ていて、この商業哲学は人々
を誤導して、自然の法則のうちの
いくつかは人類の成功は自然に対
する人間の優位性の充分すぎるほ
どの証拠であるとの読み証しにあ
ると信じる方向に導いてしまいま
した。E F シュマッチャーは、近
代の経済と開発モデルは自然を可
処分所得と心得え、 “近世の人
類は自分たちが自然の一部である
とは感じず、自然を支配し征服す
るべく定められた自然の外部の勢
力である”としていると述べてい
ます。

ヴェーダ哲学では人間と自然
の間の相互作用はバランスと人
類とその環境との切っても切れな
い絆を考える事で導かれるとなっ
ています。パンチャタントラの物
語は繰り返し我々に“もし木を切
って獣を狩って、それで天国に行
くことを望むのなら、地獄へ行く
方法はどうなるのだ？”と問いか
けています。古代インドの文書の
中には人間の住む環境のなかで
のそれぞれの環境要素―人間、

ゴータム チャウビーは学究者でコラム
ニストで翻訳者でもあります。彼はデリ
ー大学で英語学を教えガンジー、政治文
化、それにインド文学に関しての著作家
です。



|  90  |

最終ページ

299日間の350車両！
インド鉄道は世界でも一番長く伸びた線路ネットワークを持つ鉄
道の一つです。これは事実です。でもこのインド鉄道が記録保持
鉄道だということをご存知ですか？最近のことですが、インド鉄道
のチッタランジャン ロコモティヴ ワークス（CLW）が2017年～2018
年に製造した自社最多記録の350車両の記録を破って2018年
～2019年に402台というステラ フイート記録を達成しました！この
記録は西ベンガルのアサンソルに拠点するCLWに記載される栄誉
を勝ち得たのです。

インドの印象  
下記の事実を知ってインドへの理解をもう少し
増やしてください。

亀の通る道 
国際自然保護連合の絶滅危惧種レッドリストで危
ないと宣言されているヒメウミガメは危惧種のう

ちの一つです。危惧種であると世界に流される警
告とそれがその生息環境に及ぼすその警告の結
果で往々にしてこれらの危惧種に属する生物の巣
をつくるには危険な浜辺巣作りの場所が破壊さ
れることがあり、これら生物たちの巣を傷つける
ことがあります。しかしマハラシュトラ州のラトナ
ギリのヴェラス ビーチはインドに生息するヒメウ

ミガメには安全を約束された天国です。ヒメウミガ
メの赤ちゃんたちが産卵後約二カ月（通常三月

に）孵化し始めるのです。

ラジャスターン州の熱気に満ちた都市で
あるジャイプールはユネスコ世界遺産サイ
トを市内に持っているだけでなくて世界
一の大きさといわれる日時計があることで
も有名な都市です。この日時計は1728年
にサワイー ダイ シング 二世によって作ら
れたもので73フィートの高さがあります。
他の時間を表示する日時計とデザインの
上ではかわりはありませんが、この日時計
はそれが表す時刻の正確さではどの他の
日時計よりも群を抜いています。

時間を語る – キン
グ サイズ





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


