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北インド古典カタック舞踊家 カダムジャパン主宰 前田あつこ 個人会員 

 

洒落た店の立ち並ぶ表参道から歩いて15分。外苑前にシャンソンなどの音楽が上演される老舗ライヴハウス

南青山マンダラがあります。インド古典舞踊がここで上演されるようになって6年目。桜の散った4月の夜、ふ

らふらとインドショールを羽織ったお客様がマンダラに吸い

込まれていく風景も恒例となりつつあります。 

70人も入れば満席の決して広くはない客席と変形舞台。創

意工夫が必要な空間ですが、スタッフの手厚いサポートに背

中を押され、また2夜〜4夜連続でも都合をつけて全ての公

演へ足を運んでくださるお客様に支えられ今に至ります。 

この場に「インド、独り舞ふ」の舞台裏をお話しする機

会を頂戴致しました事に感謝申し上げます。 

 

 

1. インド古典舞踊のソロ公演「インド、独り舞ふ」 

皆様もナマステ・インディアやディワリ祭やホーリー祭などのインド系フェスティバルで上演されるインド舞

踊や音楽をご覧になったことがあるかもしれません。 

全国各地でこうしたフェスが開催される様になり、在日インド人やインド好きが集まり楽しむ機会が増

えた様に思います。 

インド留学時、こうした楽しい祭りやパーティーが日々開催されるので、楽しい反面、目が回りそうな気がし

ておりました。新年のお祝い一つとっても、ヒンドゥー、ムスリム、クリスチャン...みんなそれぞれの日にお祝

いするわけですから、相当な数です。 

それに負けず劣らず、9月〜2月くらいまでのハイシーズン、様々な芸術祭がインド各地で開催されます。私

の住んでいたグジャラート州ではサプタック音楽祭が有名です。毎年1月、10夜連続でトップアーティストのイ

ンド古典音楽プログラムが上演されていました。 

稽古を終えて、夕食もそこそこに会場に向かい、ふとんの様な客席であぐらをかいて、耳の肥えた客に混ざっ

て座り込み、「今夜はシヴ・クマールだね、さすがザーキル・フセイン!」とか言いながら超一流のインド音楽を

眠い眼をこすりながら真夜中まで聴く贅沢がありました。合間にチャーイをすすって、友人達とお喋りを楽しみ、

帰りのリクシャのオヤジにはちょっと多めのチップを払ってまだ寒い夜風を感じつつ、ショールに顔を埋めなが

ら今夜の音楽を思い返しながら夢心地…。と、至福の時がありました。 

ところが、日本に帰るとなんと寂しいことでしょうか。2014年当時、東京にはインド古典舞踊のフェスティバ

ルは見当たりませんでした。満足にインド古典舞踊を上演できる舞台も少なく、毎年ホールで自主公演を打てる

ダンサーはほんのわずか。コンテンポラリーダンスが小劇場で頻繁に上演され、フェスティバルやアワードが出

来て盛り上がるのを横目に「えっ? インド舞踊って何? 観た事なーい!」などと言われる事に飽き飽きしていま

した。 

そんな時、南青山マンダラより共催事業の話が持ち上がり「インド、独り舞ふ」を立ち上げました。当時妊娠

していた為に舞台制作に入り「自分が観たい」と思う舞踊家さんにお声がけをし、「自分が踊りたい」と思う舞台

を創るという超主観的な舞踊祭でした。それでも大変多くの方が反応してくださり、この場でインド舞踊を観る

ことを愉しんでくださり、この場で踊ることを夢見てくださる方がいらっしゃいました。玉川大学での舞台技術

の授業や、世田谷パブリックシアター劇場部でかじった経験をかき集め、更に舞踊家さんやお客様から毎年色々

教わりながらどうにか進めています。 

1. 「インド、独り舞ふ」舞台裏話 

“Indian Classical Dance Solo Act 2019” Backstage Story 

< カタック創作作品「狐雨」を踊る筆者  
(Photo by Macoto Fukuda ©KadambJapan) > 
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ここに至る動機の一つに、インド古典音楽家のJimi宮下節雄氏が主催する「サンギート・メーラ」がありま

す。岐阜の山奥に200人ものインド音楽舞踊愛好家が集い、夜を徹して本格的なインド音楽舞踊が上演され素晴

らしい交流があります。これも裏方はとても大変で、Jimiさんが愛を込めてプロデュースされ、まるでインドに

いる様な体感を提供し、アーティストにもここに出演できることが誇りになる様な素晴らしい機会を創出してく

ださいました。こうした素晴らしい先輩方の活躍に続ければと思う次第です。 

 

2. 色々あるインド舞踊 

インド舞踊とひとことに言っても、様々な種類がある事をご存知でしょうか。 

古典舞踊、民族舞踊、そしてボリウッド!  大きくこの 3ジャンルに分ける事が出来ます。 

映画の中で突然繰り広げられる軽快なボリウッドダンスを真っ先に思い浮

かべる方も多いかもしれません。インド映画は日本の邦画に比べて老若男女

に身近で大人気、流行歌も人気俳優もその中から生まれる様です。ボリウッ

ドのダンスシーンも趣向が凝らされて独特の面白さがあります。 

民族舞踊も盛んです。阿波踊りやよさこいの様にその地方らしさが満載で

す。ラージャスターンやパンジャビなどその地方らしい音楽舞踊と民族衣装

が可愛くて愉快です。グジャラートではナヴラトリーの9夜にダンディヤが

踊られますが、盆踊りといった風情で、コミュニティーの老若男女が集い、

民族衣装を身にまとい、輪になって踊ります。 

さて古典舞踊はどうでしょうか。日舞や歌舞伎といった古典芸能の様にス

タイルが確立されています。子供の頃から舞踊学校に何年も通って、あるい

は先生に弟子入りして口承で学びます。衣装や作法などに多々の決め事があ

り、プロフェッショナルな舞踊家として活躍できるのはわずかです。 

インドカレーひとつ取っても、南インドと北インドのカレーでは随分様子

が違う様に、インド各地に様々な古典舞踊があります。 

7大古典舞踊には南インドのカタカリ、バラタナティヤム、クチプディ、

モヒニヤッタム。北インドのカタック、東インドのオリッシー、そしてマニ

プリがあります。 

なんと、カタカリを除く各ジャンルに体得する日本人が存在する事に驚きます。インド舞踊の習得はそんなに

簡単ではありませんので...物好きですねぇ。いや、私もその一人なのですが…。「インド、独り舞ふ」では上記の

他にクーリヤッタム、ラージャスターンダンス、バウルを上演しています。 

 

3. お客様、いらっしゃるの? 

「インド、独り舞ふ」初回は、全ての関係者が賭けに出てくださったと感謝の気持ちしかありません。無料で

何時間も楽しめるインド系野外フェスティバルで、カレーを片手にダンスを観る層が居ることは分かっていまし

たが、わざわざ平日夜に劇場空間へ足を運んで下さるお客様はいらっしゃるのかしら?!と不安を感じていました。 

それでもこの公演を始める必然性がありました。せっかくインドで学んだむずかしいテーマの大作を、お客様

の嗜好に媚びる事なく、TPOに執われて上演テーマを選ぶ必要から解放されるべきだったのです。自主公演では

オーガナイズに膨大な手間やお金がかかり自分の踊りに集中出来ない問題がよく起こります。アーティスト自身

の為に、音響照明の整った空間で、自身の舞踊作品に集中して上演できる機会が必要でした。幕を開けてみれば

予想外に連日超満員のお客様に恵まれ、それは感動的な、素晴らしい舞台に仕上がったのでした。これは6年目

の今回にも続いております。 

3夜も4夜もインド舞踊を見続けるなんてちょっと無理かも?と、当の私が思った程でしたが、実際体感してみ

ると、喜怒哀楽、様々な神様の物語を観ていくと本当に面白くて、こちらも泣いたり笑ったりした後の様なスッ

キリ感が残ります。結構エグい物語もあったりして、腹を割って内臓をえぐり出し…みたいなシーンも出てくる

わけですが、本当に吃驚するほど素晴らしい表現力でヒンドゥーの物語を表現されており、その勉強ぶりに毎回

感動いたします。 

< 毛塚七重さんの 
オリッシー (同上) > 
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この舞踊祭を続けるにあたり気を使うテーマのひとつに、多種多様なインド古典舞踊を上演する事があります。

それぞれの個性や面白さが引き立つ事に心を配りつつ、希少な男性舞踊家や海外アーティストを招聘しています。

輝く未来を持つ小さなひよっこダンサーや、いつもは拝見

できない地方で活躍される方にもお声がけしています。「や

っぱりカタック舞踊はライヴ演奏で観たいね」というお客

様からのお声を受けてインド古典音楽家に演奏をお願いす

る様になり更にプログラムが充実してきました。 

舞台は総合芸術です。舞踊が踊れれば良い訳ではありま

せん。チラシ一枚作ろうにもアーティスト写真を持ち合わ

せない方や、音響照明プランを立てられない方が続出する

など、毎年苦労があります。しかしながら真剣に自分の作

品を上演するこの場は良い刺激となり、これがさらに勉強

をする励みとなり、新しい出会いもあり次の舞台に発展す

るなど、良いプラットホームが育ちつつあります。 

 

4. えっ? 無視? 

カタック舞踊の勉強に終始する私にとっては主催することで多くの勉強をさせて頂いています。 

例えば、日本で唯一のインド古典劇「クーリヤッタム」演者の入野智江ターラさんとの出会いは強烈で

した。「おはようございまーす」楽屋に入りますと、既に準備を始められていた入野さん。 

何のためらいもなく「あの…」と話しかけますが、一向に目も合わせてくれません!「あれ？何か怒っているの?!」

と冷や汗が吹き出しました。後から聞くところによると、クーリヤッタムは化粧をしながらその役に入り込んで

いく、これから神々の物語を上演するにあたり神聖な

プロセスなのだと教わりました。途中で話をしてはな

らなかったのです。その化粧は本当に独特で、いきな

り硯のようなもので日本画の岩絵具の様なものをゴリ

ゴリ挽きだしびっくり仰天しました。化粧の粉をご自

身で作られるんですね。まぁインドとは広い国で知ら

ない事がまだまだあるものだと改めて目を丸くした出

来事でした。彼女の勉強は深く、南インド古典舞踊や

マーシャルアーツを経て、多種のパーカッションの演

奏も大変素晴らしくいつも色々なことを教えて頂いて

います。 

 

5. 大変だ!インド大使がいらっしゃる 

日印協会会員の皆様におかれましてはご経験があるかもしれません。是非お越しくださいませ、とご招待をし

ておきながら、いざ、「では行ってみようか」と言って頂いてすっかり動転した未熟な私たちの元に、大使夫妻が

お越しくださり光栄なことに公演をご覧いただく事ができました。どこにお座りいただこうか、誰がお出迎えを

しようか、ご挨拶はどうしましょう...不慣れな事で、大使館にお招きに預かる事数多なのに、なんと不勉強な事

か。プログラムはこれで良かったのか、通訳が不満足だったのではないか、あれも、これもと反省しきり。それ

でも膝元で手を打ってタールを刻みながら公演をご覧くださっていたとのこと。嬉しく励みになる出来事でした。 

 

6. えらいこっちゃ!TVカメラが入る事に 

インドでは「日本人がインド舞踊を上演した」とメディアで取り上げて頂く機会が大変多いのですが、日本に

居りますと見る一方のテレビです。ある日「12歳のカナメちゃんの取材をしたい」と一本の電話が。カナメちゃ

んは、お父様のインド赴任に伴い4歳からバラタナティヤムを学び、昨年アランゲトラム（師匠から許されるソ

< シタールとタブラの生演奏でカタックを踊る  
菊池やよいさん (同上) > 

< ミラーヴの生演奏で上演される 
入野智江ターラさんのクーリヤッタム(同上) > 
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ロデビュー公演）の舞台を終えてご帰国されたというプロフェッショナルダンサーとして活躍される小学生の女

の子。「インド、独り舞ふ」史上初TVクルーが会場へいらっしゃ

いました。 

劇場では無い為、楽屋での支度風景もリハーサルの様子も上演

の状況も、ちゃんとインド古典舞踊の良さが伝わる様な内容にな

るのだろうか?と不安材料がたっぷり。そもそもお客様がよく思わ

れるだろうか? そんな懸念を拭い去る様に、カナメちゃんは茶目

っ気たっぷりの可愛らしさと、流石はインド仕込みと唸ってしま

う表情豊かな舞踊で観客を魅了していました。これからも目が離

せません。 

 

7. 音楽や舞踊のための協会を 

彼女の様な次の世代が、インド古典舞踊を楽しく勉強し、盛り立てていってくれる様に支えたいという気持ち

もこの舞踊祭の隠れたミッションです。ライバルも少ないけれど、友人も少ない。進級試験やコンペティション

もなければ、アワードも無い。地道に努力を重ねるにしても他に誘惑が多いですよね。未開拓な日本のインド芸

術界では心もとないと思っていたところ、インド大使館文化部のVCC館長シッダールタ氏より「日本には芸術

系のアソシエーションが一つも無い事に驚いた」とご指摘を受けました。そして「君たちがやってみてはどうか

ね?」とお声がけくださいました。これを受けて、何かインド音楽 舞踊のプラットホームになる協会を創る事が

出来たら良いなと考えている今日この頃です。 

 

8. 最後に 

「インド、独り舞ふ」の制作には、舞踊家さん達の人生に寄り添う楽しみがあります。季節が移り変わる様に

人には色々な時期があるからです。恋愛や失恋でも踊りが変わるし、子供なりの舞や、70代なりの豊かな表現が

あります。妊娠出産による身体の変化や、パートナーや親の介護や死の経験など。多彩な人生のシーンと、ヌリ

ッタ身体表現・ヌリッティヤ感情表現の追求であるインド古典舞踊は密接な関係があって、全てが切っても切る

事ができません。でもそれは素敵なことで、経年でその舞踊家を眺めてみると、作品はさらに奥行きを増して観

る事ができます。舞踊が自分の中にある人は強いし、美しい。これからもこの舞踊祭を通して、豊かな時間を創

って共有してゆけたら嬉しいなと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 富安カナメさんのテレビ放送より > 

< 2019 年 4 月 16 日、17 日「インド、独り舞ふ」公演 カーテンコールより  
(Photo by Macoto Fukuda ©Kadamb Japan) > 
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日印協会 参与 宮原 豊 

 

1. タゴールのみやげ 

 

事の起こりは、2019年 2月24日に、吉岡二葉様から日印協会への問い合わせのメールでした。「父の遺品を

整理しておりましたら、祖父・広瀬又六が日印協会にいた当時、詩人タゴールの来日に尽力した話は聞いており

ましたが、その折の写真とタゴールからいただいた人形が出てきました。日印協会に寄贈したい」という内容で

した。 

 

タゴールは5回訪日しています。第1回は1916年（大正5年）、第 2回は1917年（大正6年）、第3回は1924

年（大正13年）、第4回は1929年（昭和4年）、第5回は同じく1929年（昭和4年）であると、戦前の「日印

協會會報」から判るのですが、広瀬又六氏が協會とどのような関係の方かが分かりません。何回目のタゴール訪

日のことなのか、事務所に残された「古文書」をあれこれと当り始めました。 

 

戦前の広瀬又六氏の名前をどのように探せばいいのか見当もつかなかったものの、探し始めると何と直ぐに見

つけることができました。「日印協會會報 第35号（大正 14年12月）～第52号（昭和7年 12月）まで発行

者兼編集人を務めておられた」ことが會報から判

りました。第35号は関東大震災後に発行された

ものですが、広瀬さんがそれ以前から日印協会に

係わっておられたかは不明です。また、昭和8年

以降に日印協會と関係があったのか記録は見つか

りませんが、全く違う史料から、昭和13年に日

印協會に就職した三角佐一郎氏（元専務理事）が、

「その頃、広瀬氏は副島専務と一緒におられ、対

外的に副島専務が出席できない会議等に広瀬氏が

出席するなど、いつも一緒に活動されていた」と

記されていますから、昭和13年には日印協會に

在席されていたようです。 

 

その後、吉岡さんから送られてきた写真は會報第46号（昭和 4年12月）に掲載されているものと同じ写真で、

大隈信常副会頭邸で行われた歓迎会の時のものです。その時は渋沢栄一会頭が病気だったために副会頭邸で歓迎

会が開かれたことが会務報告に載っています。タゴールの講演録も全文掲載されていますが、通訳を務めたのは

当時日本女子大の大学生の高良とみさん（戦後参議院議員）でした。吉岡さんによると、祖父・広瀬又六氏は1871

年生まれ、日印協会の前は青山学院大学で英語教師をしていたそうです。 

 

さて、タゴールから贈られたみやげとは、9世紀にアジアで始まった球技・セパタクロウ（竹製ボールを蹴る

ゲーム）をしている人形（木彫）です。幅8センチの台に高さ23センチの小さなものですが、このような人形

はインドでは珍しいです。インドの木彫品と言えば、ヒンズー教の神様や仏像、人物ならガンディー立像、動物

なら象が主なもので、このようなスポーツをしている動的な姿を形にした木彫品は珍しいかもしれません。タゴ

ールがこれをみやげに選んだ理由など想像し、タゴールの芸術的観に思いを馳せるのは行き過ぎでしょうか？ 

 

2. 詩聖ラビンドラナト・タゴールについて２題 

Two Stories related to "Gurudev" Rabindranath Tagore 

 

< 大隈候邸宅にて、広瀬氏は上段左から２人目 > 
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吉岡様は、「祖父・広瀬又六と縁の深い日印協会に置いてもらうのが最も相応しい」とのことで、協会の飾り棚

に置くことになりました。詩聖タゴールのお土産の人形をぜひ御覧ください。また、タゴールの日本での講演に

関心のある方は、日印協会で「日印協會會報」をお読みください。 

 

2. タゴール国際大学のシュディプト・ダス先生 

 

西ベンガル州シャンテニケタンのヴィシュヴァ・バーラティ大学（タゴール国際大学）日本学科で教鞭をとら

れていたシュディプト・ダス先生は、「明治～昭和期における印日民間交流―ベンガルを中心に」と題する日本語

による博士論文により、この度めでたく博士号を取得されました。インド人がインドの大学で、日本語論文で博

士号を授与されるのは極めて珍しく（史上初）、この栄誉を心から祝したいと思います。 

 

2016年 9月～2017年 3月まで日本政府国費留学生として麗澤大学に留学されたダス先生は、帰国を前に日印

協会を訪ねて来られました。主にラビンドラナト・タゴールの日本人と

の交流を研究テーマにされているとお聞きし、研究の一助にと日印協会

の有するタゴール訪日に関する記事やタゴールの講演録、戦前のタゴー

ル研究論文など「日印協會會報」に掲載されている史資料をお渡ししま

した。 

この度のダス先生の博士論文がカバーされている内容は、スワミ・ヴ

ィヴェカーナンダの日本訪問、タゴールと岡倉天心との東洋哲学・芸術

の交流、横山大観、菱田春草、下村観山、荒井寛方、桐谷洗鱗、野生司

香雪等との絵画を通じての交流、佐野甚之助や高垣信造等の柔道師範の

シャンテニケタンへの受入れ、高良とみとの交流、音楽家や舞踊家との

交流などが含まれています。さらに、ベンガルと日本との関係では陶芸

家パルク・ハリハランの訪日、ラス・ビハリ・ボース、スパス・チャン

ドラ・ボースのこと、戦後の東京裁判のインド人判事パール博士、学術

関係では日本人の我妻和男、森本達雄等にも及び、ベンガル人と日本人

との幅広い人的交流をカバーしています。 

 

シュディプト・ダス博士の論文は日印協会の書架に配置しております。日印交流の一端を学ぶ上で大変参考に

なる資料です。  

 

 

 

< タゴールから贈られた人形 > 

< 2047ページの論文とダス博士の手紙に添え
られていたタゴールと荒井寛方の写真 > 
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1. 内政 

【下院選挙】 

4月2日：及び8日2日にコングレス党が、8日にBJPが下院総選挙に向けたマニフェストを発表した。 

 

【連邦政府／連邦議会】 

4月11日:下院総選挙第1フェーズが、全国18州及び2つの連邦直轄地にまたがる91選挙区で実施された。投票率は

66.44%。 

4月18日:下院総選挙投票第2フェーズが、11州及び連邦直轄地1カ所にわたる95選挙区で実施された。投票率は67.6%

であった。 

4月23日:下院総選挙投票第3フェーズが、13州及び連邦直轄地2カ所にわたる116選挙区で実施された。投票率は66%

であった。 

4月 29日:9州にわたる 71選挙区で、第 4フェーズの投票が実施された。投票率は 64%であった 

 

2. 経済 

【2019年度第1回金融政策決定会】 

4月2日～4日:インド準備銀行（RBI）は、金融政策委員会（MPC）会合を開催し、4日に結果を公表した。 →今月

の注目点 

 

3. 外交 

【印パ関係】 

4月7日:印外務省報道官は、パキスタン外務大臣による「インドは4月16日－20日の間でパキスタンへの攻撃を計

画している」とのステートメントについてコメントを発表した。 

メモ： 

BJPは公約の冒頭に 2ページに亘り安全保障・国境保全・ジャンム・カシミール（JK）等に関して記述、

続いて 2ページに亘り農業・農民福利に関して記述し、この 2点に特に焦点を当てている。 

コングレス党は、公約の冒頭1ページ半にわたり失業・雇用促進に関し記述、続いて、産業、インフラ

等に関し記述。続き、農業政策の記述の後、経済政策の記述を挟み、最低収入保障（NYAY）に関し記述。 

メモ： 

印は、パキスタン外務大臣による、明らかに地域における戦闘を煽ることを目的とする無責任で非常識

な発言を認めない。今次公式の場における不可解な発言（gimmick）は、パキスタンに拠点を置くテロリ

ストに対する印でテロ攻撃を企てるようにする呼びかけであると見られる。 

 

 パキスタンは、印における越境テロの責任から自身を免れされることはできないことが明らかになった。

そのようなテロ攻撃の共謀に対するアリバイ工作の試みは決して成功しないだろう。パキスタンは、我々

の地域を混乱させる核心的問題、すなわち越境テロ、を不明瞭にするヒステリックな発言ではなく、自国

の支配下にある全領土から派生するテロ活動に対する信頼できかつ不可逆的な対策を講じる必要がある。

パキスタンに対しては、既存の外交及び陸軍司令部作戦局長（DGMO）チャンネルを利用し、差し迫ったテ

ロ攻撃に関する実用的かつ信頼できる情報を共有することが慫慂された。 

 印はあらゆる越境テロ攻撃に対し断固として対応する権利を有する。 

3. インドニュース(2019年 4月) 

News from India 
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【印モルディブ関係】 

4月8日:印外務省は6日のモルディブ議会選挙結果を受けて実施されたモディ首相とソーリフ大統領の電話会談に

つき、プレスリリースを発出した。 

 

【印スリランカ関係】 

4月21日:印外務省は、同日のスリランカにおける爆発事件に関し、印がスリランカの複数箇所で発生した連続爆

発事件を強く非難する旨の内容及びモディ首相によるスリランカ大統領及び首相との電話会談に関するプレスリ

リースを発出した。 

4月27日:印外務省は、4月21日のテロ攻撃後のスリランカの治安状況に鑑み、インド国民に対して同国への不要不

急の渡航は控えるよう勧奨する渡航情報を発出した。 

 

【印イラン関係】 

4月23日:印外務省報道官は、対イラン制裁の例外適用中止に関する米国発表に関し、質問に答えて、印政府は、

米国を含むパートナー諸国と引き続き協力して、インドのエネルギー及び経済安全保障上の正当な利益を保護す

るため、あらゆる方法を見い出す旨述べた。 

 

【印トルコ関係】 

4月25日:イブラヒム・カリン・トルコ大統領上級顧問兼報道官及び外国安全保障会議副議長（Deputy Chairman of 

the Foreign and Security Council of Turkey）が、ドヴァル国家安全保障担当補佐官の招きに応じ､インドを訪

問した。両者は､政治､安全保障､経済等あらゆる分野での印トルコ間の協力拡大及び国際、地域課題にかかる意見

交換等を実施した。 

 

 

 

メモ： 

1.本日、モディ首相は、ソーリフ・モルディブ大統領に架電し、最近のモルディブ議会選挙におけるモル

ディブ民主党（MDP）の勝利に対し祝辞を述べた。 

2.モディ首相は、今次 MDP の大きな勝利は、国民に深くコミットメントしつつ政権運営を担ってきた現政

権による政策と努力の顕著な支持の現れであると述べた。 

3.モディ首相は、「隣国第一」政策を踏まえ、社会・経済開発に関するモルディブの要求に沿って、モルデ

ィブとのパートナーシップを更に深化させることによる緊密な連携と同国への支援に対する印の深い

コミットメントに改めて言及した。 

4.モディ首相は、前ナヒード大統領とも電話会談し、今次選挙における大勝利を祝福した。モディ首相は、

モルディブが民主主義の根を深めながら、民主主義を愛するすべての国 （々all democracy-loving forces）

の中に参加することを賞賛するとともに、これに対する印の支援の継続を申し出た。 

今月の注目点：2019年度第 1回金融政策決定会 MPCステートメントのポイント 

（1）政策金利（レポ・レート）を6.25%から6.0%へ引下げ。 

（2）金融政策に対するスタンスを「中立的（neutral）」のまま維持。 

（3）インフレ率の見通し 

 インフレ見通しは、2018年度第4四半期は2.4%、2019年度前半は2.9～3.0%、2019年度後半は3.5～3.8%とする

（注：前回時点の見通しは、2018年度第4四半期は2.8%、2019年度前半は3.2～3.4%、2019年度第3四半期が3.9%）。 

（4）経済成長率の見通し 

 2019年度の実質GDP成長率は7.2%（同年度前半は6.8～7.1%、同年度後半は7.3～7.4%）を見込む（注：前回時

点の見通しは、2019年度（通年）成長率は7.4%、同年度前半は7.2～7.4%、同年度第3四半期は7.5%）。 
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◇ 最近のイベント ◇ 

 

 インド大使館主催「グル・ナーナク（シク教開祖）生誕 550年記念事業」参加記 

 

去る4月16日（火）にインド大使館VCC講堂に於いて、Sanjay Kumar Verma大使閣下およびProf. Siddharth 

Singh VCC館長出席のもと表記イベントが催された。 

筆者自身はインド滞在中、家族として受け入れてくれた親しい友

人の一人にシク教徒がおり、ある日彼に連れられてウェストデリー パ

ンジャビバーグのジュエリーショップで、シク教徒の神器5Kのひ

とつのKara（腕輪と訳すのが適かどうか）を買わされた。右腕に

嵌めた途端、石鹸を付けても抜けなくなったこと、さらに帰国後に

やや太ったことにより装着以来 9年ほど、風呂に入る時も寝る時も

付けたままである。  

記念講演は、日本におけ

るシク教研究の第一人者、 

中央大学大学院 保坂俊司教授（教え子が日印協会にも関わっています）

によるもので、さすが大変興味のある内容であった。特にご講演の最

後のセッションで、シク教と仏教との共通点に言及されたことが、筆

者にはストンと落ちた。それが、実はそれまで感じていたわだかまり

というか、Karaを身に付けたままでの日本の神仏に対する遠慮の気

持ちを拭い去ることができたのである。寺社仏閣詣での際に、清らか

な気持ちでお参りできることが非常に大きな収穫であった。 

なお筆者は、5種のもう一つKirpan（短刀、但し模造）も持ち帰ってきており、これを機会に、もっとその奥

義を極めたいという気持ちが湧いてきた一日でありました。 

（本文・写真：日印協会 事務局長 西本達生） 

  

4. イベント紹介 

Japan-India Events 

< 冒頭挨拶をするVerma大使 > 

< 講演する保坂俊司教授 > 
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◇ 今後のイベント ◇ 

 

 「インドラン」ランニングをしながらインドを丸ごとたっぷり楽しもう！ 

 

走るのが好きな方だけでなく、インドが好きで好きでたまらない方、インドの文化に触れてみたい方などにお

すすめの大会です。参加締め切りは6月 2日。 

開催日：2019年 6月 15日 (土) 

開催地：川崎市古市場陸上競技場 

（JR南武線「鹿島田」駅より徒歩20分） 

主催：“世界を走る”シリーズ大会事務局 

種目： 5km 男子／女子（中学生以上）  

2km 男子／女子（小学生） 

開催時間：10:00～13:00 （受付：9:00～9:30） 

参加料：5km 4,000円／1人（カレー券付き） 

2km 2,000円／1人（カレー券付き） 

参加条件：小学生以上の男女 

エントリーは、世界を走るHPより （https://wwrun.jp/list/event12.html） 

申し込み締切日：2019年 6月 2日（日） 23:59 

問い合わせ先：“世界を走る”シリーズ大会事務局 株式会社運動会屋 

メールアドレス run@udkya.com  TEL:045-590-2192 

 

 映画「パドマーワト 女神の誕生」2019年 6月 7日（金）全国順次ロードショー 

 

16世紀に生み出されたインド古来の伝記“パドマーワト”に描かれた愛と誇りの物語が、 500年の時を超え

て、インド映画史上最大級の製作費を費やした究極の映像美で蘇る！ 

13世紀末、西インドの小国、メーワール王国の妃となった絶世の美女、パドマーワティを巡り、夫である国王

ラタン・シンの誇りを重んじる高潔さと、北インド一帯を席巻する強大な軍事

力で、全てを手中にする事に執念を燃やすイスラム教国の王、アラーウッディ

ーンの野望が火花を散らす。天下に轟くその美貌が巻き起こした一国の存亡の

危機に、聡明なパドマーワティの下した決断とは?   

インドでは、あまりにも有名な伝記の映画化に制作の段階から注目を集め、

伝統的な王族・武人階級であるラージプート族やヒンドゥ―教の劇中での描写

に憶測が飛び交い、一部の過激な宗教団体からの映画化反対運動にまで発展。

インド国内の映倫の検閲を経て、二カ月の延期の後に公開されるなど話題が高

まり、2018年インド国内興収で3位となる約61億円、インド映画の世界興行

成績でも歴代10位となる、約 100億円の大ヒットを記録した。 

一国の運命を変えるほど

の美貌と、聡明な決断力で、

やがて神格化されていくパドマーワティに、「トリプルX：再

起動」でハリウッド進出も果たした、インド映画界で最も高

額な出演料が噂されるトップ女優、ディーピカー・パードゥ

コーン。 溢れる野心と凶暴性の中に、頂点に立つ王の孤独も

垣間見せるアラーウッディーンにランヴィール・シン。一族

の誇りを重んじ、いかなる窮地にも高潔さを失わないラージ

プート族の王、ラタン・シンにシャーヒド・カプール。ボリウッドのいまを代表する3人のスターが、それぞれ

https://wwrun.jp/list/event12.html
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の信念が交差する神話を思わせる重厚な演技合戦を繰り広げる。  監督に、日本でも公開された「ミモラ -心の

ままに-」など、美しい映像が高い評価を受ける巨匠、サンジャイ・リーラ・バンサーリー。 インド映画史上最

大級の製作費33億円を費やし、壮麗な宮廷、絢爛豪華な衣装、大軍勢によるスペクタクルな合戦など、細部ま

で計算し尽くされた映像美で描く、めくるめく歴史絵巻。インド映画史を塗り替えた映像体験が、遂に日本にや

ってくる！ 

公式サイト：http://padmaavat.jp/ 

出演：ディーピカー・パードゥコーン ランヴィール・シン  

シャーヒド・カプール アディティ・ラーオ・ハイダリー 

監督：サンジャイ・リーラ・バンサーリー「ミモラ -心のままに-」 

配給：SPACEBOX 宣伝：シネブリッジ 公式HP：Padmaavat.jp 公式 twitter:@Padmaavat_movie  

原題：Padmaavat/2018年/インド/ヒンディー語/シネスコ/ 5.1ch/164分  

©Viacom 18 Motion Pictures ©Bhansali Productions 

 

 

 

  

「選挙後のインドおよび日印関係に関するシンポジューム」 

ご案内 

 
総選挙と組閣の結果を踏まえ、インド内政・外交・経済と日印関係につき、以下の要領にて外

交政策責任者による講演および有識者によるパネルディスカッションを組み合わせたシンポジュ

ームを日印協会主催で開催致します。 

下記をご了知の上、奮ってご参加くださいますようご案内申し上げます。 

日時：2019年 7月 8日（月） 14:00 ～ 16:30 

場所：桜田門・法曹会館  千代田区霞が関 1-1-1 電話 03-3581-2146 

参加費：法人会員お一人4,000円・個人会員 2,000円、非会員 5,000円 

定員:100名（先着順 法人会員からは複数ご参加いただけます） 

メールまたは、同封の申込用紙に必要事項をご記入の上 FAXでお申込下さい。 

詳しいプログラムは同封チラシをご覧ください。 

http://padmaavat.jp/
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§『知的所有権の人類学〜現代インドの生物資源をめぐる科学と在来知』 

著者：中空 萌 

出版社：世界思想社 

価格：本体 5,200円＋税    ISBN978-4-7907-1727-0 

本の帯に書かれていたのは「知識は誰のものか？豊富な薬草資源をも

つインドに『知的所有権』という概念が持ち込まれたとき、現地で何が

起こるのか。緻密なフィールドワークにもとづき解明。過去の労働への

対価ではなく、未来への責任としての所有という概念を提示する、異色

の所有論」。 

近年インドの社会運動団体は、ニームやターメリック、バスマティ米

などの「インドの生物資源」あるいは「インドの人々の知識」を許可な

く使用した製薬特許を無効化しようとする運動を頻繫に起こしている。

インドは、薬草資源が豊富であり、またアーユルヴェーダをはじめとす

る伝統医療が様々なレベルで実施される「資源国」なのだ。その一方で、

新自由主義的なプロパテント政策が推進されるなか、インド国内科学者による生物資源探索活動や伝統医療の商

品化が加速している事実もある。生物資源の「所有」をめぐって通常、「資源を収奪する先進国（の研究機関や製

薬会社）」対「資源を守ろうとする途上国（の国家やコミュニティ）」という、「南北問題」の枠組みで議論される

ことが多い。それに対して、資源国であると同時に科学先進国でもあるというインドの位置は特殊であり、上記

のように一国内に矛盾する複数の動きが存在している。よって、多様な立場の人たちが折衛する中、生物資源を

めぐって「知識が誰かのものになる」複雑な動きを見るのにふさわしいと考えた。（序章より抜粋） 

目次 

序章「誰かのもの」としての知識 

第１部 知識が誰かのものになるとき 

（所有主体の生成をめぐる民族誌；在来知と知的所有権のフィールドワーク―翻訳を追いかける） 

第２部 伝統医療と生物資源の所有化 

（翻訳され続けるアーユルヴェーダ―国家と伝統医療；薬草州ウッタラーカンドと「人々の生物多様性登録」） 

第３部 「人々の生物多様性登録」プロジェクト―科学者の実践 

（「在来知」を生み出す科学者たち；「知識の所有者」をつくり出す） 

第４部 「所有主体」を超えて―「人々」の経験 

（「在来知」を超えて―「効果」としての治療と文化的所有権；自然と「責任主体」の生成？―薬草と生み出さ

れつつある関係） 

終章 未来へ拓かれた所有 

5. 新刊書紹介 
Books Review 

◇ 協会事務局からのお願い ◇ 
 

個人会員の皆様には、4 月 1 日付で、｢個人会員年会費納入のお願い｣をお送りし
ております。皆様には引き続きのご支援を賜りたく、まだ手続きがお済でない方は
お早目の納入をお願い申し上げます。 

 
退会ご希望の場合は、｢退会希望｣と明記の上、住所、氏名、退会理由を  
E-mail または FAX で協会事務局宛にお届けください。      

お問合せは、本誌 15 頁、掲示板の最下段をご参照下さい。 
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〈次回の『月刊インド』の発送日〉 

次回発送は、2019 年 6 月 21 日(金)を予定しております。インド伝統医学「アーユルヴェーダ」を特集

する予定です。お楽しみに。 

催事チラシの封入をお考えの方は、日程をご確認のうえ事務局までご連絡下さい。チラシを封入する

際には、当該催事の協会会員に対する割引等特典の配慮をお願いしております。チラシ印刷の前にご一

考下さい。 

 

＜編集後記＞今月号の表紙は、先月 4 月 28 日にベンガル湾にて行われたわが国護衛艦「さみだれ」とイ

ンド海軍駆逐艦「ラージプート Rajput」による日印共同訓練の様子です。艦船による訓練のほか、対潜

哨戒機も海賊対処行動を目的として参加しており、かなり高度な連携訓練の様子がうかが

えます。 

昨年 10 月 28 日の首脳会談においても、海洋安全保障分野に加え、陸海空さらには宇宙

対話までの協力が確認されました。 

在インド日本大使館の防衛駐在官もいまや、陸海空から 3 名駐在されています。毎年、

デリーの日本大使館では自衛隊記念日に、大使がインド政府要人や各国大使・駐在武官を

招いてレセプションを催しています。各国の礼装に圧倒され凛々しいなかにも、和やかな

雰囲気です。ちなみに陸海空自すべてから防衛駐在官を派遣している相手国は、インドの

ほかに米、豪、そして、韓、中、露です。ご参考まで。          （編集子） 

 

 
本誌に掲載致します投稿等は、執筆者のご見解･ご意見であり、 

当協会の見解を反映するものではありませんので、念のため申し添えます。 
 

 

 
 

 入会随時受付中   

日印協会は、1903 年、長岡護美、大隈重信、澁澤榮一の 3 名が中心となって創設されました。以来、日印の相

互理解の促進を目的として、両国の友好親善に関する事業を行ってきました。 

現在の協会の活動は、当協会の活動に賛同下さる会員の皆様からの会費によって支えられております。今後もよ

り良い活動を続けるために、当協会の活動にご賛同いただける法人･個人のご入会を歓迎致します。 

インドに関心をお持ちのお知り合いの方がいらっしゃいましたら、是非日印協会をアピールして下さい。ご希望

により、当協会の活動に関する諸資料をお送りいたします。日印協会の活動に賛同して頂ける多くの法人会員･個

人会員のご入会をお待ちしております。 

☆年会費: 個人           １口(8,000 円)から ☆入会金 個人 2,000 円 

学生           １口(4,000 円)から 学生 1,000 円 

一般法人会員   １口(100,000 円)から 法人 5,000 円 

特別法人会員   １口(150,000 円)から       (一般法人、特別法人会員共に)  
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