入念に織られた敷物
ラジャスタンの手織カーペットと近
代芸術の美
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往年の先住民のゲームとその鮮やか
な復活

栄光を目指して進む
IMT 三国間ハイウエイ路上の4人の女
性モーターバイクライダー

手本を示して統率する
インドが主導権を取って新型コロナウイルス拡散状
態の検証を目指す

ポプリ

ポプリ
イベントシーズン

2020年5月7日
ブッダ ジャヤンティ

2020年5月29日- 6月12日

このブッダ ジャヤンティの祭事はヴェサクという名称ででも知
られていて、南部アジアと南東アジア地域で行われる祭で、シッ
ダルタ ガウタマ王子のネパールでの誕生を祝う祭です。この王
子が後の佛教という世界一大宗教の教祖になった釈迦というこ
とになります。インドではこの祭は仏主釈迦の誕生、啓示、そし
て他界を記念して行われる祭です。この祭の一つの特徴は信者
達が白い衣服を身にまとい、ケール (米から作った甘みを付け
たミルク粥) と呼ばれる料理を友人と家族に配る行事です。
開催場所: 東部ならびに北東インド

2020年5月23日～24日
イド・アル＝フィトル
イスラムコミュニティでの一番重要とされる祭の一つである
イド・アル＝フィトルは聖なる月のラマダンの頂点をなす祭
で、一日中続けられる断食が行われます。この祭では彼らの
社会のより良き善のために家族の全員一人一人に義務付けら
れた献金額の配分を早朝から始めます。大規模な会衆で行
われるイードの祈りのあと、美味な食事が友人と家族の間で
分け与えられます。。

サガ ダワ
サガ ダワ、すなわち佛教暦の第四番目の月、は一年で一
番前兆のよい、霊的な時として祝われます。佛主がこの月
の間に啓示を受けて以来、すべての善行と聖なる行為は
この時期に数多く何回も増え続けるとされています。こ
の祭の祝賀の極め付きは信者とフォロワーたちが街に集
合して聖典を読み上げ、仏陀の恵みを乞うのです。
開催場所: シッキム州とインド北東部
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開催場所: インド全土で行われる祭

2020年6月12日-14日
シンドウダルシャン祭
レー町から8キロのところにあるシェイ マニラで祝
われるシンドウー ダルシャン祭はインダス川沿岸の
共有の調和と人民的統合をその地を流れるインダス
川に沿って祝賀することを目的とした祭です。この祭
は3日間続き、アーティスト達によって演じられる音楽
とダンスの企画があり - それらの企画は地元のア
ーティストたちによるものであったり、インド各地から
の参加のアーティストたちによるものでもあったりし
ますが – この偉大なるインダス川に捧げられる祈り
の声とともに進行します。

2020年6月16日
オチイラ カリ祭
宇宙を意識するという信条に基づくオチラ寺院はオチ
ラ カリ祭で顕著に表現されます。この祭の見どころはパ
ダニラムと呼ばれる湛水田で再上演される模擬戦です。
この模擬戦はかつての昔カヤムクラム王国とアンバラプ
ザ王国で戦われた歴史的戦闘を記念するものです。
開催場所: ケララのオチイラ

開催場所: ジャム＆カシミール、並びにラダク

2020年6月23日
ラト ヤトラ祭
言い伝えによるとこの祭は歴史的建造
物であるプリ ジャガンナッタ寺院と同
じくらい古い祭で、このラタ ヤトラはこ
の神殿を住居としていたジャガンナッタ
神が弟のバラバドラ神と妹のスバドラ女
神を伴って行った毎年の恒例の行列を
なぞるもので、行列の行き先はグンディ
チャ寺院（約３キロ先）でそこでそれら
神々は一週間の滞在をするということに
なっています。聳え立つように大きなラ
タス、則ち2輪戦車は花で飾られ、バラ
ダンダ,言い換えるとグランド アヴェニ
ューを通って何千人もの信者達にけん引
されて行進するのです。この神々が2輪
戦車で行進する有様は神々の恵みを象
徴するものとされています。
開催場所: プリ オディシャ
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まえがき
新型コロナウイルスまたはCOVID-19=CO(Corona-コロナ)VI(virus-ウイルス)D(decease-病)19-2019
年)の蔓延によってとにもかくにも何百万人もの罹患者が世界中にでてしまっています。インドも
また例外ではなくこの全世界的流行が引き起こした前例のない情勢に対処しています。このよう
な困難な時期にインド国民はこの世界共通の敵に一致協力して立ち向かい、この困難に打ち勝つ
ために戦略規範にしっかりと順応することであれ、あるいはこのウイルスの拡散抑え込みを目指
し、この困難に打ち勝つための努力と知恵と新対抗機軸の開発という方法であれ、考えられる対
抗策の全てを駆使して戦っています。
我々はここにインド国首相のナレンドラ モディがこの世界的流行をものともせずに如何に首尾よ
く前例のない外交的な働きかけを駆使して世界の国々を鼓舞して一致団結させ、このコロナウイ
ルスとの闘いの陣頭指揮をとってきているかを詳らかに報告します。
インドはインドの持つ豊かな遺産、伝統、それに年を経て深められた叡智を、私達がその生活を
健全で自己規制に富み自然と更に息ピッタリの関係を保つようにする方向にむけていくのにあ
わせて再び思い起しています。インドのスパイスの癒す力からヨガの免疫力増進の効能に至るま
で、また、知力を高める伝統のゲームに我々を行きつかせてくれた古代の鍛錬法に至るまで、私
達は自然療法と素朴で単純でそれゆえに的を得ている色々な習慣、それ等は皆このコロナ問題で
浮かび上がってきているものですが、を取り戻す方向に動いています。四角張った訓練様式を必
要としないヨガの基本的技法がどのように私たちの生活を精神的、霊的、そして肉体的な力のみ
で人手を借りずに各自のやり方で行うことで手に入れることでより充実したものにできるのか実
際に知っています。だから私達はラジャスタンの生き生きとした状態に導いてくれる私達の伝統
のルーツを再発見する旅に出発し、そこに到達すれば絨毯製作という先住民の芸術が職人たちを
経済的に自立させたのみならず、かれらの工芸を世界のデザイン地図表に顕すにいたった道筋を
理解できることになるのです。
植物相と動物相に現れる何千もの種に生活の場を与えているインドは自然の織りなす天国の喜び
に事欠きません。私達はあまり知られていない秘宝の国立公園と保護地区を良く知っていて皆様
をこの国の全土にわたってご案内する日を待っています。
この事件では私達は生活に完全な平衡性を創り出したインド女性にも敬意を表すものです – 彼女
はよく言われる‘ガラスの天井を外に向けて打ち破る’かたわら、家庭での昔からのしきたりの
役割をも立派にこなした人です。ここで私達は4人の女性のバイク乗りの冒険談をお知らせしまし
ょう。彼女たち4人は新規に建設されたインドからミャンマーを経てタイランドにいたる三国を結
ぶハイウエイをこの三つの国の中心部を通り抜けながら走りました。旅する力は懸命な人たちが
一丸となる力という言葉は作家であり慈善家でもあるスダ ムルティの言葉で、彼はどのようにし
てインド文化が国境を越えることができるのかという論説をしています。
この出来事で、私たちは伝説となっている個性的な人々に敬意を綴る新し
い一節をご紹介します。これらの人々は先見性のあるアイディアをもっ
て激しく働くことで名を挙げた人々です。まずはマハスェタ デヴィから
始めましょう。彼は西ベンガル出身の高名な著作者で社会活動家で、彼
のインド全土に亙る部族民の生活の向上のために尽くした努力はとみ
に知られているところです。

第34

巻 |
02版

| 20
20年

ラジャ
スタン 入念に織
られ
の手織
カーペ た敷物
ット
代芸術 と近
の美
往年の
先住民
古
のゲーム代のもて
とその なし
鮮やか
な復活
IMT 三
栄
国間ハ
光
イウ を目指
性モー エイ路上 して進む
の4人
ターバ
イクラ の女
イダー

アヌラグ スリヴァスタヴァ

手本を
示して
統率す
る
イン

ドが

主導

権を

取っ
態の て新型コ
検証
を目 ロナウイ
指す
ルス

拡散

状

| 5 |

パートナーシップ

コロナウイルス
に立ち向かう十字軍
インドは世界の総力を挙げてのコロナウイルス(COVID-19=コロナヴァイルスデジー
ズ-2019)との抗戦に積極的に関与する役割を演じてきていて、ナレンドラ モディ首
相のSAARC指導者たちとのヴィデオ会議の寄り合いを司会するとの呼びかけはこの役
割を進める方向への意義ある一歩でした。首相の指揮のもとに外務省（MEA）はイン
ドがこの役割を勝ち得ることを確定するいくつかの手続を踏んできています。
アニル ワドワによる記述

3月中旬にインド国首相のナレンド
ラ モディが南アジア地域協力連合
（SAARC）の指導者たちの集うヴィデオ
頂点会議（コンファレンス サミット）を
新型コロナウイルス（コヴィドｰ19)大流行
という脅威とともに戦うための戦略図を
打ち立てる目的で招集したとき、彼は国
際外交に新たな優先度の順位をつけま
した。ヴィデオ会議はウイルスとの闘争

において大きな成功を齎したのみなら
ず高いレベルの外交上の連携の将来
への方向を打ち出したのです。
モディ首相がこの会議の主導権を取
ったことはSAARCにおけるインドの指導
力を今一度確かなものにしました。こ
れは、インドとネパール、ブータン、バン
グラディシュ、モルディヴ、スリ ランカ、
それにアフガニスタンの国境を越えて

ニューデリーでインド
国首相のナレンドラ
モディ（Ｃ）がコヴィ
ド-19との闘争に関する
SAARCのヴィデオ会議に
外務大臣のS.ジャイシ
ャンカール博士ととも
に出席しているところ
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ニューデリーで外務
大臣のS.ジャイシャ
ンカール博士とセー
シェル国の国務長官
のバリー ファウル
が慣習的な握手のか
わりに合掌して挨拶
しあっているところ

の人々の混交が現実に盛んであ
ったことを考えると実践的な外交
の流れであったのです。その後、
モディ首相の主導権はSAARCがウ
イルスの拡散をとどめて、罹患者
を救命するべく国内でも国境を
越えた海外諸国ででも急速に活
性化されたのです。彼の指導力は
協力関係を結んだ諸国の保健医
療当局と常時行われる情報交換
と他のSAARC加盟国に被害を与え
る一方的な行動の回避にインド
を含むすべての加盟国を導いた
のです。
迅速な行動
結果として、インド政府はコヴィド
ｰ19の拡散をみきわめ、抑え込み,
防止するための多くの時期を得た
積極的な手段を取る事ができま
した。3月13日の発効でインドは全
てのヴィサ発行に保留停止措置を
取り、特定の分野に制限を掛けま

した。この措置は4月15日まで継
続して維持されました。別の勧告
も発効され、これは就航が予定さ
れている民間旅客機はどの国外
の空港からもどのインド国内の空
港でも3月22日のグリニッジ標準
時午前零時以降には離陸を許可
しないというものでこれは効果的
にインド国境を封鎖することを意
味します。この措置はヴィルスの
連鎖移動を断ち切る目的で施行
されたものです。
モディ首相が自国民に向けて
彼が3月19日に発表した一日間の
外出禁止令の最初の声明以来、
彼は休むことなく自国民をコヴィ
ド-19拡散を含むヴィルスとの抗
戦への全国民一致の参加に加わ
らせようと努力してきました。
多数国参加の率先として
モディ首相は更にG20(19ｹ国と欧
州連合で作るグループ)の現在の

About
COVID-19
•

Coronavirus is an RNA
virus that has high
mutation rates, which
can be correlated with
enhanced virulence

•

For Coronavirus, the
transmission range
varies from 2.1 to 4.1,
almost three times the
required number

•

No vaccine exists
for the disease and
the only treatment
is symptomatic. The
elderly, infirm and the
sick are particularly
vulnerable. There
is, thus, a need to
decrease transmission
by two-thirds to
contain the epidemic.
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パートナーシップ
インドから派遣さ
れた医師団がロー
マのイタリア大使
館で在伊インド人
にコヴィド-19の検
査をする準備を進
めているところ

Innovative
management
PM Modi proposed
setting up a voluntary
emergency fund for
SAARC members
where India initially
offered USD 10 million
conveying that any
SAARC country could
use the fund for
“immediate actions”.
He also offered rapid
response teams of
experts and specialists
to member states of
SAARC. The teams have
been sent to Maldives
and Kuwait on their
request
Integrated Disease
Surveillance Portal has
been set up to better
trace possible virus
carriers.
A ten-day capacity
building programme
on Covid-19 has been
broadcast online
to SAARC health
professionals.
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議長を務めるサウジアラビアのサ
ルマン王に会員国がコヴィド-19対
策に関して討議する事実上の会
議を組織するために連絡を取りま
した。G20は3月末に行われた事実
上の会議において発達途上国の
ために元金と利子の両方をその年
の末まで保留することの合意を決
定しました。このことは該当国に
US200億ドルの限度までの資金を
使用可能にすることで、これだけ
の金額を該当国は使用してそれ等
の国々の国民の健康状態を改善し
てこのウィルスの世界的大流行と
の闘いに費やすことができるので
す。G20に属する国々の財務,通商、
雇用、観光、並びに厚生大臣たち
もまた、この決定の後、会合を持ち
ました。
またインドは100を越える国々
へのコヴィドｰ19罹患者の治療に
使用されていたヒドロキシクロロ

キンとアセトアミノフェンのような
薬剤の輸出に対する規制を取りや
めました。この事実はUSA,ロシア、
スペイン、英国、ブラジル、ヨルダ
ン、エジプト、それに同盟国である
SAARC, BIMSTEC(ベンガル湾多分
野技術経済協力イニシアティヴ)
、GCC,ラテンアメリカ、それにアフ
リカを含んでのすべてに適用され
ました。モディ首相は世界中の国
々のトップと毎日会議を続けるか
たわら、幾人かの高官レベルの重
要人物たちの交流も行われまし
た。
解決を求めて
4月7日までにモディ首相は全GCC(
湾岸協力理事会)所属の国々とウィ
ルスの世界的流行と戦う場面にお
いて起こり得る複数国間協定に焦
点を当てての巡回移動相談を終え
ました。インドは多国間主義達成

のための同盟の設立鼓舞を目指し
てドイツと定期的に連絡を取り合
ってきました。これは2019年にドイ
ツの先導で始められた動きで、数
ダースの数の国々が協調して形成
されています。3月21日にインドはア
メリカ合衆国が組織した７つのイ
ンド-太平洋諸国、則ちインドの他
にUSA,豪州、日本、韓国、ヴェトナ
ム、並びにニュージーランドの上
級役員の参加するこの疫病と戦う
戦略を討議し、その上、共同での
協力、相互間の援助、そして経済を
復旧させる段取りで合意を結ぶた
めのヴィデオ会議に加わりました

右側：クエートでコヴ
ィド-19との共闘にむ
けて現地医療チームと
の最初の交流をもった
あとのインドの迅速対
応チーム
下部：インド医療チー
ムと医療チームの支援
スタッフがインド空軍
の特別機で、ニューデ
リーから中国武漢市に
飛び立つ前に

皆で力を合わせてインドは必ずコヴィッドー１9の脅威に
打ち勝ちます。あらゆる職業の人々が一致してコロナと
戦う力を強化しているさまは賞賛に値するものです。
ナレンドラ モディ
インド国首相

自国民のためのインド
イランとイタリーにおけるインドの
使命となる働きは既に今までにこ
の疫病の世界的流行の震央となっ
ていたそれらの二国においてそれ
らの国に住んでいるインド国籍の
人々と定期的な連絡を取り、この疫
病勃発のただ中で全ての健康保持
の手順に従うように要請し続けて

Taking charge
• The Ministry of External
Affairs (MEA) has
mobilised all resources
to address the grave
situation that has arisen
due to the spread of
COVID-19.
• With active support
from MEA, in what can
be described as one of
the biggest evacuation
exercises in human
history, since midMarch, so far around
50,000 foreigners have
been evacuated to their
countries
• A fully-functional special
cell has been set up in
the Ministry of External
Affairs in New Delhi to
coordinate the response
to COVID-19 both
internally and externally.
• The External Affairs
Minister, Dr S Jaishankar,
and the Foreign
Secretary of India Harsh
Vardhan Shringla are
personally monitoring
the situation.

24×7 MEA helplines:
1800118797; +91-11-23012113,
+91-11-23014104 and
+91-11-23017905.
Fax number: +91-11-23018158
email: COVID19@mea.gov.in
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パートナーシップ

スイスのツェルマッ
トのマッタ―フォル
ン山に一致結束のシ
ンボルとして建てら
れたインド国旗

わが国民のみならず全てのインドの隣国民のなかでインドに帰還を希望する人々を帰国させる
用意は整っていました。これは我々の全ての海外にいる隣人たちへ申し出たことでした。イン
ド政府は我らの同胞たちがたとえ世界のどこにいても、それ等の人々の福祉に全面的に力を注
いで行き続けます；これは我が国の外交政策の折り紙付きの確証であり続けてきた信条です。
Ｓ．ジャイシャンカール博士
外務大臣

ラジャスタンのジ
ャイサルメル空
港で手荷物検査
が行われている
ところ
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モルディヴの首都
マーレに到着後の
インドのあらゆる
場所から集められ
た14人のメンバー
からなる混成の医
療救護班

きました。医療チームがインドか
らそれら二国に派遣され、インド
の国籍を持つ人々のウイルス検査
をしました。イランではインドから
の使節団は退避という手段だけ
でなく検疫設備建設の援助も行い
ました。
外務大臣のS.ジャイシャンカー
ル博士はスリナガールまで３月９
日に旅をしてイランで学んでいた
インド人学生たちの家族と面会し
て、家族の懸念心配に耳を傾け、
イランにいる学生たちの安全を確
実にするために取られている努力
の概要を話して聞かせました。

立ち向かうための中心的な仲介
役割を果たすインド医学研究評
議会が発展に寄与した最高の医
療活動と標準的行動手順に従っ
てすべての努力を傾けてこの大流
行と対処して撲滅に成功するべく
現在あらゆる努力がなされていま
す。この世界規模大流行が継続す
るかぎり、インド国外務省は国民
達との接触を絶やさず、必要に応
じてより一層のウィルス排除を効
率よく調整し、SAARC、BIMSTECな
らびにG20のような世界規模の企
業にインドの外交的努力で力添え
する所存です。

押し戻す
インド政府はコロナウィルス世界
的流行はただ公的-私的の人々の
協調した結びつきによってのみ制
御できるものであるとの言葉を正
論として確認しています。インドに
おけるコロナヴァワイルス脅威に

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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科学と技術

インド

は革新します
世界中がコヴィドｰ19との闘いに緊急発動をかけているなか、インドの科
学者や研究者たちは結束して独自の解決策を提示しようとしています。加
えてインドは友好国と手を組んで官官提携でコヴィドｰ19と対抗しようと
する動きの盛り上がりにも参加しています。
ヴィナヤク スルヤ スワミのコメント
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インド政府の市民的社会参画プ
ラットフォームであるMyGov（マイ
ガヴ）は突如として爆発的に行動
の開始に至っています。
マイカヴ
は新型コロナウイルス、学術名コ
ヴィド-19、の拡散防止とウイルス
に罹患した人々の治療のための
解決策を見つけだすという難事
業に市民ぐるみの取り組みを提
唱しています。”身構えて、血液凝
固率を表すプロトビン時間(PT)即
ちINR1ラクという標準正常値を維
持するように努力しなさい“とこの
サイトのバナーには謳われていま
す。(注:ラクはインドの命数法で
10万を意味する。)

インド国内での高品質商材の
生産と、インド国製の製品の広範
囲に広がった成功を生み出してい
る近年のインド産業界の前進を
踏まえて、インド国の製造業の分
野は巨大な可能性と将来性を示
すに至っています。インド歴史は
インドの多様に混合された本質が
この国に危機がせまったとき寄り
集まって統合前線となったという
出来事で満ちています。今我々は
地球的規模の世界の全ての人類
を飲み込む大流行と戦うわけで
すから、この記述の他にもいま一
つの章が今現在書かれているよ
うです。

ドローンマスターズ
のメンバーたちがド
ローンでグジャラト
のアメダバドの人口
密集地帯に消毒薬を
散布したあと、彼ら
のドローンを運んで
いるところ

職場はディジタル先行となりつつあります。でもなぜそれがいけな
いのでしょう？官僚的な階層制を破壊するのはテクノロジーで、テ
クノロジーは中間層を取り除き、福祉政策に拍車をかけるのです。
ナレンドラ モディ
インド国首相
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科学と技術

左から右へ：マヒン
ドラ＆マヒンドラが
製造した手指消毒剤;
北米マヒンドラ自動
運転車による食品搬
送トラックがカリフ
ォルニアのオークラ
ンドでヘルスケア専
門家たちに食品を運
んでいるところ
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用意を怠らないこと
政府のいくつかの関連省は国が
このような巨大規模の危機状況
との取り組みに充分の対処をす
るべく戦時体制を敷く構えに入
りました。民間部門も又この急
速な広がりを見せている疫病と
の戦闘に数多くの企業や自発
的参加介入者の規模云々に拘ら
す、このような協力者たちの連帯
を得て加わりました。
このウイルスとの戦闘での主
な段階はコヴィク-19拡散に係わ
るウイルス汚染地域を特定する
ことから開始されました。世界で
二番目の人口を持つ国として、数
多くの罹患者を持つことに至る
場合に備えることもまた絶対に
必要なことです。加えて、N95マス
ク、防具、そして何にもまして、換
気のような高度感染保護と対処
の必要性も絶対に考えなくては
なりません。

適切な対応
3月20日に科学技術省（DST）は
インドで急速に発展している工
業用でスタート-アップ産業でも
あるエコシステムのコヴィク-19
との闘いにむけての技術革新的
解決案に関しての協力を求めて
います。300という驚くべき数の
企業が協力的な応答をこの呼び
かけに寄せ140件もの正式提案
が政府組織であってインド発の
技術の製品化と海外から輸入さ
れた技術の適合化のため財政
支援を行う役割のTDB（技術開
発委員会）に寄せられました。
最初に寄せられたこれらの団
体からの応答は結果を出すまで
の時間を最小限に短くすること
を目的とした診断キットを製造
するための革新的なキット製造
取り掛かり方法でした。その他
の提案はワクチン開発促進、体
温測定機、PPE(個人用防護具)

の大規模生産、それに検疫場所
其の他での必須用具をモニター
する情報技術を使用しての革新
的解決法等でした。
受容されたコロナウイルスへの
挑戦方法
その一番致死的な段階に置い
て、コロナウィルスは肺にダメージ
を与えて肺機能を激甚的に低下
させることで知られています。最
初に開発を急ぐべきであると認め
られた分野の一つは罹患患者の
治療を管理する人工呼吸器の製
造でした。
国中のいくつか
の大規模組織体が
ロボティック分野の多くのテック スタートアッ
業種間格差を上回
プはまた、重要なヘルスケアに関する問題への
って連合会を形成
革新的な解決法を提供することによってこの戦
する機会が浮かび
いに参加しました。
上がりました。適切
な例はヘビー級の
自動車産業です。
マ
ルティ-スズキ インドのニューデ
リーに本社を置く人工呼吸器製
造業社のアグヴァ ヘルスケアと
の連携です。このジョイント ヴェ
ンチャーはこの高度に専門化し
た機械を現在の月400台の生産
量から月1万台までの劇的な生産
量増加を目標としています。
同様に、今一つの工業生産の
巨人であるマヒンドラ＆マヒンド
ラ社はスカンレイ(国際的ヘルス
ケア技術会社)、BHEL, それに
バラト エレクトロニクス株式会
上部：自動車運転者がタミル ナデュのチェンマイにある革新的で速い消毒トンネ
社（BEL）とチームを組んで改良
ルを車で通り抜けているところ
下部：チェンマイで医療スタッフがロボットの’ザフィ‘（C）とともにいます。
型人工呼吸器の製造に乗り出す
このプロペラ テクノロジー社の製作による双方向性ロボットはコヴィド-19感染患
ことになりました。この改良型人
者隔離病棟に配置されることになっています。
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科学と技術

人工呼吸器とは？
人工呼吸器は洗練された
技術の結晶であり、人間の
呼吸をしっかりと補助する
目的で作られた機械です。
人間の肺は血管で織りなさ
れていて、人がコヴィド-19
と戦っているときに腫れあ
がることになりがちです。
この段階で人工呼吸器を
装置すると呼吸器は酸素を
肺に送り込むことにより患
者の呼吸を助けます。

どのように助けるの
ですか？
呼吸器は屡々最後の手段
として使われるものでコヴ
ィド-19を治癒するものでは
ないことを理解するのは重
要なことです。
患者はずっと絶え間なく監
視されている必要があり、
呼吸器と酸素と二酸化炭
素の浸透、其の他がたえず
保持されている必要があり
ます。
そうすると酸素は直接肺に
制御された圧力を保って
チューブを通じて注入され
ます。
そしてその通風状態の保
持が患者の体を機能させ、
治療に適応することになる
のです。
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工呼吸器は現況の需要を満たすに
は最適で、しかも輸送が容易だとさ
れています。この合弁会社はこの他
に低価格の先住民の開発による消
毒剤の生産を開始し、これはインデ
ィアンルピー400／リターという低価
格で入手できるようになるとのこと
です。
でもこれだけが全部ではありま
せん。DRDO(国防研究開発機構)のよ
うな国営組織もまた地元起業家た
ちと連携を組み、大規模な生産体
制でN95マスクの生産を始めていま
す。
呼吸を楽にする
政府機関とそれに民間部門からの
非常にありがたい応援とで以下のよ
うな入手困難な装置の製造の増産
が目指されています。例えば、換気
装置を製造している会社は月に約
5,500台の共同容量を持っていたに
すぎなかったのですが、いまはベン

右側：アグヴァ ヘルスケア制
作の革新的にして経済的な人
工呼吸器
下部：アグヴァ ヘルスケアの
従業員たちがポータブル呼吸
器を作るところ

左側：マハラシュトラの
プーンで、インド国首相
のナレンドラ モディが
提唱した徹夜祷の一部と
してチェインホテルの
連帯開催の表現ショーで
ショーのライトがつけら
れると ’希望’という
文字が映し出されている
ところ
下部: 政府命令での全国
ロックダウンの間に、警
察がドローンを使って人
々の活動状態を監視し、
認識していることの表示
を広めているところ

チャー企業と合弁して月50,000台
に及ぶ生産量にまで増加させる体
制を整えています。テストキットと
PPEは、現在輸入されている大量
のストックとは別に、国家固有体
制で生産されようとしています。
インド中の一流教育機関のな
かでも一番賢明な人々が危機に瀕
しているヘルスケア用品を求めや
すい価格で広く普及させることを
目指す競争に自主的に加わりまし
た。世界中に散らばっている海外
移住者であるインド人もまたイン
ド国民がかつて経験した最大の
危機の一つと戦う気構えを立てて
いる多くのスタートアップ企業に生
産を工夫して製造上の問題を解決
する助言をして協力しています。
委員会のいくつかは防災法に
基づいて拡散するコヴィド-19を監
視し，抗戦する態勢を固め、民間
部門からの協力を以て、先見の明
をもっていたサルダール パテル

の言である“小さな水たまりは澱
んでしまうし役立たずです。けれ
どももしこのような小さな水たまり
が寄り集まって大きな湖を創り出
したらその湖の大気は澄んで万物
に利を齎します。”を確固とした信
念として突き進んでいます。

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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ヨガ

自然の免疫性
現代においては、刻々とスピードを増して変化していく生活様式と癒しの技術へ
の近代的な歩み寄りを持って、私達は知らない間に私達の免疫システムに私達の
体にそれに対抗する力を与える余裕もないままに極微生物の攻撃を抱え込んでし
まっています。ここではどの王に古代のものではあるが単純な訓練方法であるヨ
ガが私達の免疫力を増大させ、より健康的な生活を送らせ、またその他の大変多
くの事に役に立つのかを述べます。
ラガヴェンドラ ラオ博士のコメント
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人間の体は大方の場合自己統制
が利き、保全能力と補修能力、
それに保持能力を備えた実体で
す。自然は本来備わっている人
体を癒す能力を持つものとして
デザインし、癒しという自然の法
則が働いている限り私達の健康
は欠けることは無いというのが私
達がその人生でのすべての遭遇
するものごととの自然な結果なの
です。この我々に与えられている
癒しの能力は身体的活力、或い
は免疫性と呼ばれるものです。
私達の体はその組織が神経シス
テム、内分泌システム、それに免
疫システムの相互作用を通じてバ
クテリアやヴィルス、有害タンパ
ク、それに酸化ストレスから受け
る攻撃から守る自立的なシステム
を備えています。こんにちの世界
ではこれらのシステムは我々の
早いペースでかわる生活様式、ス
トレス、不健康な食事の習慣、そ

れに病原体に晒されていること
で絶え間なく危険と同居してい
る状態におかれています。ヨガで
のアサナと呼ばれる瞑想姿勢と
プラナヤマと呼ばれる呼吸法は
ストレスを減らし、感染とアレル
ギーと戦うための体の免疫応答
を改善するのです。ヨガの実践は
免疫力を高めるとしてひろく認識
されています。

インド国首相のナレン
ドラ モディがチャン
ディガールでのヨガの
国際デーでの何千人も
の集団デモに加わって
いるところ

シャトキリヤスはヨガの清浄化技術で、内臓と体の構造を
正常化するのに使われる技術です。これらの霊的修行のヨ
ガは内臓を清浄にし、活性化し、生き返らせ, 深内部の
覚醒力を発達させます。
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ヨガ

Nadi Shodhana
Pranayama
(Alternate Nostril
Breathing)
The main characteristic
feature of Nadi Shodhana
Pranayama is alternate
breathing through the left
and right nostrils without
or with retention of breath
(kumbhaka).
Sit in a comfortable posture.
Keep the spine and head
straight with eyes closed.
Relax the body with a
few deep breaths.
Keep the left palm on the
left knee in Jnana mudra and
the right palm should be in
Nasagra mudra.
Place the ring and small fingers
on the left nostril and fold the
middle and index finger.
Place the right thumb on the
right nostril.
Open the left nostril, breathe
in from the left nostril, close
the left nostril with the small
and ring fingers and release the
thumb from the right nostril;
exhale through the right
nostril.
Next, inhale through the
right nostril. At the end of
inhalation, close the right
nostril, open the left nostril and
exhale through it.
This completes one round of
the Nadi Shodhana Pranayama
(Alternate Nostril Breathing).
Repeat for another 4 rounds.
The duration of inhalation and
exhalation should be equal for
beginners.
Breathing should be slow,
steady and controlled. It should
not be forced or restricted.
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ヨガと免疫
ヨガはこの免疫応答を適切な具
合に調節するのに役立ちます。
研究結果ではヨガがインフルエ
ンザ流行時の個体群の中で免
疫力を改善することを示しまし
た。ヨガは包括的な生き方のシ
ステムで、それはインドの慣習と
文化に根差したものです。それ
は人に本来備わっている力をバ
ランスの取れた形で発展させる
訓練なのです。いまではヨガは
健康的生活様式の一部として実

践されています。ヨガはその精
神的価値である健康保持に役
立つ特質のゆえに世界中に広ま
っていて、疾病予防と健康促進
と生活状況関連で起きる不具
合を是正する役割に寄与してい
ます。
ヨガの色々な効能をもたらす
ヨガ実践の一番有効で、有名な
やり方の一つはプラナヤマとム
ドラスと呼ばれるものでこの二
つを合わせたものが太陽礼拝で
あるスラヤナマスカルです。この

現代においてヨガと瞑想のような行動を私達の毎日の規則的な行いに組み入れることはより健康的で、総体
的で、一層の自覚のある生活様式を促進させるに役立ちます。

瞑想はヨガ訓練に不可欠な部分で、心理的、
霊的成長に役立つものです。

人々が浜辺で日没の頃に蓮座を組んで瞑想しているところ

方法は登ってくる太陽に向かっ
て日の出時に行われるもので12
の姿勢を繋げたものから成り立
っています。これを規則的の行
うことは身体の全てのシステム
にエネルギーを呼び起こし、シ
ステム間に完璧は調和を確保
するものです。これは身体を柔
軟にして免疫力を高めます。
私達の体はもともと備わっ
た免疫反応性を持っています
がその反応の中でも炎症が最
も良く知られています。この反
応は自然に起きる反撃であり、
それが傷や感染の治療になる
点で屡々大いに助けになるもの

であり、炎症は多くの場合、心
理的、そして肉体的ストレスが
続くと慢性化しますからそうな
ると私達の免疫システムは弱め
られてしまいます。殆どのヨガ
の体位は炎症を緩和して柔軟
性を増進する全身的なストレッ
チを含んでいます。免疫は基本
的なヨガの運動ででもその能
力を強めますからこの事実は
医学雑誌の行動医学ジャーナ
ルとヨガへのハーヴァード メデ
ィカル スクール ガイドにもそ
の研究結果が掲載され、出版
されています:力と覚醒と柔軟
への8週間という表題です。

Benefits of
Pranayama
• The main purpose of the
Pranayama is to purify
the principle channels
of carrying energy, thus
nourishing the whole body.
• Induces tranquillity
and helps to improve
concentration.
• Increases vitality and
lowers the level of stress
and anxiety. Alleviates
cough disorders.
• It calms the mind,
improves focus and
concentration and useful
in strengthening the
immune system.
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ヨガ

免疫力を理
解すること
病原体に晒されることは
適応性のある免疫力を作
るのに役に立つとしても
そのような晒しを耐え忍
んで生き延びようとするこ
とはある場合には致命的
な結果になることもあり
ます。研究の結果によると
インフルエンザの大流行
期での感染しやすさには
不均質性がある事が示さ
れています。心理的ストレ
ス、フィットネスと身体活
動、栄養摂取、睡眠、併発
状態、そして生活様式がこ
の免疫反応を形作る上で
極めて重要な役割を演じ
ます。増え続けている証
拠はストレスを感染病の
かかりやすさとその所産
に存在する共同因子と結
論付けています。ストレス
はストレスホルモンの増
加につながり、その結果免
疫反応を弱め、そしてまた
細胞が感染の引き起こし
たダメージを回復させる
細胞能力を減少させるの
です。

スリャ ナ マスカラ
(太陽への礼拝)の姿
勢が循環、柔軟性、
そして体中にあるか
もしれない炎症の軽
減化を助けている
ところ
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クリヤヨガを実践しての洗浄
クリヤスと呼ばれる洗浄のテク
ニックもまた過度の分泌を除き
分泌免疫力を正常にするのを助
けます。シャトクリヤスは体の内
臓と内部組織を浄化するために
使われたヨガの洗浄技術です。
この技術に含まれる方法は毒
素排出過程部分に含まれるもの
で体の臓器を清浄化し、活性化
し、そして生き返らせて深い奥底
の覚醒力を伸ばすものです。
プラナヤマはアシュタンガ
ヨガの第4番目の構成素であり、

これは気息とエネルギー、大ま
かに訳せば呼吸を整えることに
関連するヨガです。このヨガ方式
は呼吸を整えることによって活
力を調整するのに役立つ訓練法
です。プラナヤマの主目的は自
律神経系をコントロールするこ
とでそれによって精神機能に影
響を与えることです。
健康に関する考察
一つの物事に持続した集中力を
保って注意を集中する過程のこ
とは広く瞑想という表現で知ら

ヨガのアーサナとプラナヤマはストレ
スを減少させ身体の免疫反応を改善し
て感染とアレルギーに対抗させます。
ヴィラファバドラ
サナ又は戦士のポ
ーズの一つ。この
姿勢は一日の何時
でも練習できま
す。

れています。この湖とは全てのヨ
ガ鍛錬における不可欠部分で心
理的、霊的成長にとって役に立
つことです。長い年月、規則的な
瞑想は規則だった瞑想から得ら
れるストレス除去の効能は落ち
着きの保持を達成することとし
て知られてきていて、落ち着きを
持つことは個体の健康にプラス
の効果を与え、健康的な生活様
式を促進させるとして知られて
います。
瞑想が抗不安剤の常用癖の
克服や高血圧症、不眠症、偏頭

痛、鬱病、心配性、其の他の
精神身体上の病症の改善に
つながることで知られてきま
した。瞑想は心を安定させ、
意識と集中力を増進させ、
同時的に記憶力と迅速性の
改善を力付けます。瞑想は又、精
神、体、そして魂の若返りの手段
としても効果があり、毎日の生活
でのストレスの高い状況にも耐え
て行けるように助けてくれます。
ヨガと自然療法の研究の中央研究審議会の副主
幹であるラジ―ヴ ラストギからの助言

ラガヴェンドラ ラオ M.BNYS、哲学博
士はデリーのインド中央省庁の下部組
織のヨガと自然療法の中央研究審議会
（CCRYN）の取締役です。彼はヨガと
自然療法双方に介在する形でいくつかの研究プロ
ジェクトを完成させました。
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文化と生活様式
ナマステ、言い換えれば
手を合わせて、そして頭
を下げるインド伝統の他
の人々との挨拶方法は人
々との強い絆とその永久
性を確認するものです。

伝統に根付いて
ヨガやインド伝統医学のアーユルヴェーダからヴァーストゥ・シャース
トラと呼ばれるインド古代思想と非暴力哲学にいたるまで、古代インド
から伝わる知識は太古の昔からインドのその時々の新しい生き方に影響
を与えてきました。ここではより均衡のとれた、より鋭敏な、そしてよ
り健康的な生活を送るために今現在の参考になる過去に起きた実例のい
くつかをご紹介しましょう。
ギタ ハリによる
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アメリカ合衆国大統領のドナル
ド トランプがインド訪問を終え
て帰国した直後に彼はインドの
習慣である手を合わせる挨拶の
方法が社会的距離を保つのに
理想的なやり方であり、この方
法でコロナウイルスの拡散を防
げるだろうという意見を公表して
世界を驚かせました。ナマステ（
またはナマスカル)という言葉は
伝統的に使われてきた挨拶の言
葉で古代インドの聖典のリグ ヴ
ェーダをはじめとするいくつか
の古代ヒンデュー教のテキスト
に現れています。ヴェーダによる
と”ナマハ”あるいは神、または
創造主に頭を下げる行為は全て
のエゴを取り除くものであるとな
っています。科学者たちはナマ
スカルの挨拶で両手を合わせる
ときに掌と指にある、目や耳そ
れに脳に繋がっているいろいろ
な点穴（つぼ）が押されて、それ
が会っている相手を長く記憶に
とどめる働きを助けるのだと説
明しています。
こんにち、ナマステだけでな
く我々インドの長老たちが練習
してそれに従うようにと言い伝
えたその他のいくつかの古代イ

ンドの善悪判断の原則がきわめ
て適切なインド由来の哲学のよ
うに考えられます。注目すべきそ
の他のものとしては伝統的呼吸
法で、ヨガの一部に含まれてい
ますが、世界中の医師たちも体
の呼吸系を強化するための呼吸
制御法を練習するようにと呼び
かけています。
清浄化の習慣
今一つの心に浮かぶ例は帰宅

アイルランドの首相の
レオ ヴァラッカー（
左）とアメリカ合衆国
大統領のドナルド トラ
ンプがナマステの形を
真似てお互いに挨拶を
交わしているところ

古代インドで成立した思想であるヴァーストゥ・シャース
トラの伝統治療法とは、前向きな雰囲気と人の住む周辺環
境への良好性状態に意識を向ける気持を生み出す道筋を組
織だてて、そして正確に学ぶ学問です。
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文化と生活様式

消石灰で塗装されたラジ
ャスタンのジャイサルメ
ルにある村の家屋；メガ
ラヤのソーラにあって、
竹を使って建てられた家
屋、ケララのムンナール
の粘土作りの家屋、そし
てヒマチャル プラデシ
ュの石と泥でできた家屋
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後すぐに手足を洗うべきという
よく聞くアドヴァイスです。家庭
によっては正面玄関に着いたら
その外で靴を脱いで、そこで手足
も洗います。葬儀を済ませて帰
宅しているときには長老たちは
屡々シャワーを充分浴びるまで
は何にも触ってはいけないと教
えます。
外出先から帰宅してくる人々
が家に上がる前に手足を洗うイ
ンドの習慣は古代からの習慣
です。インドの村々では各々の家
の入口には小さな場所が設けら
れていてそこには水を満たした
タプ即ち容器が置かれそこで手

足を清めることができるように
なっています。この行為の論理
的目的は現代においても変わり
ません - 我々は不潔で非衛生
な地域を通ったかもしれず、多
くの見知らぬ人々と擦りあって通
り過ぎたかもしれず、あるいは
火葬（腐敗する死体から出る病
原菌を含む微生物が空中に浮
遊していたかもしれない）に立
ち会っていた場合もあるかもし
れず、その結果黴菌が我々の手
足を通じて体に入り込んでいた
かもしれません。入浴し、着てい
たものを洗濯することは清潔に
なり、我々の周囲にいた微生物

葬儀の後、13日間と定められている喪中期間は死者とと
もに存在していたかもしれない感染病や病原菌の感染防
止を確実にするための期間でもあります。

を拡散させないということに繋
がります。
ある種のバクテリアとウイル
ス感染の潜伏期間は1日から14
日の間です。潜伏期というのは
実際に感染してから症状が現
れるまでの時間のことです。あ
れほど大昔の我々の先祖がこ
の正確な期間を知っていて注
意をしていたことは驚くべきこ
とではありませんか。ヒンデュ
ー教徒の中では10日間の隔離
期間が死者の家族によって厳
格に注意期間とされていたので
す。この期間は屡々体から離れ
た魂がついに生者の領域から

離れていく期間として考えられ
ています。近代の薬剤の観点か
らみても、この期間は他の人々
が感染する病気や微生物がま
だ存在するかをチェックして、
正確な意味で取り除かれてしま
っているかを確認して防止する
期間とされているのです。こん
にち、我々は時間に追われて屡
々この深遠で科学的に考えら
れた取るべき過程を取らないで
済ますことがあります。

Traditional
eating habits
•

Using fingers
establishes a link
between the mind and
body; it stimulates
the sensory organs
which hold the
consciousness in
balance.

•

Sattvik (pure and
natural) diet consists
of fresh and seasonal
vegetables, fruits,
nuts, seeds and milk
products. It cleanses
our body of toxins.
Likewise observing
fast regularly cleanses
our system.
The last meal of the
day should be had
before the sun goes
down to prevent
indigestion and
adverse effects on
sleep.
It is advisable not
to drink or have
food while standing
as it unsettles the
equilibrium of fluids in
the body.
Our predecessors
cooked in earthen
vessels like clay pots
which added calcium,
iron, and other
minerals to food.

食事をする権利
もし菜食主義がインドに広く浸
透すれば、そのことは不殺生又
•

•

•

ヴァーストゥ・シャー
ストラ学術が自然環境
の均衡を得るべく周期
表の元素の配置に追従
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文化と生活様式

祈りの間に
アーティ(暗闇を取り除く
ものの意)儀式で使われる
樟脳は痛みを軽減したり痒
みを和らげる治療成分を含
んでいるものとして知られ
ています。樟脳は空気を清
め、健康に役立つ要素を吸
引します。

寺院の鐘は鳴るための道具
です。鐘に含有されている
金属類の割合が鐘が出す音
の強弱によって人間の左脳
と右脳に和音を生み出すこ
とになるのです。

寺院の敷地内の建物の中
に暫し座ってみることは
お勧めです。心身の調
整・統一を図る修行法で
ある寺院でのヴァースト
ゥは前向きの精力と心の
平安を創り出すことにな
るからです。

は非暴力に寄与できることになり
ます - いかなる生き物をも傷つ
けないというマインドセットに繋
がるのです。ヒンドゥー教の聖人
のパタンジリは400 CE(基督誕生
翌日をCE元年とする記号)に要約
された彼のヨガ経書のなかで
アヒンサー（生き物の殺傷を
禁じる行動規範）に取り組むこと
は野生動物を柔和にあしらって
それらを殺害するような暴力犯
罪を無力化することに通じるとの
見解を述べています。彼の説によ
るとこのことは大いに必要とされ
る普遍的思い遣りの心を育てる
方向にむけての慈悲心に満ちた
手法であるとされています。
生きていくための手段
今一つの古代哲学はヴァースト
ゥ・シャーストラと呼ばれる哲学
で、これは人の生活場所と環境に
おける前向きな雰囲気と安寧感
を引き起こす方向に導く系統だっ

眉毛の間にある急所と言われる
場所は電磁波が経由するエネル
ギーの発端の場所なのです。
寺院で用意される白檀の糊(聖
印として頭につける)は額を冷
やしてエネルギーが無くなるの
を防止するためのものです。

聖灰またはバスマ（鉱物が
原料の薬）は治療の効力を
持つものです。この薬は身
体の余剰水分を吸収し、頭
痛をある程度緩和します。

アルナチャル プラディシュのアパタニ族の長老たちが朝の水洗と
帰宅後、家に入る前の水洗に使った竹製の乗降台
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上部左側から時計回りに：
伝統的にインドの家屋にも
戸口に体を清めるタップと
呼ばれる水の入った容器が
しつらえられていて、帰宅
して家に入る前にそこで体
を清めることになっていま
す；子供達はモスクに入る
前にも洗います；寺院では
参拝客たちが寺院の区画に
入る前に靴を脱ぐことを求
められます。

た正確な研究です。この哲学は自
然を形作る五つの要素 - 空気、
水、火、土、そして空間の均衡を
保って最大限の効力を持たせる
平衡を齎すという概念を扱う哲
学です。たとえて言えば料理人が
料理をしているときに朝の太陽の
紫外線が食物のなかにいる有害
な微生物を殺菌できるように東
向きで料理をするというような意
味です。
我々が生活に当世風で現代
的な価値を求める現代において
は、最近に至るまでは宗教的意
義のみを持つものと考えられてき
ていた多くの伝統に則った行動
の裏面に知性的で明快な論理を

見つけだすのに我々自身の持つ
好奇心が役に立ってきました。こ
れらの伝統的習慣を思い起こし
てそれら習慣を我々の日常の習
慣に取り入れることは重要です。
それらの古くからの習慣はより健
康的でより包括的な生活様式を
促進させる科学的価値と論理に
基づいているからです。

ギタ ハリは著名ホテルのための健康的
サッチヴィク料理を整理、蒐集してい
ます。彼女のレシピは業界を牛耳る主
要新聞の健康欄に連載されてきています。女性達成
者賞（WAA）の受賞者であるハリはテレビショーを自
ら脚本で書きそのショーをテレビとディジタルプラ
ットフォームで主宰しました。
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料理

免疫抗体を
高めましょう
大昔から、伝統的に使用されてきたスパイスやハーブはインド料
理においての免疫増幅という生命機能役割を演じてきました。
ここではこれらの添加物が私たちの日常食を美味しくするだけ
でなく健康的にする理由や過程を見て行きたいと思います。

伝統的なインドの料理に入れて調理するスパイスの束はインド料理を世界一の健康食にする秘訣の一つです。
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古代から伝わっているインド
の書き記されたテキストの、
ヒンドゥー古代健康医術、ア
ウシャダム ウチャテ サル
ヴァムによれば、食物こそが
絶対的な手当てで治療法であ
るとされてきて食物が人々の
免疫システムを高める能力を
持ち、そのことが言い換えれ
ば人々を疾病や感染から守る
事ができたとのことです。こ
のことがバランス良く混ぜ合
わされたスパイスと
ハーブを日常の食事
インドにはその料理に際立った芳香を加
献立に取り込んで私
たちの免疫システム
え、その上健康増進の役にも立つありがた
を常時高めることが
いハーブやスパイスの見本になるものが沢
重要なことである理
山存在します。
由です。ターメリッ
ク、サフラン、クロ
ーヴ、シナモン、カ
ロムシード、ジンジャー、そ
れにガーリックは大量の有益
な栄養素を含んでいることで
知られています。ミント、タ
ルシ（ホーリー バジル）そ
れにインドセダンとワサビの
木の葉はいくつかの健康要素
を持っていると言われていま
す。
例を挙げると、ターメリッ
クは – これはインドの全て
のスパイスの中でももっとも
よく使われるスパイスですが
- 殆ど全ての料理に使われて
いるのです。このスパイスは
最上部：ジャガリーは抗酸化物質が豊富で消化を助け肝臓を浄化するという働き
を持つことで知られています。; 下部：テプラ（平パン）はマメ亜科の1年草植物
料理に 黄金の味付けを添え
のフェヌグリークの葉を入れて作られたパンで、糖分を吸収し悪玉コレステロー
るのみならず、そのスパイス
ルを低下させることで知られています。
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料理

最上部：フェヌグリークの葉を焙煎して作られた茶で貧血、食欲不振、発熱、
それに頭髪の頭垢の軽減ができるという点で知られています。
下部：コッテジチーズフリッターをそば粉（クッツ カ アアタ）で周囲を固め
て時間をかけて深揚げしたサトヴィク食の一皿

サットヴィク 料理
• サットヴィク料理は、せんじ詰めて言えば、健康な体に前
向きな外観を作り上げる養分を持たせる料理です。
• この料理は野菜や穀類、果物、それにミルクや凝乳やホ
ワイトバターやギー（澄ましバター）などの酪農製品を使
って調理したものです。
• この種の料理は人工添加物とは無縁でスタミナ、平穏、そ
して精神的明晰さを追求する料理です。
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の持つ免疫強化力と蔓延るメ
タボシンドロームを減少させ
る効力をも持つのです。母親
たちは屡々子供達に温めた牛
乳にターメリックを混ぜて飲
んで喉の痛みを和らげ血液中
の毒素を奇麗にさせようとし
ます。こんにち、この飲み物
は多くの 高級カフェでター
メリックラテとして提供され
ています。ジンジャーもまた
同じような健康効果を持って
います。このようなハーブと
スパイスが料理に加えられて
際立ったいい香りを出し、そ
の上健康に寄与しているので
す。例えば、ワサビノキの葉
と実(ドラムスティックスと
呼ばれる)は北部インド全域
で使用されていてバクテリア
感染を抑え込んでいます。特
別なインドセダンの葉はマハ
ラシュトラでグディ パドワ
の祭の間使用されます。イン
ドセダンは食欲不振と発熱に
効力があり、それに心臓の力
を強めます。
ムンバイのバーティア病院
の栄養学部の部長を務めるプ
ージャ タッカー博士による
と、人体で試されたホーリー
バジルの治験ではその効果は
抗ウイルス性、抗微生物性、
抗菌性、抗マラリア菌性を兼
ね備えていることが立証でき
ました。ホーリーバジルは高
血圧、関節炎、並びに鬱病の
症状を和らげます。更にそれ
は抗癲癇薬、抗炎症薬、肝保

起因する胃腸炎、神経障害な
どの中毒症の試薬にもなりま
す。胡椒は必須栄養素の吸収
を改善し、消化管の健康を促
進します。ペパードリンクは
多くのインド家庭でインフル
エンザの家庭薬として屡々使
用されます。
サムバール（野菜入りレン
ズ豆カレー）やラサム（澄ま
しサワースープ）のような典
型的な南部インド料理や、そ
れだけでなくその他のカレー
料理もこれらのスパイス類で
味付けがされます。
インドのグジャラー
出来立ての食事を食する習慣はより多くの ト州の郷土自慢料理は
キチディにあります養分を取り、健康な体を保ち続けるために スパイスとしてはクミ
是非身につけなくてはならない習慣です。 ンとジンジャーのみを
伝統的な南部イン
ドの食事で、バナ
ナの葉に乗せて食
卓に出される料理
で、いくつかの慢
性病の予防に効果
があるとされてい
ます。

護作用、抗潰瘍性、そして喘
息薬としての効果も持ってい
ます。
アサフェティダは鼓脹症、
鼓腸症、それに過敏性腸症候
群(IBS)を緩解し、一方フェ
ヌグリーク（マメ亜科の一年
草植物でハーブ・香辛料の一
種）は糖尿病のような長年の
疾病をコントロールできるこ
とで知られています。クミン
とイワミツバは近代の消化薬
の代替として使用すること
ができ、消化を助け、食品に
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料理

使用した健康志向型の米とレ
ンズ豆で作られます。キチデ
ィは摂食不良の治療食として
屡々用いられ、その料理の健
康的添加物の単純さにもかか
わらず消化機能不良をリセッ
トできるとされています。ラ
ジャスタンからの伝統的なマ
ルワリ料理で使われる多種類
の乾燥した粉末状のスパイス
とハーブは体力増強に寄与し
ます。これらの料理はこの国
の砂漠地方の殆どに見られる
酷熱に人体を順応させます。
マハラシュトラは健康志向米
がプロテインのような必須栄
養素を保持するための複合発
芽新芽からなる健康米の産出
のシェアを担っています。レ
モンやシトラスをふんだんに
利用することでビタミンCの
含有量を保全しマハラシュト
ラ近辺の暑く湿気の多い気候
から人体を守るのです。
上部: 健康促進のた
めの料理でスパイス
スープのサンバール
に鶏の骨付きもも
肉を入れて煮込んだ
もの。
下部：アザディラチタ
インディカ、または
インドセンダンの葉
は信じがたいほど多
種類の健康効果を持
つ食材です。
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プンジャビ料理はその料
理にふんだんに使われる夢の
ように魅力的なスパイスとハ
ーブのアロマで非常に有名で
す。
沢山のスター アニス、ロ
ーリエ、サフランがカシュ
ミール料理には使われてい
ます。タッカー博士はサフラ
ンの効能に焦点を当てて言及
し、“サフランは炎症を抑え

右側：ラブリを盛った
ボウル、ラブリは食
後のデザートでイン
ド国内の全ての場所
で賞味されています
が多くの場合サフラ
ンを並べて添えるこ
とが多いです。
下部：マスタードソ
ースで和えた伝統的
魚のカレーです。マ
スタードシードは高
度の抗炎症効果があ
る事で知られてい
ます。

ることによって喘息発作を鎮
めるのに役立ちます。テスト
の結果ではサフランはトキシ
ンを減少させ直接的に喘息発
作を抑え込むことができるの
が分かりました。と述べてい
ます。凝乳と各種のスパイス
を用いた名物の子ヤギ料理は
力強い低コレステロールの美
食なのです。

食べながらのマインドフル
ネスと新鮮な家庭での手造り
食事はあなた方の日頃のスト
レス、不足感、不満を追い出
してくれます。専門医の意見
では料理してから４～５時間
以内に消化するのが一番いい
ということです。
今日に至っても古代のコ
ンセプトである均衡の取れた
サットヴィック食、則ち、新
鮮なままでスパイスの束を入
れての料理は世界で一番健康
的な料理であると考えられま
す。

ギタ ハリは著名ホテルのための健康
的サッチヴィク料理を整理、蒐集し
ています。彼女のレシピは業界を牛
耳る主要新聞の健康欄に連載されてきています。女
性達成者賞（WAA）の受賞者であるハリはテレビシ
ョーを自ら脚本で書きそのショーをテレビとディジ
タルプラットフォームで主宰しました。
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スポーツ
ラジャスタン州ジャ
イサルメルにあるチ
ョーサーゲームに使
用するヴィンテージ
ボードを備えた宮殿
のように豪華な部屋

さあゲーム

の時間だよ。
脳の戦略的能力を磨くとされるボードゲームから記憶力の亢進に至るゲ
ームまで、インドの伝統的ゲームはただ遊びを楽しむだけの効能をもっ
ているだけのものではありません。アビシェック デュベイはこれらイ
ンドの伝統ゲームをゲームをする現代人たちの注目を引く現代における
ヒンドゥー教ビシュヌ神の化身の再来と見做しています。
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古代のインドのエピックスは当時の人 まれているゲームです。歴史学者に
よると同じようなサイコロゲームが古
々を虚構ではあるけれども同時にな
代のインド全土で行われていたとの
まなましく戦略的でもあるゲーム挑
ことです。長方形のサイコロの残骸が
戦の面白さを持つ娯楽ゲームとして
古代人民に広く膾炙したものです。チ いくつかのハラパン時代の古跡から
発掘されています。今一つの広く行わ
ョーサーゲームというチェスの一種
のゲームを例を挙げると、このゲーム れたゲームであるチェスはインドで
開発されたゲームであると信じられて
は現代においてルードーと呼ばれる
います。
途方もないほど広く知られているボ
専門家によるとチェスは元来はア
ードゲームの祖先であるとの定説で
シュタパダ(64個の四角形)という名で
す。十字型のボードを使って4人で遊
ぶゲームでマーカーを戦略的に動か 知られていたもので、このゲームはチ
ェッカー盤に転がしてプレイされた
して遊びます。それぞれのプレイヤ
ーに4個のマーカーが割り当てられま ものでしたが、黒と白の四角形は使
す。このゲームはインド史詩マハバラ われませんでした。ある人々によると
タにまでも記されている
ゲームです。
近代における化身、則
ち自分の分身となるキャラ 必ずしも全部の先住民伝来のゲームが娯楽本
クターであるルードーは
位の目的でつくられているわけではありませ
いまではオンラインプラ
ん。事実いくつかの地方で行われているゲー
ットフォームで供されてい
ムは記憶を研ぎ澄ませ、観察力を養う技術を
る何千ものゲームのなか
でも一番良く知られて楽し 目的としています。

左から右に：ライオンと子山羊を表現した標識付きのアーデュ プリ アッタムの古
代の戦略ゲーム;幼い男の子たちが伝統ゲームのギリ-ダンダをヌブラ渓谷にあるツ
ルツク村で楽しんでいるところ
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スポーツ

伝統ゲームはいまだにインド全土で楽しんで
プレイされています。
北部インドの伝統ゲ
ーム
チャツランガ（ウッタル
プラディーシュ州） チェス形式のゲーム
ラゴリ（プンジャブ）別名七つの石とも呼ば
れ、7個の石を大きいもの
から小さいものへ順番に
積み重ねていくゲーム
駱駝の競争（ラジャスタ
ン州）

東部インドでの伝統ゲーム
テンガ ボール(アッサム州) - 地
方名でロバーブテンガと呼ばれる柑
橘果物のブンタンを使って遊ぶゲーム
ドロングに沿って(アッサム州) - ロ
ンドン橋をもじったインドの地方に
架かる橋ヲテーマにしたゲーム
ムクナ(マニプール州) - 村人による
レスリング
チェイビ（マニプール州）- フェン
シングの古代版
ナガ レスリング（ナガランド）
アチュグイ パーン ソーライムング
（トリプラ州）- レスリング
デュクウィ ソトンムング（トリプラ
州）- 綱引きゲーム

西部インドの伝統ゲー
ム

南部インドの伝統ゲーム

スリングショット - 古典的ス
リングショットまたはグレル
とも呼ばれる。

マラカンバ（タミル ナデュ）- こ
れは体操とヨガの合体したもので、
競技者は長い竿（マラカンバ）の上
でアクロバットを演じます。

コーコー（マハラシュトラ）つけ札をする伝統ゲーム

サチュランガム（タミル ナデュ）チェス

パガティヤ（グジャラト）石蹴り遊びの伝統的スタイル

チンニ ダンデュ（カルナタカ）- 別
名ギリ ダンダとも呼ばれ、長い棒で
短い棒を打つ仕組みのゲームです。

| 38 |

インド貴族合体チョ
チャツランガ（4人構成）というのが では中世の頃広くいき渡った遊び
ーサーゲームをプレ
でした。例の一つはガンジファと呼 イするために使用し
もともとのこのチェスゲームだった
とのことです。サンスクリット語では ばれるゲームで、これはムガール宮 た大判ボード
廷で大流行したものでした。紀元
チャツールとは四の意味でアンガ
前約1300年頃から始まった歴史記
は肢を意味します、則ち一大隊の
四部署を象徴していたわけです。古 録に残されているようにこれらの手
で描かれたカードはこんにちのトラ
代からの軍隊と同様にこのゲーム
は象、二輪戦車、軍馬、それに兵隊 ンプと呼ばれるプレイングカードの
たちを形どった駒を用い、大半が戦 前身です。これらのゲームは脳の
略精錬の目的でプレイされたもので 働きや技術を磨く目的で発展した
のです。
した。
タミル ナデュの地方ゲームの
同様にこんにちでもプレイされ
いくつかは実際のところ記憶力と観
る、伝統として残っているボードゲ
察力をつける目的でプレイされたの
ームはカッタム ヴィラヤッツと呼
ばれるゲームです。三目並
べの変形であるこのゲーム
は貝殻や硬貨、また石ころ
インドの叙事詩は神話に出てくる英雄たち
まで用いてプレイされたも
をそのゲームのなかでの戦略的手段として
のでした。
カードゲームも又インド
使用することでひろまっているのです。
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スポーツ

ペイントされた象
牙、またはガンジフ
ァのプレイングカー
ドで年代は18世紀か
ら19世紀のもの
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です – パランクリ アタムとアーデ
ュ プリ アタム（これらは前者は
フリ ガッタという名でカルナタカ
で、後者はアンドラ プラディシュ
でプリ ジョーダムという別名で呼
ばれていますが）はこれらのうちの
二つです。最初のゲームは2枚ガラ
ス質エナメル鋼でできたカラムで
カバーされたボードに7個の底の浅
いカップと硬貨(又は小石, 種、
貝殻)に似たものを用いて二人、ま
たは四人のプレイヤーでゲームさ
れるもので、一方二番目のゲームは
山羊や虎の代用として使われる硬
貨をその道具として含めた結構面
白い作りを売りにしています！
興味深いことに、これらの
古代に行われた屋内ゲームの多く
はゲームプラットフォームでこんに
ち再生して使われているのです。
地方色ゆたかなゲーム
インドはまた、いくつかの戸外ゲー

ムの誕生の地でもあり、これらの戸
外ゲームは世界中でいろいろ違っ
た名前で知られるにいたっていま
す。世界がキャッチ アンド スロー
と呼んでいるゲームはアッサムのカ
ルビ アングォング地域の住民たち
はダップ-ケルと呼んでいるもので
す。しかしこの二つの呼び方でよば
れるゲームの違いを分ける肝要な
ポイントは投げられ、受け止められ
るその物体が布製の玉という点で
す。もともとの言い伝えられてきた
知識によれば、女性たちは野菜を
布でくるんでそれをボールにした
そうです！伝統的に行われてきた
ゲームがその地で入手できる原材
料を使ってできあがっていること
は屡々みられる事実です。
そのいい例として挙げられ
るのはグリ ダンダと呼ばれるイ
ンド亜大陸を起源とするスポーツ
で、こんにちにおいてもまだインド
の地方地域では盛んにおこなわれ

Image: eastmojo.com

上部：ミゾラム州
のインスクナウル
と呼ばれるゲーム
を審判の合図で開
始しているとこ
ろ。このゲームは
現代の綱引きと関
連画あります
下部: パランクリ
アッタム用のタミ
ルゲームのボード

ているスポーツです。二本の
棒と石ころか丸い形をした物
体を使って二人かそれ以上の
プレイヤーで演じることのでき
るゲームです。フットボールや
ボクシングの他にこのような昔
から行われてきたスポーツの
いい点はインド国中で日常生
活に今も浸透して行われてい
るというところです。ミゾラム州
の先住民族のゲームであるイ
ンスクナウルと呼ばれるゲー
ムを例に挙げて説明すると、こ
のスポーツはゲーム参加者が
竹やその他の木材素材ででき
たものを握ってお互いと押しく
らべをして勝敗を競うもので
す。北部インドではクシュティ
（ペールワニ、言い換えるとレ
スリング)；スール(北部インド
のアヨディヤ周辺の地で行わ
れる戸外ゲーム)それにスクウ
ェイ（カシミールに起源をもつ
武術の一形式）のような伝統
的なゲームが行われているこ

とがわかります。こんにち、現
代における問題の解決を模索
して過去にその答えを求める
ようにこれらの伝統的ゲ―ム
とそれらの持つ現代への関連
性がとても重要な答えになり
ます。政府と私的企業は手を
組んでこれら伝統ゲームを保
全する段取りを組んでいます。
ボードゲームがいまやディジタ
ル形式に切り替えられて生ま
れ変わってきているかたわら、
学校ではシラムバム、
マラカム
ブ、さらにガトカというような古
代の戸外ゲームに子供達を順
応させるようにとの要請を受
けています。

アビシェク デュベイはインドの超一流の
スポーツジャーナリストで今日に至るまで
の15年間、国際スポーツを専門に取材して
きた人です。三冊の高い評判の書籍の著者で現在プラサ
ル ヴァラティ スポーツでの国民アドヴァイサーであり
インドの公共放送局長を務めています。
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遺産

現代の

ための伝統
工芸遺産の復活とは単
に古い藝術形式を反復す
ることを意味しているわ
けではありません。その
意味は古い藝術形式を徹
底した創造的自由を駆使
して現代に繋げて、その
努力による工程に持続可
能性を与える事なので
す。これが数社のブラン
ド保持企業が田園地帯の
ラジャスタン居住の職人
たちに工芸品の製作の持
続を持ち掛けている理由
なのです。
ヴィナヤク スルヤ スワミによる工芸品

マッテオ シビックの
ジャイプール ウンデ
ールクラメル－ル コ
レクション
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昨年、サワン カ レハリヤと呼ば
れる色彩に富んだラグの職人によ
るオリジナルデザインの作品に有
名な欧州製品デザイン賞の2019年
度賞が与えられました。この賞は世
界中から応募されたユニークなデ
ザイン作成の試みを問う作品の中
から選定して授与するもので、この
賞を獲得したのはジャイプール近
郊にあるケクリ村に住むパルヴァテ
ィとバグチャンドでした。この州の
伝統の手織り段通織作業共同体
の会員であるこの二人の職人たち
はこの光煌めく美しさの手織り段
通を彼らの住む砂漠の家を取り囲
む大自然に触発されて創造したの
です。二人が言うには、この作品は
その制作を完全に彼らに任された
最初の仕事だったとのことです。そ

してその成果としてこのように大き
な賞賛が彼らが独自で製作したデ
ザインに与えられる結果を齎した
のですから彼らはこの賞賛で大き
な勇気を得たのです。
彼らはジャイプール ラグス イ
ンディア（JRI）の支援を受けてい
る織物共同体のメンバーで、この
JRIは40年の歴史を持つブランド
で、古い昔からのインドの織物伝
統保全と同調するものです。
ラジャスタンの活気に満ちた芸
術伝統とその芸術に携わる家族た
ちを生かし続けるべく働いている
今一つのグループにニラ ハウスが
あります。
“それぞれの伝統工芸共
同体が自分たちの生活様式に誇り
と信念を持っているので、我々がそ
れらの芸術価値を何らかの介入方

これらのセンター
（卓越のアートの
中心）は織物と手工
芸品分野に携わっ
ていてる人々でイ
ンドの繁栄に寄与
している人々に励
ましを与えます。
ナレンドラ モディ
インド国首相

創造力は我らの魂で
す。私達の持つ動機
は多数決のラグを創
り出すことでは決し
てありません。常にも
う一度作ることは不
可能なものを創り出
すことが必須の条件
なのです。これは自
分のデザイン、自分
の創造物で唯一の価
値であり、動力機械
が創り出すことはけ
っしてできないもの
なのです。
バグチャンド
ラジャスタンのラグ織工
サワン カ レハリヤとそのデザイナーのバグチャンド とパルヴァティ。このラグは欧州製
品デザイン賞を受けました。
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同一のデザインで色も大きさも同一でも手工で製作される以上全く同じものに
はなり得ないどころか全然異なった仕上がりになるのです。織り手の固有の考
え方ととらえ方が織られたカーペットを形成するのです。このことが私が心か
ら持って帰りたいと思う固有のカーペットがどれかを決定するのです。
マッテオ シビック
イタリアのデザイナー

式で使用すれば、彼らはその介入
から更に力を借り、受け入れる事
になります”とニナハウスで職人
開発部の長を務めるジュイ パン
デイは言っています。

左から右へ：ニラ ハ
ウス出品の伝統的染色
法を代表する家財道
具；ジャイプール市の
地勢をヒントにインス
ピレーションを得て製
作されたカーペット。
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簡単にすること
こんにちにおいては組織は職人
に創造的自由裁断を任せれば、
それで職人にユニークな作品を
作らせることができることになる
と理解するにいたっています。た

とえば、JRIが考案した玄関の階
段立ち上げ企業精神プログラムは
只原料を渡すことだけではなく、
織り手をつとめる本人の職人のほ
かにも職人を助けて織る家族の
ために織機や糸其の他類似の必
要とされる道具もその職人一家の
家の入口の階段のところまでまと
めて運ぶという作業を意味するの
です。
ニラハウスは二又のアプローチ
という手段を取っています。一つ

田園地帯に位置する生活共同体は共同体で暮らし工芸する人達を
その局部的な地方から外にある広い世界が如何に活動しているか
を彼らに理解させる助けの役割を果たす指導者を必要としてい
て、今日の組織と呼ばれる営利団体はこの流れを促進する役割と
なってきています。
目の働きは直接的にデザイン開発
に介入することで二つ目はジャイプ
ールのニラハウスセンターに展示
場を設けて職人が彼らの作品を紹
介、促進、公表、そして展示する働
きです。
さらなる段階
“工芸を現代の世で栄えるように
するには従来の工芸に変化を加え
ることが重要です。伝統工芸の保
全と持続保護の鍵となるものは今
までの工芸品をこんにちの世に受
け入れられる工芸品に移し替える
ことです。これを実現するにはま
ず忍耐力、理解力、全力投球、そ

れに伝統工芸形式と同時に現代に
おいて我々が達成できるかぎりの
最高の工芸品の両方に注ぐ情熱で
す。”とはニラハウスの長を務める
アヌラダ シングの言葉です。
マッテオ シビックは高名なイタ
リア人のデザイナーですが、彼は
JRIと協力してアバンギャルドデザ
インの手造りカーペットをヨーロ
ッパのデザインセンスに習っての
実験的製作を成し遂げ、ジャイプ
ール ウンデルカメルと名付けまし
た。
“この名をつけられたカーペッ
トは全て芸術作品です。私は人々
がこれらの敷物を見て、そして実際
に使い、これほどまでに豊かな自

左から右：伝統技法のハ
ンドタフトしたカーペッ
トの各生産段階
芸術作品に携わる共同生
活体での家庭婦人の村の
家庭で行われる微妙で骨
の折れる仕事の段取りを
へてカーペットをデザイ
ンしているところ
JRIファウンデーション
がラジャスタンの奥地の
村の女性に暮らしの手段
を与える仕事を終えてい
ます。
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手で作られたものが均一でないことの美しさ
を愛しています。たとえば、インドで作られ
る年月とともにどんどん手になじんでくる織
布の肌に与える感触に関していえば、これは
この世界に類のない素晴らしさです。
アンナ ヴァレンタイン
英国デザイナー

然をもつこの国インドの高い感
受性を理解してくれることを望む
者です。更に私はこれらのカーペ
ットの一枚一枚を精魂込めて製
作した大変な職人の労力を人々
に理解してほしいと望みます。”
とシビックは述べています。
英国の高級ガーメントのデザ
イナーであるアンナ ヴァレンタ
インはラジャスタンで生地職人を
使って手広い仕事をしているデザ
イナーで、彼女もまた持続可能性

の必要を断言しています。
“私達
が私達を取り巻く環境に気を配
れば配るほど、その環境は私達
に我々が購買するもののみならず
そしてそれがどこで作られたもの
であろうということだけでなく、む
しろこの一切れの生地は何時ま
で使用に耐えるのかということに
気付かせてくれるのです。”とヴァ
レンタインは言っています。彼女
は最近ニラハウスとコラボして伝
統的な手織り技術と自然素材の
インディゴ染料を公開すべくその
目的のコレクションを計画してい
ます。
形を創り出すこと
いまでは、ラジャスタンの近郊に
残っている昔ながらの田舎の場
所で、職人たちが自分たちの子ど
もに工芸を学ばせています。
ラジャスタンの手
工芸職人が伝統の
織機でラグを織っ
ているところ
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こんにちにおけるインドの組織は世界中からの工芸芸術家たち
を創造的交換とでも名付けられるアイディアを以って団結さ
せ、インドの片隅の共同生活体が彼らの工芸を広く世界に知ら
しめる活動に携わっています。

左から右：ニラとア
ンナのヴァレンタイ
ン コレクションが陳
列されているところ
手織りカーペットで
綿糸とその代替糸を
使ってその創造的デ
ザインに命を吹き込
んでいるところ

職人たちに啓発されて立ち上
がった政府の援助を受けての持
続的生計と革新的支持システム
は工芸分野とそれに携わる人口
が繁殖的に増加し、保全される
ことを確かなものにしています。
会社組織の先導を以って社会的
により責任を持つ立場に工芸を
位置付けるという動きはいまでは
多様化されてきて、工芸職人たち
は地方に根付いた経済圏を打ち
立てることに心を砕いています。
地方に存在する共同生活体は地
方から外へ踏み出した外部世界

を彼らに教えてくれる指導者を
必要としています。そしてこんに
ちの組織(会社組織)は我が国を
内部的にも外部的にも一体とな
るように結びつけるこの過程の
促進剤の役割を果たしつつある
のです。

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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例に従って学習する
ガラスの天井をぶち壊すかどうかは女性自らの強い決意と決断次第です。
伝統的に男性の仕事であると見なされてきた種類の業務に女性が決意を固
めて乗り出し、植民地時代からの遺産を一時だけでなく長続きする冒険企
業に切り替えて、いままでの男性上位のインドにおける医学教育の観方を
見直して、女性が従来の固定観念の殻を打ち砕いて、この男性で固められ
ていたゲームに改革を加えたのです。ここではそのような進取の気概に燃
えた５人の女性起業家を紹介します。
シュラバスティ マリクによる記述
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近代におけるインドの女性が独自の自
己の価値を社会に問うという自己変身
を成し遂げたという事実が起きたこと
には疑いの余地がありません。この変
身を遂げた女性の姿はいまや社会で
の先駆けの手本としてみられる時代
になりました。インド国首相のナレン
ドラ モディもこの新しい女性の生き
方の堅い信奉者で、おそらくこの事実
が婦人の日(2020年3月8日)に彼の書い
たソーシャル メディア 記事の何百万
人ものフォロワーを7人の鼓舞精神に

あふれた女性の才覚に任せた根拠な
のやもしれません。そしてその結果こ
の7人がこの改革を成し遂げる人にな
るに至った彼女たちの努力の過程を
話すことによってインドという国に新
たな息吹を吹き込むことになっている
のでしょう。これらのインドの女性起
業家たちは単に現存のビジネスモデ
ルを破壊して変革したのみならず、わ
が国の環境、社会、そして生活様式に
まつわるいくつかの問題点をも惹起
するにいたっています。

インドはこの国のどの地域にも女性の顕出した成功者を擁しています。これらの女
性たちは広い分野において優れた業績を打ち立てた人々です。このような女性たち
の成し遂げた努力とその大志は何百万もの人々に勇気を与えています。そのような
女性たちの成し遂げた業績を祝い続け、彼女たちから学ぼうではありませんか。
ナレンドラ モディ
インド国首相

インド国首相のナレンドラ モディと婦人と子供のための発展事業と織物産業担当兼任の大臣のスム
リティ イラニが2020年度のナリシャクティ賞の受賞者たちとともにいるところ
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文化的差異を乗り越えて、事業遂行の規程要因を再定義し
て、女性起業家たちは彼女たちの帰属する共同体に前向き
で強い影響を与えています。
復活させる技能力

ニードルダスト
の扱うジュティ
スと呼ばれる履
物の最新のコレ
クションからの
デザインを加え
たいくつかの靴
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織物産業復興論が白熱する時代
に、シリン マン はジュティス(
平底の伝統的履物)に狙いを定め
る事を決意しました。彼女は2014
年5月にニードルダストを立ち上
げ、高品質のジュティスを近代女
性のためのファッション宣言を代
表する品目として復活させ、再び
世に出すことを目的としました。
マンは古い品物に対する頑固
な否定者と蔓延る否定的観念にも
めげずにジュティスを履く人が誰
もいなくなったと勇敢に指摘しま
した。彼女は職人探しを始めまし

た。“ジュティスを製造すること
には高い技術を要する工芸の力が
必要でこの力は伝統的に受け継が
れてきている力なのです。”
彼女はただ単に職人を見つけ
たのみならず、かれらの技術を駆
使して古い皇室で使われた様式の
ジュティスの作成技巧との融合を
革新的なデザイン感性と刺繍図案
を用いて達成させました。
彼女は染めのアートを復活さ
せることに成功して職人たちに生
計を建てさせることができたこと
を誇りに思っています。“我々が

女性たちに関する金言である女性が天の半分を支えるという言葉は寧ろ女性の
社会における重要性を過小評価した言い表し方と言えます。こう考えるとこの
金言は性の平等性と女性への権限付与を目指している我々の努力に今一層の拍
車をかける激励の表現であるとも言えるでしょう。
S.ジャイシャンカー博士
外務大臣

シリン マン
創立者、ニードルダスト
成果： 達成綱目：絶えいきつつあっ
た染色伝統工芸

上部から時計回りに：新色の色彩豊かなデザイン感性が加えられた伝統的履物；シリン マ
ン サンガ、ニードルダスト ブランドの創始者；伝統的履物のジュティスに豊かな色彩を
付加したネオコットブランドの自転車のデザインをオマージュ（敬意を表）して作り上げ
た現代風な履物

職人たちに自信を持たせることができ
た理由は彼らに安定した仕事を与えた
ことによるのです。ですから私たちは
ジュティス製造者たちをその家族ごと
雇い入れて、そしてまた、彼らの子供
達の教育費も援助しているのです。私
はいつも感じていることですが、工芸
はそれを作る職人たちに誇りを持って
もらわなくては美しくなりません。で
すから私は我々がそのことを達成でき
てきていると信じています。”
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汎インドでの成功物語

2004年10月にムンバイのカルソウ バ
ウ コロニーの中で４脚の小さなテー
ブルだけで映画監督ケヴィン メスマ
ンの縁故家族からのデカダンな祝福
を受けて開店した店は今ではインド
を代表するパティスリーとなっていま
す。しかしテオブロマ洋菓子店の看板
パティシェであるカイナズ メスマン
ハルチャンドライはそのような名声を
受けるほどではないとそのような賛辞
を受ける事を恐縮しています。”お褒
めに預かれるとしたらそれは自分で
はなくて私の両親です。彼らがこのブ
ランドを始めて、有名にした人たちな
んですから。私はただそれを引き継
いだ娘に過ぎません。”と彼女は言っ
ています。
菓子を焼くことは家族の手による
仕事です。カイナズの母親が小さなホ
ームビジネスを手掛けてケーキとブラ
ウニーを焼いてデザートを作っていま
した。このホームメード菓子店を最初
に思いついたのはハルチャンドライ
が怪我をして、その回復途上の時でし
た。”私達はこれを本格的な商売に
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しようではないかという議論を始めま
した。まず初めに考え付いたことは自
分たち自身が大好きな食べ物を店に
出すこと以外には考えられないという
思いでした。”と彼女は付け加えまし
た。こんにち、テオブロマはインド国
中に複数の出店を誇る大規模な菓子
店となりました。しかしこの大きな事
業は色々な試行錯誤を経てのちにや
っと達成の域につけたのです。

上部(左から右へ) テオ
ブロマのクラシックオレ
ンジジュースケーキと美
味しいチョコレートトラ
ッフルボール
下部：キアナズ姉妹(左)
とティナ メッスマン、
彼らはテオブロマの創始
者です。

カイナズ メス
マン-ハルチャン
ドライ
テオブロマ パティ
スリーの創立者
成果： 業績：小さ
な家内ビジネスをイ
ンドの一番有名なパ
ティスリーブランド
になるまで築き上げ
たこと

近代のインド女性 - 自
覚心に富み、高い教育を
受けていて、実力を持
ち、自らの持つ役割と責
任を建設的な方向に常に
再検討し、インド防衛軍
の高位の役職にあった
り、インドのGDPに寄与
する立場をこなしたりす
る女性たちです。

ルーツとの再接続
ディークシャ アガルワルにインドの
観光産業に手を染めさせた全ての理由
は19世紀に建築されたムッソーリーの
クラウド エンドと名付けられた植民
地風バンガローに起因します。彼女が
最初にこのバンガローを目にしたとき
にはこの建物はボロボロに荒れ果てて
いました。アガルワルはそのバンガロ
ーを改築してクラウドエンドフォレス
トリゾートに移設し、これをこの地方
での最高に格好いいブティーク調の建
物の一つに変身させたのです。このリ
ゾート地は2,000エーカーの樫の木と
ヒマラヤ杉の森に囲まれていて、そこ
は40種にも達する植物相と103種の動
物相の生存の場所です。
この土地が遠隔の地にあることは
保全の難しさを意味します、しかしア
ガルワルは水不足の補充は雨水を畜水
することで対応し、太陽電池板を使用
してエネルギー問題をも解決しまし
た。この地の羊飼育共同生活体から冬
季の森の自然のなす枝刈りと枯葉によ
る肥料蓄積の利用法を教わり、彼女の
努力で車の通れる道が建設されるにい
たり、これはこの地の人々が繁栄と成
長につながる仕事を得る結果を齎した
のです。

マスーリーの樫の森のな
かにあるクラウドエンド
森林リゾート

デイークシャとヂヴィシャ アガル
ワル、クラウドエンドリゾートの
主任操作官たち

デイークシャ アガ
ルワル
マネージャー、クラウ
ド エンド リゾート
成果：自力で修繕して
立ち上げた古建築物、
並びにその周辺の自然
を保護したこと
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どんなに挑戦しても、し過ぎることはない。
こんにちにおいては、我々が為したり
使ったりするものは全てどこかでディ
ジタル的な影響を受けていたり、また
はディジタル方式で動力供給されてい
ます。例を挙げるとアメリカ合衆国と
欧州での活動経験を持つヘルスケア
相談業を務めるサヴィタ クッタンは
オムニキュリス、則ち独特な継続的医
学教育(CME)プラットフォームを立ち
上げ、これは2016年にインドの医師会
の期待に応えて開発に至りました。
インド最大のCMEプラットフォーム
であるオムニキュリスはインドでヘル
スケアを徐々に発展させることを医学
者たちに無料のビデオを用いたコンテ
ンツを供給する手段で試みています。

インド最大の医師用オンラインプラットフォームのオムニクリスの共同設立者で
あるサヴィタ クッタンとプリヤンク ジャイン

インドは女性飛行機操縦士を保有する国として世界最高の保有率
を持つと認識されていて、同時に陸軍においても今や最高位の職
務ランクに女性登用の道を開いています。インドは正しい世界風
潮に則っている国家です。
この命題を実行するために、このプラ
ットフォームは８か所の州政府と35の
名の知られた医師会と医療機関と協
力体制を組むことになりました。
“私
はインドの医療に段差があることを認
識していました。我が国の医師たちは
屡々時間が無かったり、または資金が
無かったりして医学会議やセミナーに
出席できません。このプラットフォー
ムは医学のエキスパートとスペシャリ
ストたちが国中から集まって知識のた
まり場を創り出し知識の普遍化を図
る場所を提供する役にたつのです。”
と彼女は述べています。
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サヴィタ クッタン
オムニキュリス(イン
ド最大のCMEプラット
フォーム)の設立者
成果： 医師たちを助
け、彼らの知識をディ
ジタル化するアプリを
立ち上げたこと。

その時間の必要性

時計周りに左から：東方神起―
Dongbangsingi(Y3K＝AD3,000)による音楽演
奏： 2020年2月に作成された音楽アルバ
ム‘サンズ ソーファー；’ディスコ社のネ
ット上の催しの公開討論会でのディスコの
共同設立者であるクリシャ シャー

クリシャ シャー
ディスコの最高経営責任
者で共同創立者
成果： 包括的専門的ネ
ットワークプラットフォ
ームの創出。

ロンドンでのコンサルティングの業
務の場でクリシャ シャーは興味の
持てる職業とのコネクションがまる
で無いこと、それにそのようなつな
がりを作り上げる方法も無いままで
いることに気が付きました。彼女は
この大きな穴の存在を彼女の兄弟
でディスコの共同創業者であるミシ
ャルに告げました。この二人は直ち
に努力を傾けてそこで人々、各種ブ
ランド、それに色々な事業がお互い
を見つけ合い、共に働き、共同作業
ができるソーシャル ネットワークの
製作に取り掛かりました。”最初の
関門は我々は仕事のポータルサイト
を作り上げることに努力しているの
ではなくて仕事を探したり提供した
りするすべての必要性に合う混交プ
ラットフォームを創り出すことが目
的なのだと理解してくれる正しい理
解者を見つけだすことでした。そし
て徐々に私達は一つのコミュニティ
を形つくり、デザインし、そして創り
出すにいたったのです。
ディスコはそのコミュニティの会

員たちに彼らの仕事内容を明示さ
せ、彼らが非雇用員になりたいの
か、それともフリーランサーになり
たいのか、難しい仕事を解決する
ためにオフラインのコンサルテーシ
ョン セッションを利用する気なの
か、そのうえで精選されたイヴェン
トに出席したいのかを決めるように
促しました。
“インドは我々が働き
ネットワークするやり方を分解検査
する用意ができている；より多くの
透明性、協働経営する姿勢、それに
キャリアの波長分布の拡大。ネット
ワークはもはやスーツを着て名刺を
やり取りする行為から逸脱している
のだ。” とシャ －は結論付けて
います。

インドのマスコミ研究所を卒
業した後、ブバネーシュワル
に拠点を置くタブロイド新
聞、MyCityLinksとThe Pioneerで
働いてきました。音楽と本が好きで、旅行、音
楽、その他彼女の興味をそそるものについて書
くことを楽しんでいます。
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旅行

モーターバイク

の上からの物語
我が国の広大な国土の隅々にまで横たわる本当に目に痛いほどの明るい色彩は長
い期間それらの場所で守られてきた光景です。ピヤ バハデュールは彼女のバイ
クでの旅をサドルに座って動くだけの単なる移動手段から勇気のいる冒険的な革
新を遂げる体験に作り替え、バイクでの移動がどの国に行くにしてもその国の深
部にまで到達する踏査と、その結果として結びつく自己踏査を可能にする最上の
手段としてどれ程の効力を発揮できるのかを地図の上で表現しています。

過去数年にわたって、イ
ンド縦断のバイクによる
旅行が相当に普及してき
ています。
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こんにち私達がこれはときめる
ということは私達がこの世界から
手に入れるものである全身性波
動上昇に導かれての決意なので
す。私達が自分たち自身の意識と
その意識をもって到達した決断
に達する努力を覚えていることは
まずありません。これは私が単身
でアジアのとても景色の美しい場
所を数か所バイクで走り回った時
に特に強く感じたことですが、そ
の時にこの旅は正解だったと自分
自身を相手に感じた満足感のよ
うなものはそれからもずっと私の

中に止まっていて、この旅を選ん
で、出かけようと決心したその時
の自分の決断が私をご機嫌にして
くれて、決断したという行為から
一歩進んで私自身を気分いい存
在と思わせてくれているのです。
このように、4人組のバイクの
遠出でヒデラバドからヴェトナム
まで走って帰ってくるというその
4人の一人になるという機会が来
た時には、これはほんとかなと思
ったほどに嬉しく思いました。空
港に降り立って隣国に住む人々を
尋ねて、ガイド付きのツアーという

著者(右端)が彼女の
ライダー仲間のジャ
イバラティ、シルパ
バラクリシュナン、
それにASD シャンテ
ィ(左から右へ)、彼
らがヴェトナムの首
都、ハノイのインド
大使館に到着時に

我々はインドの北東を南東アジアの入口として発展させています。インドの東アジアとの関係
強化策であるアクト- イースト政策を目標とする政策の先鞭です。インド-ミャンマー-タイラ
ンド ハイウエイは一貫して繋がった連結性を形成しています。このハイウエイの建設が終了す
れば商業、観光業が栄え、この地域の伝統がその繁栄を後押しすることになるでしょう。
ナレンドラ モディ
インド国首相
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旅行

IMT（インド-ミャンマー-タイラン
ド）三国間のハイウエイ

Kanpur

Patna

Moreh-Tamu
Myanmar
(Naypitaw)

Laos
Thailand

Nagpur

Luang Prabang

Mae Sot

Hyderabad

Cambodia
Phnom Penh

The author’s journey from
Hyderabad in India to
Vietnam via Myanmar,
Thailand, Laos and Cambodia

Vietnam
Ho Chi Minh City

1,360キロにわたるインド-ミャンマ-タイランドの三国間を結ぶハイウエイはインド、ミャンマ
ー、タイランドに係わる進取の精神の発現なのです。このハイウエイはマニプールのモレーから
タイランドのメーソートまでミャンマー経由で横切る道路です。また、この道路はこの地域で最
も走り甲斐のある道路として出現したものです。完全な形の循環道路でIMTハイウエイに沿って
ラオスとカンボジアを通ってヴェトナムまでを繋いでいます。

モレー(インド)  タム（ミャンマー）  カレミョウ  ネピドー  ヤンゴン
（ミャンマー）  メーソート（タイランド）(約1,360km)
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Map not to scale

三国を繋げる形を形作るルート

若年の佛教僧侶た
ちが北部ラオスで
自転車に乗ってい
るところ

のも勿論わるくないでしょうけれど
も、複数の都市と田園風景一杯の
田舎の土地をバイクで通り抜けるの
はもっとずっとやり甲斐のある旅の
ように思えました。新設のインド-ミ
ャンマー-タイを結ぶ17,000kmに広
がり6ケ国を股に掛ける三国間ハイ
ウエイを400ccのバイクにまたがっ
て眼下の道路を縦横にズタズタに
する勢いで走りまわることは人間に
あたえられた人生での冒険のようで
した。
まずの第一歩
それまで、私が自分に許した広い幹
線道路のドライブは長くて数日しか
かからない程度の旅でした。母親、
従業者、そして妻としての長い年月
は私の危険に挑む魂の出す声をバ
イクのマフラー音もどきに消してし
まっていました。

私の引っ込み思案と冒険心抑制
の生活は延々と続いていましたが、
ある日長女のアディティにどうして
お母さんは旅行にも行かないの?と
聞かれたのです。
“ほれ、胸張って
出ていくかそれとも家に閉じこもり
たいの？”彼女は私をじっと見つめ
ていてその目はそんな風に言いたそ
うでした。彼女はいたずらっぽくま
つ毛を動かせて見せていました。そ
の瞬間に私は一番むつかしいこと
への先ずのとっかかりはただ諺どお
り’飛‘ばなくてはいけないという思
いに押されたのでした。
娘の言葉の意味の重みの全てが
数週間のちに私に戻ってきました。
その時、充分走ったあとに私達はミ
ャンマー西部のアラカン山脈に横
たわる原始の暗い森の一本の樹木
の下にバイクを止めていました。家
に居ればこのころには食卓に夕食
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旅行

インド国内の道路に乗って
インド国を横断する最上の路上経由の旅
ヒマラヤ逗留
往々にして旅の内で一番困難な旅が一番報
いの多い旅でもあります-このヒマラヤ地区
を横切ってヒマラヤ山脈の中心に向かうよう
なアドレナリンを刺激する車の旅はそう言え
る旅です。5つ以上の渓谷を通り抜けてイン
ドでもっとも辛い道路のいくつかをバイクで
横切って走るのは臆病な人向きではない挑
戦的な旅です。この旅を試みるに完全に適し
た時期は7月から10月の間です。

北東のすばらしさ
もしこの旅をちゃんと計画なさるのなら、
この地域が持っていて提供する木々の並
んでいる間にある美しい風景の殆ど全部
を見ることができます。森のあるアッサム
の平原からメガラヤのルートブリッジへ、
それから最後にはアルナチャル プラデ
シュの高山の峠に行きつく行程を行く旅
はそれらの素晴らしい景観のすべてをあ
なたにお約束します。この旅は7月から10
月の間に行うのが一番です。

Srinagar

Shimla
ルート：シムラ-スピティ-マナリ-レ
ー－スリナガール(約1,522キロ)

ルート：チェラプンジ－グワハ
ティ- テズプール- タワング(
約660キロ)

Jaisalmer

Tawang
Jaipur

ルート：ジャイプール-ビーカーネ
ール-ジョードプル-ジャイサルメー
ル(約870キロ)

Cherapunji

タンタリシング タール
ラジャスタンという壮大な景観を持つ土地
を探索するのにはモーターバイクでドシンド
シンと音をたて続けながら乗り切るほかに
ありません。この州の野趣に溢れた魅力は
もし貴方がこの州を苦労しないで横断する
つもりがないならそこを旅することはお忘れ
になるべき場所です。極端に上昇する夏季
の気温のためにこの旅は冬季の11月から2月
の間に行うのがベストです。

Bengaluru

Kodaikanal

ルート：ベンガルル-ミスル-コダ
イカナル(約518キロ)
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南の孤独
南部インド地方での週末の旅として最も評
判の高いものの一つはベンガルからミスル
へのバイク旅行で、この旅程ではオーティと
コダイカナルまで足を延ばすこともできま
す。この旅は静謐な村々を通り抜けますがそ
の村々の中には南部インドの田園風景の凝
結した美しさがあります。

インドからの其
の他の付帯情報

インド－ミャンマー国境でミャンマーに入国する前にビルマの将校たちと一緒にいるグループ

ヒマラヤ逗留

を並べていたでしょう。
でもここ、
この美しい国で、私はこの遠出に
加わることに決めた日のことを思
い出していました。私がもうこれ
からは何にも束縛を受けないと
決心したとき、同時に考えたこと
は--社会規範や頭に浮かぶ義務
感や責任感や、年齢が高すぎるし
うまくやれないかもしれないとい
うことや、試走期間をうまくこな
せる状態か、それに一番つらかっ
たのは利己的に見えやしないか
という怖れでした。
しかし旅は始まりました
私達のバイク旅行はその事自体
が大いなる経験でした- 生れては
じめて私はこの旅の行き先に全く
構わないでいられました。一キロ
走るごとのその距離を走る満喫
感を味わい、全部走って17,000キ
ロ近くに達する行程を歓喜してい
ました。
私達がヒデラバドから2,800キ
ロの地点に来た時、この地点がこ

の旅を始めた地点だったのです
が、そしてインド国境のモレ-、こ
こがミャンマーへの入口だったわ
けですが、私達は“インドー！、イ
ンディア!”と叫んでいる声を聞き
ました。少年少女の一群が私達
に手を振っていて激励してくれて
いたのです。私達も手を振り返し
ました。それからあと、私達が国
境を越えてミャンマーに入ってラ
オス、カンボジアそしてヴェトナム
に入ろうと走っているときにも、

• 移りゆく風景-チャンバと
キンナウルの緑の渓谷を起
点としてラホールのスピテ
ィの極寒の砂漠を経てレー
に向かうことになります。
• ダンカール、タボ（スピテ
ィ）、スピテュク、そして
サンカール（レー）の僧院
• ピン ヴァレーとヘミスに
代表される高地国立公園

北東のすばらしさ
• タワングへの チェラプン
ジ周辺の滑りやすい、雨に
洗われた道路を通るこの旅
はどんなバイクライダー
にとっても大した経験にな
ります。
ラダクに設置されているカルダング ラ パスは世界で一
番の高地の走路をその一部として持つ自動車道路であ
り、この地方を象徴する道路です。

• 見逃せない場所はチェラプ
ンジ-マウシンラム保護森
林のような深い森におおわ
れた森林保護地域です。
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旅行

インドからの其
の他の付帯情報

タンタリシング タール
• 曲がりくねった道路がオオテ
ィの生き生きした緑の光景と
絵のようなタミル ナデュの
コダイカナルの滝へと登って
いて、この南部での滞在は週
末の短期休暇にうってつけで
す。
• オオティは西ガッツ山脈にあ
るリゾートタウンです。
• マイソール宮殿のような年を
経た記念建造物と聖フィロメ
ナ教会

興味を集めるタール砂漠
• ・ラジャスタンの美味しい
料理はインドでの最高に名の
知られた料理の一つです。
絶対に一口味わってみてく
ださい。
• ・ジャイサルメールでの砂漠
の野生動物のサファリ、これ
はタール砂漠のずっしりとし
た砂丘のただ中での星空の下
でのキャンプを含めて得られ
る悦楽です。
• ・ジャイプール、ビカネー
ル、それにジャイサルメール
に、或いはその周辺に建つ数
多い城壁と宮殿
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私達はこの叫びを何回か聞きまし
た。この歓迎の叫びはいつも笑顔
と親指を立てるサインと、それに
私達の着ていたバイク乗り用のジ
ャケットにピンでとめた三色の旗
印を さして激励してくれる人達も
多くいました。
イラワッディ川とメコン川を渡り
ながら私達はそのあたりに私達が
それらの国々と共有していると見
間違えようのない遺跡の痕跡を見
ました。私達はヴェトナムの奥地に
チャンパ王朝のマイサン記念建造
物にその事実を感じ取りました。
私達はこのような遺跡を古代仏教
徒の住んだバガン遺跡でも見まし
た。自宅からはるかに離れたこの
ような南西アジアの中心部に建つ
古代ヒンドゥー寺院で、私は我々
の祖先の発揮した勇敢さに圧倒さ
れるほかなく、改めて私達は勇壮
な冒険者たちの誇り高い血筋を引
いているのだと実感しました。

上部：ピヤ バハデュールが彼女の娘のアディ
ティと。ＳＥアジアを渡る旅の参加者であるこ
とはバハデュールをより自信に満ちた、理解深
い、そして力強い母親にしています。
下部：ミャンマーのイラワッディ川に浮かぶ丸
木舟。著者の旅の中での忘れがたい光景

右：ラジャスタンの土
着民、華やかなドレス
とターバンをつけてと
てもフレンドリーで
屡々モーターバイク
の短い騎乗に加わり
ます。
下部：タミルノコダイ
カナルの新鮮なグリー
ンの森はインドでの
最高に美しいロード
トリップ経路の一つ
です。

より良い明日のために
ヴェトナム新聞が私達の旅につい
ての取材を出版したあと、この地の
バイククラブのメンバーたちが町は
ずれまで会いに来てくれて私達を
ホチミン シティまで先導してくれ
ました - 私達は双方とも一言も言
葉が通じませんでしたが、お互いに
友情を分かち合えたことは紛れも
ない事実でした。私は見慣れた気
がするけれども確かに外国の地で

お互いに友人同士としてバイクで走
ったのです。
境目に橋をかけて人々とそれぞ
れの慣習の間に横たわる距離を縮
めることを目的とする多国間の取り
組みは、常にそれについて聞くこと
も読むことも素晴らしいことです。
しかし私がバイクの下の湿った道
路を感じながら前方にある水平線
を走査することに目を据えてこのよ
うな連携の通路を建てることに取
り組んでいると、私は細かい点を
見落とさない努力をして、初めての
人々に会い、お互いに話し合う、こ
のような旅こそがより良い明日のた
めに文化を分かち合えることなの
だと悟るに至り、相互の理解と同情
心に満たされました。

ピヴァ バハデュールは‘メコングへの
道′の著者でこの書籍は彼女のヒデラバド
から東インド海岸と北東インドを抜けて、
ミャンマー、タイランド、ラオス、カンボ
ジアそしてヴェトナムを縫ってのモーターバイクの旅行
記で、働く母であることからの彼女の旅立ちは確信的旅
行者に対する彼女自身の心理的制約のせいで抑制された
ものになっています。
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スナップショット

野性
の声
インドには400種の哺
乳類動物、1,250種の
野鳥、460種の爬虫
類、240種の両生類、
それに2,550種の魚類
が生息しています。こ
こに記載するのはこの
国全土にわたって点在
するまだよく知られて
いない保全地区でそれ
らの地区では保護され
ている野生生物のみで
はなくその地区に住む
途方もないほどの入り
交ざった数の生物の生
息地としても 知られ
ている地域です。
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オランジ 国立公園、
アッサム
オランジ（ラジヴ ガンディ）国立公園
(ONP)はアッサムのウダルグリ地域を流れ
るブラマプトラ川の北側の土手にありま
す。1999年に国立公園として作り上げら
れたこのONPはあの名高い一角インド犀
が群れて棲み処にしているために屡々ミ
ニサイズのカジランガ森林地帯と譬えら
れて呼ばれています。
その広さが78.8平方キロに及ぶこの公園
はそこに存在する魅惑的な自然美と数多
い渡り鳥で観光客に人気の公園です。

見どころ：一角犀、
豹、渡り鳥、それ
に象のサファリ
行程:最寄りの空港
はサロニ空港で、
この空港はソニト
プールにあるテズ
プール(この公園か
ら32キロ)から10キ
ロです。
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スナップショット

ヘミス国立公園、ジ
ャム＆カシュミール
1981年に開園後、1988年と1990年の二
度にわたって拡張工事がなされたヘミ
ス国立公園は全部で4,400平方キロに
なんなんとする広大な敷地を持ち、南
アジアでのこの種公園としては最大の
大きさを持つ公園です。J&Kとラダクの
連結地所にまたがっていて、この公園
は200頭に近いユキヒョウの生息地と
して知られています。
この公園にはまた、1,600人の住民が
住まっていて、築後400年となるヘミス
修道院をも抱えています。

見どころ：ユキヒョウ、アジア ア
イベックス、それに素敵なチベッ
ト羊。ヘミス ツセチュー祭
行程：一番簡単な方法は空路で
す。リー 空港は公園からたったの
5キロという近距離にあります。
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マニプールのケイブル
ラムジャオ国立公園
マニプールはこの地域での植物と動物
の観察場所としての喜びの場所です。そ
の上この公園は世界で一つしかない水
上に浮かんだ公園なのですよ！印象的な
眺めのロクタク湖の上に浮かんでいる
KLNPとよばれる大きな地面の塊で。そこ
は大きな土の塊が浮かんでいてその上は
多様で美しく、他では見られない野生生
命で満ち満ちているのです。
この国立公園は珍種で危惧種であるマ
ニプールターミン鹿の生息地で、この鹿
は一般にこの州の踊る鹿、サンガイと呼
ばれている鹿です。

数多くの大小のカリスマ性動物相が生息するインドの生物
多様性は世界でも最も豊富な多様性を誇るものです。

見どころ：このフムデ
ィスと呼ばれる土でで
きた沼地に漂泊するカ
モシカの亜種のサンガ
イ、並びにロクタク湖
経路：KLNP（ケイバル
ランジャオ国立公園）
はインパールの州都か
ら道路経由で54キロの場
所に位置しています。
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スナップショット

ジャワイ レオパード
保護区、ラジャスタン
観光客に人気のウダイプールとジョードプル
の中間地点にはあまり名の知られていないジ
ャワイダムがあり、このダムはベラという名の村
の近くでジャワイまたはベラ レオパード 保護
区に近接した場所にあります。周囲の乾燥し
た土壌と広い自然のままの土地と洞穴の多い
小丘があり、この地域は代表的な洞窟に生息
する豹の居住地です。
この場所の訪問時に毎回豹に会えるチャンス
は90%という高率と信じられています。
見どころ：洞窟生息の豹とラジャ
スタンの田園生活
行程：ジャワイダムはジョ―ドプ
ル空港から2時間ちょっと(148キ
ロ)の地点にあり、ウダイプール
空港からだと3時間の距離(170キ
ロ)となります。
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ラジャスタンのケ
オラデオ ガーナ
国立公園
以前にはバラトプール鳥類保護区とし
て知られていた現在のケオレアデオ
ガーナ 国立公園はこの州の東側周辺
に位置しています。1982年に建設され
た公園で、この公園はここで370種も
の鳥類や動物の保護が行われている
ことを鑑みて1985年にユネスコの世界
遺産登録地リストに加えられました。
元来は1850年代にインドでマハーラ
ージャと呼ばれる大王たちのための動
物保護区として作られたものであるこ
の公園は滅多に見かけることのでき
ない、姿を捉えがたいソデグロツ“ル
の繁殖地となっています。

見どころ : 徒歩で、
自転車で、或いは人
力車を使って公園の
中を珍しい種の鳥
類をみてまわるこ
と。
行程 : 極近の空港
はアグラ(56キロの
距離)です。ジャイプ
ールから公園まで
は車で3時間(182キ
ロ)です。
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スナップショット

ピン ヴァレー 国立
公園、
ヒマチャル プ
ラデシュ

見どころ： クングリ
修道院、避暑別荘、ユ
キヒョウ、並びにヒマ
ラヤ アイベックス
行程 : この公園には
夏季には車道を使って
マナリ経由でクンズム
パスを使い、冬季には
レコング ペオ経由で
訪問します。
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ヒマチャル プラデシュの山岳地帯と
いう高所にあり、寒冷の砂漠と表現で
きる唯一の国立公園であるピン ヴァ
レー国立公園はラハウルとスピティの
狭間のスピティ分区にある公園です。
この公園が設立されたのは1980年代
のことで、現在ではその中心部は675
平方キロに広がり、緩衝地帯として
1,150キロに広がっています。
その中心部をカザと呼ばれる近くの村
に置いたこの公園はドグハリーズ(避
暑の家)と呼ばれる17の村で夏季には
1,600人にも及ぶ人々が住まいます。

水晶のように澄んだ水、深海サンゴ礁、それに万華鏡のように
多様性に富んだ海の生物、アンダマン諸島の周りでの海での水
潜りは世界級の魅力を持っています。

アンダマン島、並びにニコバール島にま
たがるマハトマ ガンディ海浜国立公園
この国での数少ない海浜保全地区の一つであるマハトマ ガンディ国立公
園（MGMNP）はサンゴ礁やマングローヴとその他の植生帯を持つ島々を保
護するために1983年に建てられたものです。この保護地区はポートブレア
から西へ29キロのワンドリ近辺の領海を越えての281.5平方キロをカバーす
る保全区です。

見どころ : 珍しい海
洋エコシステム、ス
ノーケル、並びにボ
ート漕ぎ
行路 : この公園はア
ンダマン島とニコバ
ール島の首都である
ポートブレアから車
道で到達できます。
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スナップショット

ケララのサイレント
ヴァレー 国立公園
ケララの最後に残存する熱帯雨林
の一つを守る目的をもってサイレント
ヴァレー(沈黙の谷)国立公園は1985
年に正式に落成されました。サイレン
トヴァレー国立公園の管理下にある
森林はまったくの手つかず状態で、
世界でも他に類を見ない高生産性の
ビジネス生態系を持つ森林です。
この地域はまた絶滅寸前とされてい
るシシオザルの生息地で、このこと
はこのサルがこの公園の象徴種とさ
れる所以です。

見どころ: グリーンツー
リズムと呼ばれる森林で
の長期滞在型休暇生活、
シシオザル、加えて164種
類に上る蝶類
行程 : この公園はコチ経
由のルートを取ると5時間
のドライブで200キロ。ま
たはタミールのコインバ
トーレ経由では2時間、65
キロで到達できます。
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マハラシュトラのタド
バーアンダリタイガー
保護区
タドバ国立公園とアンダリ鳥獣保護区は
一体化してタドバ - アンダリ虎保護区
(TATR)として625.40平方キロを占める公園
を形成しています。この地の神格であるタ
ルの名と、この保護地を横切って流れる
アンダリ川に因んで命名された公園で
1995年に公式に合併され数多くの虎の棲
み処で、これはこの地の主要な観光の魅
力になっています。

特記点 : TATRはイン
ド国に存在する50を
数える虎の保護地区
の一つでナマケグマ
の棲み処であること
と生態系に優しい宿
泊施設でも知られて
います。
行程 : この保護区は
自動車道路を使用し
てナグプールから3
時間(145キロ)にあ
ります。
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伝説

部族の長
（おさ）
インド文学で知られている最も高名
な著作者の一人であるマハスェタ デ
ヴィはこの国の部族共同体での生活
やそこで起きる葛藤の激写に終わら
ず、彼ら部落民たちの福祉を目指し
て能動的に行動した人物であり、か
の世界的に有名な認定企業トレーナ
ーのチョウドリー氏と肩を並べるほ
どに評価されている作家です。

部族に保証される
べき権利の擁護者
であるマハスェタ
デヴィは同時に成
就した受賞者でも
あります。
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“現代とは靴は日本製、ズボンは
イギリス製、帽子はロシア製という
時代です。
でも忘れてはならないこ
とは私たちの心はいつもかわりな
くインド人なのです。私たちの国 –
誇りに満ちて、美しく、暑く、湿気
が多くて、時には極寒の風を齎す
颱風 - これが光り輝くインド、
我が母国なのです。” この情熱
を込めたスピーチはマハスェタ デ
ヴィによる文学的表現によるインド
という国の具象化であり、広く知ら
れたヒンデューソングの‘おいらの
靴は日本製’の歌詞から引用され、
この歌は2006年に開催されたフラ
ンクフルト書籍見本市で聴衆の涙
をそそったものでした。
粗末な綿のサリーをまとって、
丸眼鏡と白髪交じりの髪をしたデ
ヴィはインド文学、特に故郷イン
ドの言葉のベンガリ語で綴った文
学でずば抜けた存在であり力でし
た。とりわけ20世紀末に近い数十
年におけるこの国の先住民族共同

マハスェタ デヴ
ィは、著述家であ
り小説家であり、
英文学の講師を勤
めた人でもあり、
ジュナンピト賞と
マグサイサイ賞の
受賞者で、西ベン
ガルのコルカタに
居を構えていま
した。

生活体にまつわる人々の暮らしへ
の鋭い観察力と明晰な解説は他に
類を見ない優れたものであると評
価されていました。ダーカ(現在の
バングラディシュ)で1926年1月14日
に生まれた彼女はその地に散在す
る共同生活体での権利とその根拠
を守る主宰者であり、それら共同
体の声でもありました。彼女の成し
遂げた業績はその著作を読む人々
の共感を呼び（それはいまでも続
いていることですが）種族の固有
の方言の使用で、このような特殊
な言語を彼女はその研究途上でそ
れらの種族とともに過ごした経験
から会得したのです。
彼女の執筆ジャンルの中のベ
ンガリ語で書かれたフィクション小
説の中で最も忘れがたい入念さを
もって構成された2冊はアーレーナ
イ・アドヒカー(森林の権利、或い
は森林の占拠)とハジャー・チョー
ラシー・マー（1084年の母）です。
後者は母親が死体番号1084と記さ

マハシュウェタ デヴ
ィはペンの持つ力を
効力的に使って表
現に役立てました。
抗議の声、平等と正
義を求める声、彼女
はそれらを彼女のペ
ンで代弁して民衆の
苦悩を深く私達に知
らしめたのです。
ナレンドラ モディ
インド国首相
（2016年7月28日のデヴィの
逝去に際して）

私が思うに創造力を
持つ執筆家は社会
的良心を兼ね備え
るべきであります。
私は社会に対する
義務を持っていま
す。この義務感は身
に纏わりついて離れ
ないものであり、私
が任にある限りずっ
と背負って行かなく
てはならないもので
す。私は私自身に
問いかけるこの質問
を千回も繰り返して
います：自分は自分
の極限を尽くしたの
か？と。
マハスェタ デヴィ
著作家であり活動家であった人
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伝説

マハスェタ デ
ヴィ文学概論
彼女の最初の小説
であるジャンシー
ル ラニ（ジャンシ
の女王）は1956年に
執筆されたもので当
時彼女は30歳でし
た - デヴィは北部
インド地域を旅して
まわり、歴代言い伝
えられてきたこの女
王の逸話を蒐集しま
した。
彼女の最初の短編
集のキ バサンテ
キ サラテ（春と秋
のこと）は1958年に
出版されました。
デヴィのこの作品は
いくつかのインドの
地方方言とそれに
英語、イタリア語、フ
ランス語を含む国
際言語にも翻訳され
ました。

右側：マハスェタ デヴ
ィが1997年にネルソン
マンデラから待望のジ
ュナンピト賞を授与さ
れているところ
最上部：2018年7月14日
マハスェタ デヴィの
92歳の誕生記念日を祝
って彼女の名において
特別にデザインされた
検索エンジン、グーグ
ル・ド-ドウェル
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れて警察の死体安置所おかれ
ていた死体がどうして、又、な
ぜ彼女の息子なのか、それを見
出した母親の嘆きを描いた胸
を割かれるような悲しい物語で
す。この物語は1970年代に起き
た政治組織ナクサライトの暴
動時の西ベンガルの状況に抗
議の意味を込めて描かれた物
語で、この暴動はまた、中央お
よび東インド部分にある部族
分布帯を巻き込んだものでし
た。
彼女が自ら成したこのような
抗議の声明に続いて、この暴動
に関わった共同生活体の特定
は彼女のこのような著作に止ま
りませんでした；彼女は部族共
同体の被ったそのような残虐な

被害に実質的な支援を与えた
のです。2016年の彼女の90歳で
の死没までの期間、彼女は彼
女が根拠地としたプルリア（西
ベンガル）の人民のために援助
を続けたのです。
この作家と部族間問題との
かかわりは彼女がビハールのパ
ラマウ地域を通って旅した時か
ら始まりました。この旅で部族
の生活の奥深さをその目で見た
のです。その結果彼女はどんな
にかれら部族民たちが人類の
発達と進展の恩恵から遠ざけ
られてきたかを悟るに至り、部
族民が公平な社会的恩恵を得
られるようにすることが彼女の
使命と悟るに至ったのです。
彼女の著作の際立った特徴

再上部:(左から右へ)第5回国
債ローマ映画祭(2010)で映
画俳優たちとともにいるマ
ハスェタ デヴィ。この高名
な執筆化による映画ガンガ
ウルは若い部族の女性につ
いての物語基づく映画で、
この映画はこの国際映画祭
で入選したなかでの唯一の
インド映画でした。
上部：デヴィがラモン マグ
サイサイ賞を授与されてい
るところ。この賞はアジア
におけるノーベル賞とされ
る最高の賞です。

は当時の政治シナリオに押され
て流れる強い勢いの底流にもか
かわらずそれを押し付けるもので
はなく、また彼女の時代の文学
執筆を特徴つけていた広く蔓延
したイデオロギーとそのような動
機付けに影響されるものでもあり
ませんでした。歴史や神話、それ
に進行する政治の現実を、彼女
は近代インドの光の形状を部族
の物語を通じて織りなして彼女

の文学を仕上げたのでした。
インド文学熟成への彼女のた
ぐいまれな献身に報いるべく彼
女は1996年に文学研究機関の
バーラティア・ジュナンピスに表
彰されました。さらにパドマ・ビ
ブーシャン賞の受賞も受け、デヴ
ィの作品は部族共同生活体を中
心に据えた彼女の生きた時代の
真実を物語る作品として評価さ
れるに至りました。この著者の鋭
く、歯に衣を着せない論旨によっ
て力を得て、殆ど純粋と言ってい
い現実主義をもって織りなされた
彼女の人徳に裏付けされた彼女
の作品は今日に至るもまだ愛読
者を保ち続けているのです。

Ａ．チョウデュリ氏は電気技術者であ
り1988年にユネスコの工房の一つで総
括審査官を務めた人物です。独逸人と
しての才能を発揮し、長年にわたって
いくつかの略伝を執筆してきました。現在はビハー
ルの学校長を務めています。
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伝統

芸術と文化の大使
インドの文化はなべて世界の旅行者たちにとってどこの文化にもまして目に留ま
る文化を持つ国の一つです。著者であり慈善事業にも携わっているスダ ムーティ
は国境を越えての絆を結ぶ努力を促進しているインドの数多い、世界に顕著な貢
献についての彼女の見解を広く分かちあおうとしています。

国際的活動をするダンサーたちがバングラと呼ばれるパンジャブ州を起源とするフォークダンスをカナダのヴァンクーバーでの一致団結行進の祭典で
披露しているところ
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ロンドン、トラフ
ァルガースクエア
で通勤者たちが巨
大なサイズのボリ
ウッド映画ポスタ
ーの前を通り過ぎ
ているところ

旅行者たちが目的地に到着するま
でにその目的地について一応の調
べを終えることは普通のことです。
こうして事前に調べておけばその
旅行の計画の効率化に役立つうえ
に、用意があれば現地を見て回っ
て、到着した新たな場所をより身に
即して深く理解することができた
という体験を築くことができます。
私の場合にはその地の歴史的意
義に応じてそこを訪れるか否かの
決断をする場合が屡々です。たとえ
て言えば、カンナダ言語が元来は8
世紀と9世紀に流通していた言語だ
ったということで興味を持ち、数年
前からやりはじめたこの言語を学
習するという趣味的学問志向もそ

の趣味があったからこそインド南
部地域を広範囲に旅してまわろう
という気持ちになったのです。同じ
ように、私に海外を訪れる機会が
生じるごとにどのようなわけでその
場所が訪問するだけの理由を持つ
場所なのかを理解し、研究するこ
とを欠かしません。この自己研磨法
に基づいてインドの人々の間ではあ
まり知られていない場所をも何と
か繰り合わせて訪れるようにして
きました。私の追求する研究、その
結果としてその研究から受け取る
ことのできる喜び、それに私が努力
と引き換えに手に入れることので
きた情報は、判って頂ける通り、人
々と人々の織りなす人的枠組みそ

簡単な被服であるサリー、またはカーディ クルタはそれを着れ
ばすぐに寛いだ気分になれて謙虚さと我が国の文化について大い
に語ることができるようになれる被服です。
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伝統

2,000人を超える映
画ファンたちからな
る観客がボリウッド
のスーパースターの
シャー ルク カーン
のロンドンでの初公
開を見て楽しんでい
るところ
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のもので、この貴重な枠組みがお
互いの国々をより緊密に結びつけ
ることに繋がるのです。
一つ最近の旅行での例を挙げ
ますと、私はイエス キリストの十
字架の足跡を追う旅をイスラエル
に向けて行いました。私のこの旅
の目的はこのイスラエルという国
の持つ自然の美の探検という意
味は勿論ありましたが、それに加
えてキリストご自身がこの地を旅
されたときに起きた出来事につ
いて勉強し、知識を増やしたいと
考えたからです。私は3ケ月間の
聖書研究会に登録しそこで勉強
して少なくともこの私の旅の目的
地の歴史と文化だけでも頭に入
れてこの旅をしたいと考えたので
した。
インドという国の持つ神話、宗
教思想、それにその哲学は国際
的に国境を越えた共鳴を得てい

るかたわら、私に心地よい驚きを
与えたことは世界に於ける現代イ
ンド文化の認識が世界の片隅に
までも、そしてその世界の全ての
年齢層を通じていきわたっている
ことでした。欧州におけるインド
の古典音楽と古典舞踊を教える
学校；アメリカ人で溢れるニュー
ヨークにあるジムで練習されるバ
ングラ音楽のビート；東京からト
ロントまでに広がって行われてい
るヨガ、ロンドンのインドレストラ
ント、そして世界に広がるヒンデ
ュー映画！私が旅したところの全
ての場所で私の国の遺産と私の
インド人らしさが私の文化的パス
ポートとして通用したのです。
私がインド出身であることを
受け入れてくれた私の旅先での人
々は私の精神を高揚させてくれま
した。イランの美しい古代のモス
クを観たり、カンボジアのヒンデ

ボリウッドの映画俳優の
サルマン カ-ンがロンド
ンのマダム タッソー館
で彼自身の蝋細工の人形
の幕開けのお披露目をす
るところ

ューの神々を祀る絶妙な美しさの寺
院に出会えば皆さんはその素晴らし
さがどの他国の文化財にも引けを取
らないものであることがお分かりに
なります- 事実、それらの他国にお
ける我が国の建築物は自国のものよ
りももっと美しいといえるほどです。
でも、この驚くべき事実は自国の民
を卑下させるものではさらになく、こ
こにまた別の可能性があるというこ
との実証として自国の民の目を開か
せる役にたつものです。
サリーという単純な服装、又はカ
ディ クルタとも呼ばれる服装はあ
なたと初対面のお相手でも寛がせる
ことができ、謙虚という言葉の意味
を大いに物語ることができる服装な
のです。
この意味に関してはボリウッドは
インドの文化のもつ心地よい表現の
あやを地球の果てまで届ける主演
格の役割を果たしてきました。イラ
ンを旅していた時に体験したことは
出来立てのナン(厚手のふわふわの
平パンでピタに似たパン)を売る店
の主に近付いたときでした。その店
主が私に注文したパンを手渡した
とき、彼は私のサリーを見て“アミ
ダブ バチチャン？”と尋ねました。

ボリウッドは映画産業の一部という概念から卒業して、ビジ
ネスモデルのイノベーション実践ガイドにいきついたときに
欠かすことのできないパートナーとなります。
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伝統

上部：明るくて刺激的な色と象
徴的な飾りがインドアパレル店
の正面入口に飾られていると
ころ
下部：著者のスダ

ムルティ

私の返事がピンとこなかったよう
で、彼は又言いました、
“サルマ
ン カン？ シャ ルク カン？”
これらの有名なヒンディーの映画
俳優たちの名前を聞いて、私はや
っと彼が何を尋ねようとしている
のかが理解できたのでこう答えま
した、
“そうよ、私は彼らと同じ国
から来たのよ。”すると彼は微笑
んで“おかねいらないよ。”と言っ
たのです。 取ってもらわなきゃ
困ると私は言い張りましたが彼
は断る一方でした。めちゃくちゃ
な英語で彼はこう説明しました、
“
インド、ボリウッド。
トテモステキ。
オドリジョウズ。キモノキレイ。イ
イオンガク。イランオンガクニニテ
ル！”私は思わず微笑むほかあり
ませんでした。
その後私はウズベキスタンの
都市であるブクハラへと旅を続け
ました。夕刻散歩に出るとききな
れたボリウッドの歌の調べが私を
追いかけてきました。数分も経た
ないうちに私は湖の側のとあるレ
ストランの前についていました –
リャビ ハウスとありました。
“イン
ドから来ましたのよ。その歌はイ
ンドの歌ですよね”、私がそうい
うや否やその歌手は歌うのをや
めました。
“ヒンドウースタン(イ

インドレストランは世界中で人気のレストランになりまし
た。そしてそれらレストランは多くの場合ヒンデュー映画
を土台にして作られ、営業しているのです。
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2015年11月5日に前
大統領のファースト
レディのミッシェル
オバマがホワイトハ
ウスのステート ダ
イニングルームでイ
ンディアン ダンス
の会のために集まっ
た学生たちと交流し
ているところ

ンド人)ですか?”と彼が尋ねたの
で私はうなずきました。”ナマス
テ!”と彼はにこやかに私に挨拶
し、あたかもこの私との間に新し
く見つけた絆を確認するように頭
を激しく振りました。
だけれども、それからはボリウ
ッドがインドの一番他国に浸透
した文化大使の役割を果たして
いると考えられることが分かりま
した。スイスのインターレーケン
には亡くなった有名なインドの映
画製作者のヤシュ チョプラの像
が建てられていて、俳優のシャー
ルーク カーンとカジョルのポス
ターがウルナー アルプス山脈
の山の一つのティトリス山の登山
口に掲げられています。これらの
思い出の記念のしるしは有名な
映画だからということだけでなく

て、それよりむしろインド全体とし
ての文化 - インド映画の背後に
ある思想、インドという国とそこに
住む国民の日常の物語からなる
お話 – の人気を表しているもの
なのです。
インド文化の痕跡は世界中に
見ることができる一面、私は毎回
の旅のごとに我々も又インドの大
使になり、インドの慣習、哲学、そ
してその魂を世界に広げている
と信じます。

スダ ムルティはインド人のソーシャ
ルワーカーでベストセラー作家でもあ
ります。パドマ シュリ表彰はインフ
ォシス ファウンデーションを通じて
なされた彼女の慈善活動で世に知られています。彼
女は又、ゲーツ ファウンデーションの公衆健康管理
を牛耳る会のメンバーでもあります。
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映画

女性担当者
ヒンドゥー映画が民衆にもてはやされるようになって以来、映画産業は女性
らしさと性役割の演じ方への辛辣な批判的論評に晒され続けてきました。
カプル シングの言によるとこの傾向は全体的に見てやっと変わってきてい
て、女性の俳優が因習にとらわれない役回りを演じることへの理解度と許容
度が高まってきているとされています。

ボリウッドでの一番象徴的な女性を主役に据えた映画のうちのいくつか:(上部)：マニカルニカ(2019)、ニールジャ(2016)、
ラジャ(2001)それにTV連載物の‘あと4杯ちょうだいね、お願い!’(2019)
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インドの村々に住む女性たちが
衛生設備の設置を求めればどの
ような扱いを受けるかに焦点を
当てた映画があります。また別の
映画は月経周期にともなう女性
に向けられたゆえなき恥かしめ
を公表した映画です。一つの映
画は劇物の酸を掛けられるとい
う犠牲者にされた若い女性の抵
抗を描いたものです。別の映画で
は主人公の女性が夫の罵りに抵
抗する筋書きです。これらの映画
はインドの最大の映画産業であ
るボリウッドが女性の権利に抵
触する出来事に取っている対応
の数例です。このように多くの映
画が女性の主人公の主導権を写
しているかたわら、いくつかの映
画は男性中心のままのものです。
パッドマンを監督したＲ．バルキ
はこのように述べています
“ボリウッド映画ではたった二
種類の女性の役割描写にとどま
っていました、則ち弱々しくて思
いやりのある役柄の女性と今一
つは威嚇のためのガンを持ちま
わるような女性です。”
俳優のシャバナ アズミはパラ
レル映画と主流映画の双方から

なる王国にまたがって立つ俳優
でしたが女性の持つ問題が以前
と現在では如何にはっきりとした
違いをもって描かれていたかを
理解しています。彼女はこのよう
に言っています：
“昔は、普通の
常識的な感受性に沿う傾向があ
りました。しかしそれから女性は
何事も許容する妻、家族の犠牲
になる母、よく言うことを聞く姉
妹、其の他それに類似した諸々、
というステレオタイプなムードに
追い込まれたのです。私はアース

ボリウッド俳優のデ
エピカ パデュコネ
がマルティ、チャパ
ークでの硫酸攻撃の
生き残り(2020)の役
を演じるところ

インド映画は大勢の国民にみてもらうためのものですが、社会
はインド映画のなかに女性の直面する悩みの取り扱い方に過去
からの変化が反映されてきていることをみてきています。
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映画

遂げてきていて、いまで
はその進化を以って女
性と女性が女性である
ゆえに直面している問
題を描き出すまでに至
りました。インド映画は
一般大衆向けに焦点を
定めて、インド社会がそ
こでの女性の暮らしとその合理
さへの女性の挑戦を従来の因
習的な見方を捨てて新たな視野
で捉えて、映画でもその現実の
近代風潮の流れを表そうとして
います。現代の映画の観衆は同
一映画館で複数上映される何本
もの映画にポップコーンとコー
ラを持って列を作るしか能がな
い観衆ではもはやなく、いまで
は選んだ映画を集中して観覧す
る知性的な観客になってきてい
ます。

女性という性のステレオタイプ的な描画法
は、極く近年までそれがインド映画界で支
配的であったのですが、いまでは社会全体
の認識の180°の変換をみてきています。

下部(左から右へ)：英国人
俳優のヒュー グラントと
インド人の女優のスプリヤ
パタクが演じるヌイト ベ
ンガリ（ザ ベンガリ ナイ
ト）(1988)；パッド マン
に似た複数の映画が地方に
住む女性たちのための低額
の衛生パッドの供給のよう
な重要な問題を提起してい
ます。最前列までの写真
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の一員でやってきたことを誇り
に思っています、ここでは一人の
女性であるべきことの葛藤が吐
き出せていました。しかし、全般
的に言って、このような吐露は殆
どないことですし、あっても極く
まれです。
でもごらんなさい、こ
れらすべてが如何に変わってき
ているかを。”
時代は変遷する
白黒映画の時代を経てカラー映
画の時代にというように、インド
の映画界は徐々に大きな進化を

映画はそこに女性というも
のの性質を見出す状況、乃
至は背後関係を責任を持っ
て描写することが必要で
す。女性という性の特徴を
もつ人々はそのような媒体
を持つ必要があり、その意
味は昔から居座っている力
の構成を分解する助けを映
画という媒体から得るとい
うことにつながるのです。
カンガナ ラナウト
俳優
（左-右）男優のラシカ デュガル、ナワズディン シディクイそれに監督のナンディタ ダスが
彼女の映画のマントを提出するところ（ライフ＆タイムスの記者のサーダット ハサン マント
の記事からの抜粋）第70回カンヌ映画祭デュガルで。

インド映画でのこんにちに
おける女性の演じる役割はい
くつかの点で過去のものから
一変しています。フェミニズム
は女性闘争を伝えるメディア
を駆り立てて勢いつけている
うえに尋問の段階にまで追い
込んできています。過去を振り
返るとヒンドゥー商業映画で
の女性の役割には変遷がみ
られ、多くの強い影響力を持
つ映画が女性に重要な役割を
持たせるシナリオとなっていま
す。もっとも問題となる点はそ
のような役割の意味するところ
でもあります。

現実性を保つこと
“以前にはヒンドゥー映画は
なべて女性を因習的価値感に
追従する模範とし、男性はその
ような従順一方の女性を支配
するという定型的な構成でし
た。これは映画の中での性格
描写に現れています - 複数
種類の女性のステレオタイプ
な鋳型 – これらは二層にな
っていて中身は空っぽです。し
かし今では徐々にではありま
すが段々と女性はわれわれ男
性のなかにいながらも個別の
命を取り戻してきています。こ
のような女性は自分の人生を自

ボリウッドで製作されている新たな種類の
映画は女性の性の確立を生み出しつつあ
り、この事実を止めるものはなく、その勢
いにははずみがついています。

映画製作者が乗り越えるべ
き手ごわい問題は文化的価
値を保持しながらも後退的
な行動を取らないようにし
て各々のアイデンティティ
を失うことなく女性という
性を表現しなければならな
いということでしょう。映
画製作者の決意は彼又は彼
女が実現したいと望む社会
の認知を形に表すことを可
能にするのです。
ディーピカ パデュコネ
俳優

僕は歴史の本を読み漁って
僕の探している強い性格を
見つけださなければならな
い苦労がない日が来ること
を祈るよ。この情報が僕の
前にピタリと置かれていて
見られたらな！
サンジャイ リーラ バンサリ
映画製作者
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映画

左：Ａこれも映画のツマリ スル(2017)からで、この映画ではヴィディ
ア バランが愛すべき主婦の役割でスターとして演技しています。
右：カンガナア ラナウトの映画である女王(2013)は自立したインド人
女性の旅を基にした映画です。

Succeeding
unconventionally
Movies with women-centric storylines
that were a success on the celluloid
Ishqiya (2010)
A story of how a smart woman
manipulates two thugs
The Dirty Picture (2011)
A biographical drama inspired by the
life of Silk Smitha
Kahaani (2012)
The story of a pregnant woman, in
search for her missing husband
Queen (2014)
The journey of an Indian girl who
rediscovers herself travelling solo
Dum Laga Ke Haisha (2015)
The love story of a school dropout and
an educated but overweight girl
Parched (2016)
A tale of four women from Gujarat and
their struggles with individual demons.
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分の意思で生きようとする力を
持つ女性です。”
ボリウッドの映画で見せる
強い女性は現実にこの世で生
きる女性たちの人格です- 彼
女たちは昔の映画に登場する
ような中身のない因習のポス
ターではないのです。近代ボ
リウッド映画に登場する女性
はもっとずっと現実的に描写
されています。映画製作者の
サンジャイ リーラ バンサリ
はこのように言っています、
“
映画の成功不成功が毎週木
曜日か金曜日に決まるインド
のような国ではボリウッド映画
に出てくる女性の映画での表

現が前進的であるか後退的で
あるかを決める目途とされる一
般的立説を無視することは不
可能です。ディレクターの立場
から言えば強い女性は私の好
みです。彼女たち強い女性が舞
台の中央に立ち注目を浴びたい
と望むことには異論はありませ
ん。それがパドマーヴァットの
ような映画やマスタニのような
女優に帰結するということなの
です。”
近年の数年間で女優がクイ
ーンやザ ダーティ ピクチュ
アー、カハーニ、ツマリスル、其
の他多くの映画に登場していま
す。”とはバランの言葉です。

左から右へ：シャバナ アズ
ミ、彼女は従来の映画の評価
基準を再定義(見直し)をした
ことで知られています。女優
のタブ、彼女は彼女の映画界
でのキャリアを通じて難解な
シナリオと対処した女性を描
写、表現する型破りな役柄を
演じ続けた女優です。このボ
リウッドの女優は種々のジャ
ンルにわたる映画で謎めい
た、人を力付ける、そして女
性を中心に据えた映画での役
割を主演してきた人です。

未来の映写技術
しかしここには常に改善の余地
があります。俳優のカンガナ ラ
ナウトの言うには“インドで名の
しれている映画は商業的リスク
を最小限に保とうとしたがるもの
です。それには公式通りにするこ
とが一番だと。ここにいう公式的
なもの、言い換えれば‘修辞’は
ファミリードラマや歌とダンス、
ラブストーリー、ハッピーエンド
であったり、永遠に続くかのよう
なメロドラマやそれに類した諸々
です。
女性問題とわれらのボリウッ
ド映画に出演の女性の配置違い
をバランスよく訂正することにも
考えるべき点は多々残されている
のが現状です。”とバランは続け
ています。

期待できることは、観衆がだ
んだんとこのような従来の形を破
った映画の物語構成を受け入れ
てきていることです。社会が徐々
に発展して正の平等を心から受
け入れるようになってきているの
でヒンドゥー映画もまた前進して
いるのです--前例から学んで、イ
ンスピレーションを取り上げて、
そして観衆と共感のエコーを通
じ合わせる映画の役割を演じる
モデルに推進力を与えつつあり
ます。

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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最終ページ

ここに述べる興味深い事実をもう少し見てイン
ドを知りましょう。

Image: newindianexpress.com

Image: thebetterindia.com

インドの印象

左から右へ：サイレント ヴァレイ 国立公園でのマアリ；カジランガ 国立公園でパトロー
ル中のディムベシュワール ダス

自然の闘士
• マアリは48才のケララ出身の自然保護運動家ですが、彼は“サイレント
ヴァレーの守護者”と親しみを込めて呼ばれています。パラッカドにあ
るサイレント ヴァレー国立公園に勤めていて、
マアリはこの場所の信じ
られないほどの見事さの植物相と動物相を保全することを自分の一生
かけての使命であるとしていました。彼は今年のケララ州首相の森林
勲章受章者です。
• ディムベスワール ダスは54才の森林守衛職で、彼の半生の33年間をア
ッサム州のカジランガ 国立公園に生息する犀の保護に捧げてきまし
た。最近彼はスコットランドのロイヤルバンクから地球
を守る英雄賞を授与されました。
• インドにおける最長のNH44と呼ばれる国有ハイウ
エイには現在九つの‘動物用地下道’が野生動
物の生活にかかる負荷を軽減する一手段として
設置されています。このハイウエイはマディヤ プ
ラデシュにあるカナ－ペンチ野生動物保護区を
突き抜けて設置されています。

持 続 的に共起表現 彫刻を続ける
巧みな技術を持つアーティスト達が手の込んだ彫像を製作してきていることを
報じる歴史は長いですが、あなた方は全て再生材料で製作されている彫像庭
園がある事を知っていましたか？ネク チャンドがあるアイディアに思いついたの
は彼が余暇を過ごしていた時でした。ネク チャンドは地味な道路検査人でした
が、チャンディガールにあるロックガーデンはいまや何千もの彫刻物、戸外展示
場、貴重な取集品で埋まった演劇場、
ミニエチュアー迷路があり、そのすべてが
針金や壊れた鋳物類や陶器でできています。この公園全体が踊り子、音楽奏
者、戦士、それに宇宙飛行士！まで出てくるような種々な作品で満ちています。
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弾力性と寛大さ
ミゾラムのパイニャクリアーニは95才で
すが、いまだに彼女の月々の年金から
この州の首相の救済基金に 新型コロ
ナウイルスとの闘争のための基金を寄
付しています。しかも彼女の善行はこの
ことだけに止まりません。この寛大な心
の持ち主はその他に自宅で布マスクを
縫い、それは彼女の住んでいる地域の
看護婦や医者に配布されています。
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