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血の地政学：ジャフナにおける献血ツアーをめぐって 

The Geopolitics of Blood: About Blood Donation Tourism in Jaffna in Sri Lanka 
 

梅村絢美(UMEMURA Ayami)・名古屋大学(Nagoya University) 

 

発表要旨 (Abstract)  

 本発表は、スリランカ北部ジャフナ県における献血ツアーの動向を検討しながら、その背景にある「血」

（輸血用血液製剤）をめぐって民族宗教間に生じる軋轢について検討することを目的としている。 

スリランカでは近年、2009 年まで四半世紀以上にわたり続いた内戦の激戦区のひとつである北部州ジャフ

ナにおいて、内戦の爪痕を残す遺構をめぐる観光ツアーが興隆している。ジャフナへの関心が高まるなか、

シンハラ人を中心にジャフナで献血をしようとする動きが出てきている。とりわけ象徴的なのが、仏僧たち

による献血ツアーである。2017 年 6 月 25 日、コロンボ郊外の仏教寺院を中心に組織された 100 人の仏僧が、

国立ジャフナ教育病院に赴き献血を行った。主催する仏僧らは、この献血ツアーについて、ジャフナにおけ

る輸血用血液製剤の不足を補うために実施され、（ブッダの教えとしての）宗教・民族・人種を超えた「友愛」

の実現でもあると説明し、多くの（仏教徒の）協力を呼びかけた。実際、仏僧らの呼びかけに呼応するよう

に、シンハラ人たちの間でジャフナに献血に行く動きが出始めており、スリランカ陸軍の兵士が集団で複数

回にわたり「ジャフナ献血」を実施したことが国営メディアにより報じられもした。 

 シンハラ仏教徒によるジャフナ献血は、一部のタミル人らの間で極めて政治性の高いものとして受け止め

られている。そのきっかけとも言えるのが、2014 年のスリランカ国軍の兵士らによるジャフナ献血について

の、当時の国防次官であり現大統領ラージャパクシャによる「多くの（シンハラ人）兵士による献血によっ

て、北部州に“純粋なタミルの血”はない」という発言であった。ジャフナは、スリランカの他地域と比較

してタミル人の割合が高いが、そうであるからといって、ジャフナ献血の担い手たちが主張する「タミル人

（のヒンドゥー教徒）は献血に消極的である」がゆえに（タミル人が多いジャフナでは）輸血用血液製剤が

不足しており、「我ら仏教徒が友愛の精神」によって救済すべきである、という構図は、少なくともスリラン

カ国立血液供給センターが提供するデータからは証明することができない。そもそも、ジャフナ献血の担い

手たちが主張するようなジャフナにおける輸血用血液製剤の不足という事実もない。さらに、100 人の仏僧

がジャフナ献血を行ったのが６月であることも注目に値する。６月は、WHO が指定する献血強化月間である

と同時に、シンハラ暦ポソン月に相当することから、スリランカ各地でシンハラ仏教徒による功徳を積む行

為＝布施としての大規模な献血イベントが行われる月でもある。仏僧らによるジャフナ献血は、世界献血者

デーという国際イベントを通じて国外の献血関連機関に「（友愛の精神あふれる）献血に積極的な仏教」とい

う印象を強く与えたのである。 

 こうした、シンハラ仏教徒を中心としたジャフナ献血の動向とその背景を検討しながら、本発表では、献

血をめぐる地政学的な展開を明らかにしていく。 
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スリランカにおける障害者の教育歴：後期中学校を修了した障害者に焦点をあてて 

Schooling Histories of People with Disabilities: With reference to those who 
completed senior secondary schools 

古田弘子(Furuta Hiroko)・熊本大学(Kumamoto University) 

 

発表要旨 (Abstract)  

本発表では、スリランカにおいて教育的に成功した障害者に焦点をあて、彼らの教育歴の類型を明ら

かにし、その背景について若干の考察を行う。教育開発のなかで最後まで取り残される集団の１つが障

害者である。1994 年のサラマンカ声明でインクルーシブ教育が提唱され、2006 年に採択された国連障

害者権利条約にその教育を受ける権利が規定されたものの、政策上はともかく彼らの教育経験や経路に

ついては十分に検討されていない。 

スリランカにおいて障害者は、①公立学校に併設された特別ユニットと通常学級、②その多くが教育

省被補助校である特別学校で教育機会を得るが、中退者や不就学の者も多い。一定以上の教育達成を遂

げた障害者の教育歴について分析することで、障害者の教育機会拡大への示唆が得られるのではないか。 

そこで、発表者が面談調査を実施した障害者 31 人のなかで、先天性の障害があり後期中学校修了（GCE 

O/L 試験合格）以上の学歴を有する者（女性 11 人、男性 10 人）について分析を行う。対象者は、タミ

ル人 1人を除き全員シンハラ人で、年齢は 18 歳から 62歳（平均 32 歳）、障害種は視覚障害 9 人、聴覚

障害 6人、運動障害６人であった。対象者 21 人のうち 15 人は高校修了者（GCE A/L 試験合格）であっ

た。面談は聴覚障害者への筆談・手話通訳による情報補償を確保し行った。面談に際して参加者に本研

究に関する説明を行い、口頭での同意が得られた者に実施した。 

対象者の教育歴は、（A）一貫して通常教育校（9人）、（B）特別学校と通常教育校の混合（10人）、（C）

一貫して特別学校（2人）の３類型に分けられた。さらに A型は、①州政府校から中央政府校移行群と、

②一貫して中央政府校・私立校群に分けられ、B 型は、①特別学校から中央政府校移行群と、②州政府

校から特別学校をはさむ中央政府校移行群に分けられた。これらのうち、A②群は視覚障害男性と聴覚

障害女性１人ずつで構成されたが、２人とも教育熱心な富裕・中間層という家庭背景を有していた。次

に障害種別でみると、肢体不自由者は全員が A①型であった。また前述の１人以外の視覚障害者は全員

が B 型であり、小学部入学時から特別学校で学んだあと、特別学校に設置がない高校段階で中央政府校

へ編入学する進路が、特別学校側のはたらきかけで確保されていることがうかがえた。一方、聴覚障害

者の特別学校には高校の教育課程をもつ学校があるが、対象者のうち男性２人は中央政府校に進学し、

女性２人は高校まで継続して特別学校（C 型）で学んでいた。このことは障害のある女性への過度の保

護を要請する社会・文化的背景を示唆するとも考えられた。   

本発表では、後期中学校を修了した障害者の教育歴を類型化し、対象者の年齢層の隔たりによる影響

は見られず、家庭背景、障害種、ジェンダーによる影響が見られること、特別学校が障害者の教育達成

に無視できない役割を果たしていることを報告した。本研究の一部は、 JSPS 科研費

(25570018)(17K02081)を得て実施した。 
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スリランカ農園部におけるこどもを取巻く環境と教育達成 

－紅茶農園が主にある 9 県を対象に－ 

Living conditions and educational disparity in Sri Lanka 

福田祐子(FUKUDA YUKO)・明治大学(Meiji University) 

 

社会政策を重視してきたスリランカでは、教育においても南アジア主要 4 か国（バングラデシュ、インド、パキス

タン、スリランカ）内における識字率を比較すると高くなっている（UNICEF 2014）。初等教育および前期中等教

育においても 90%を超える学齢期のこどもが在籍しており、経済レベルと比較して高い教育指標を達成している

が、地域間における格差や教育の質における課題が指摘されている（JICA 2012、UNICEF 2014）。特に労働集

約型の紅茶栽培をしている農園部における教育達成の向上は課題となっている。 

紅茶栽培は、植民地時代からの代表的農産業であり、高地・中地・低地ごとに経営形態が異なってい

たが、独立以降、紅茶産業構造に変化が生じ、プランテーション経済の形成過程から20世紀後半までは画一

的であった労働・生活環境を1つのものとして語ることは難しくなっている。近年、経済や社会発展は進展し、農

園・農村部のひとびとの職業選択の幅は拡大し、農園や農村を離れてよりよい生活をするためには基礎教育を

超えた教育達成が重要になってきている。そこで、本研究ではこどもの教育達成（在籍状況、留年・中退状況）

に焦点を当て、居住地域（都市・地方・農家・農園）1の違いにより、①こどもを取巻く環境がどのように異なり、②

それによってこどもの教育達成にどのような違いがあるのかを『こどもの活動調査2008/09』データを用いて二次

分析を試みた。 

本研究では「教育達成」を従属変数とし、「居住地域」と「こどもを取巻く環境」を独立変数とした。教育達成の

指標として「在籍状況」「留年・中退状況」の 2 変数を用い、取り巻く環境を（1）世帯状況として a.世帯収入、b.世

帯主学歴、（2）生活環境として c.住環境、d.安全性、（3）家庭内におけるこどもの状況として e.経済活動、f.家事

手伝いの 3 区分 6 変数として分析を試みた。分析にあたり①こどもを取巻く環境の違いについてはクロス集計、

②取り巻く環境と教育達成については２項ロジスティック回帰分析を行った。クロス集計から農園部に居住する

世帯の方が低収入の割合が高く、世帯主の学歴は低学歴の割合が高いことがわかった。また、こどもの生活環

境も都市や地方、農家と比較すると、農園部は低レベルの環境であった。こどもの活動状況については、農家

のこどもたちの方が経済活動や家事手伝いに従事している比率が高いが、長時間の活動については農園部の

こどもたちも農家のこどもたちに近い比率で従事していることがわかった。回帰分析からは、①農園部の在籍状

況に比べ、都市では 1．53（e0.423）倍、地方では 1．65（e0.498）倍、農家では 1．63（e0.486）倍高く、住環境変数をコ

ントロールすると居住地域間格差が有意でなくなることから、住環境変数が居住地域における在籍状況の格差

を説明していることがわかった。②留年・中退状況についても、農園部に比べ都市では 3.23（e1.171）倍、地方で

は 2.8（e1.028）倍、農家では 3.54（e1.264）倍高く、住環境変数をコントロールすると居住地域間格差が減少している

ことから、居住地域における留年・中退状況の格差を説明している 1 要因であることがわかった。 

 
1 農家：農村地域における個人農家のひとびとが居住する地域。地方：農村地域の個人農家以外のひとびとが居住する地域。 
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スリランカ プランテーション産業再民営化 30 年をむかえて ―ヌワラエリヤ県紅茶農

園コミュニティを中心に― 

Re-privatization of the plantation sector for 30 years with a Focus on Tea Estate 
Community in Nuwara Eliya 

 

栗原俊輔(Kurihara Shunsuke)・宇都宮大学(Utsunomiya University) 

 

発表要旨 

スリランカのプランテーション産業は 1992 年に再民営化されてから、もうすぐ 30 年を迎える。この

間、プランテーション農園に居住するエステート・タミルの人々の暮らしはどのような変遷をしたのか、

プランテーションの再民営化後の 30 年の産業の変化と比較しながら、特にヌワラエリヤ県に焦点を当

て、その人々の暮らしの改善と課題を明らかにする。 

戦後のスリランカ独立時はイギリス資本のプランテーション会社もみられたが、1972 年から 1973 年

にかけてスリランカは 500 を超えるプランテーション農園（紅茶、天然ゴム、ココナツ等）を国営化し、

その後 1992 年に再民営化された。これは、生産性の低下が大きな理由であった。その後の再民営化も、

生産性の低下によるものであり、そこには農園に居住する、エステート・タミルを中心とした、農園労

働者コミュニティへの配慮はみられなかった。 

イギリス植民地時代に、スリランカに導入された農園労働者とその子孫は、現在でも農園に居住する

人口が大半を占めているが、彼らの生活環境は現在でもスリランカ国内において最底辺に甘んじている。

一方でエステート・タミルも農園に居住しながら、農園労働には就かずに、農園外の職に就く傾向は止

まらない中で、労働者であるかは関係なく「農園」がコミュニティのアイデンティティとして定着して

いる状況である。 

スリランカ政府やプランテーション会社など、政策決定レベルにおける、産業を中心としたプランテ

ーション政策は、エステート・タミルにどのような影響をもたらし、そしてスリランカのプランテーシ

ョン産業にも影響をもたらしているのか、過去 30 年を中心に、ヌワラエリヤ県の紅茶農園を事例に検

証をしていく。 
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Promoting Tea (Camellia sinensis) Innovations in Sri Lanka:  Application of 
Porter’s Diamond Model to Sri Lanka 

 

H.M.C.G. Pilapitiya 1 and Saliya De Silva2 

1Graduate School of Science and Engineering, Saga University, Japan. 

2Faculty of Economics, Saga University, Japan. 

 

Abstract 

New scientific discoveries on health benefits of tea (Camellia sinensis) have encouraged many 

developed countries to make tea-based innovations and keep high profit margins for those products. 

On the other hand, the majority of tea producing countries are developing countries such as Sri Lanka 

that remain as less-profitable primary processed bulk tea exporters. The average earnings per unit sale 

of tea products in Sri Lanka (5.18 US$/kg) is much lower than that in non-tea producing developed 

countries (e.g. Poland: 10.65 US$/kg and Germany: 11.18 US$/kg) in 2018. The objective of this 

study is to examine the competitiveness of producing tea-based innovations in Sri Lanka. Both 

primary and published secondary data were used to develop Porter’s competitiveness diamond for 

tea-based radical innovations in Sri Lanka. Primary data comes from a questionnaire survey 

conducted with 43 tea-exporting firms in Sri Lanka in 2019. Only 19 of the 43 tea firms studied (44%) 

produced one or more radical innovation in Sri Lanka during the review period from 2014 to 2018. 

Out of the four conditions in the Porter’s diamond, Factor conditions (i.e. human and physical 

resources, knowledge, capital, and infrastructure) and Demand conditions (i.e. domestic demand for 

innovative beverage and non-beverage tea products) are favorable while Related and supportive 

industries and Firm strategy, structure and rivalry are less favorable to produce tea-based radical 

innovations in Sri Lanka. The study recommends: 1) linking supportive institutes to provide a better 

service to the industry, 2) converting non-functioning orthodox primary processing factories to 

produce innovative tea products, 3) linking domestic raw material suppliers (e.g. ginger, cinnamon) 

to produce innovative teas, 4) promoting innovative teas and tea-based products in small-scale 

manufacturing firms and linking them to large scale exporting firms, and 5) establishing a mechanism 

to market innovative tea products (e.g. tea tourism). 

 

Key words – Tea (Camellia sinensis), Product innovations, Competitiveness 
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有配偶女性の就業がエンパワーメントに与える影響 

−インド家族保健調査個票データの分析 

Theoretical Framework of Married Women’s Empowerment and the Effect of 
Employment 

 

 

新村恵美（Megumi Niimura）・帝京平成大学（Teikyo Heisei University） 

 

 

発表要旨 (Abstract)  

国連の「持続可能な開発目標」（SDGs）の目標 5 に掲げられるように、ジェンダー平等とそのプロセスである女

性のエンパワーメントとは、グローバルに認識された重点課題である。エンパワーメントは「選択する能力を否定

されてきた人びとが、選択ができる能力を獲得するプロセス」（Kabeer 1999）と定義され、そのモニタリングは重要

な課題となっている。一方で、女性のエンパワーメントは多数の側面を持つことが知られ、文脈に応じて幅広く定

義づけられている。研究者をはじめ国連や世界銀行などの開発ドナーにも使用される定義には、社会経済学者

カビールによるエンパワーメントの概念が使われており、それに基づいて国際的に比較可能な指標づくりが試み

られてきた。しかしながら、その測定領域や測定方法、国際比較の妥当性などについてコンセンサスは得られて

いない。 

他方、SDGs の目標 8 では、経済発展だけでなく、女性も含め全ての人の「ディーセント・ワーク（働きがいのあ

る人間らしい仕事）」の重要性が掲げられている。実際、女性の就業が女性の生存そのものに影響することを示

唆する先行研究がある。 

以上をふまえて本研究は、まずエンパワーメントの測定方法のレビューをする。エンパワーメントは、前提条件

としての「リソース」を使い、自身で目標を定め行動できる「エージェンシー（自律性）」を行使して、「アチーブメン

ト」を得る。多くの理論研究がこの３側面の枠組みを前提に議論するが、「リソース」と「アチーブメント」は間接的

な指標であり、例えば教育や資産は、エンパワーメントの「リソース」でもあり「アチーブメント」でもあり得る。また、

エンパワーメントとの因果関係が明確ではない。このため、直接的にエンパワーメントを捉える「世帯内意思決

定」「移動の自由」「ジェンダー不平等への態度」に代表される「エージェンシー」が測定指標として適切であると

の認識が進んでいる。 

次に、これらのエンパワーメント指標を被説明変数として、インドの全国家族保健調査（NFHS）の個票データを

使用し、女性の就業がエンパワーメントに与える影響を分析する。どのような形態、どのような職種の就業とエン

パワーメントが関係するのか、に特に注目する。 
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インドにおける巡礼と宗教に関する計量経済分析：国内旅行支出調査（Domestic 

Tourism Expenditure Survey）を利用して 

Pilgrimage and Religion in India: An Econometric Analysis Using the Domestic 
Tourism Expenditure Survey  

 

山本明日香(Asuka Yamamoto)・神戸大学大学院経済学研究科博士課程後期課程(Ph.D. 

Candidate, Graduate School of Economics, Kobe University)/ 日本学術振興会特別研究員

DC2 (JSPS Research Fellowship for Young Scientists) 

 

発表要旨（Abstract） 

 インドにおける国内旅行は、大きく発展し、より一般的なものになっている。また、インドには多く

の宗教的属性を持つ人々が存在している。その宗教的な属性ごとに、旅行行動の行先や目的などで異な

る傾向があるだろうと想定される。また、近年の経済学の実証分析においては、経済発展に伴って、社

会的・経済的思考の規範が宗教や宗教に関係するものなどから、科学的あるいは非宗教的・世俗的な規

範に置き換わっていくという「世俗化仮説（secularization hypothesis）」の検証が行われている。 

 本稿の目的は、インドにおける人々の旅行行動と所得にはどのような関係があるのか、また、旅行行

動と宗教的属性には関係があるのかどうかを、マイクロデータを利用して計量経済学的な検証を行うこ

とである。本稿では、第 72 次調査（2014-15 年）の一環として行われた国内旅行支出調査のデータを使

用し、旅行者の支出や宗教的な属性と、泊りがけの旅行行動との間にどのような関係があるのかを、最

小二乗法（OLS）、ロジスティック分析、多項ロジスティック分析の手法でそれぞれ検証し、旅行行動の

目的によって、あるいは旅行先が居住地域の州外であるかによって結果が異なるのかどうかを確認した。 

 本稿の分析では、泊りがけ旅行行動全般においては、所得の代理変数である一人当たり月平均支出と

旅行行動の間には正の相関があるという結果になり、ビジネスやホリデーなどに旅行目的を限定しても、

この傾向は同様であった。しかしながら、宗教・巡礼目的や、親族・友人との面会などのソーシャル目

的の旅行行動においては、支出が高いほど、旅行に行かない傾向があるという結果になった。 

 宗教・巡礼目的の泊りがけ旅行については、イスラーム教徒、キリスト教徒、シク教徒のグループは、

それぞれヒンドゥー教徒のグループと比較すると旅行に行く傾向があるが、支出が上昇すると旅行に行

く傾向が有意にヒンドゥー教徒のグループより低くなるという結果が得られた。 

 また、これらの結果からは、2 つの可能性が示唆される。一つは、一般的な旅行が上級財であるのに

対して、宗教・巡礼目的の旅行は下級財である可能性である。所得の代理変数としての支出が高くなる

ほど宗教・巡礼目的の旅行に行かなくなるのであれば、これは機会費用の上昇によるものかもしれない。

もう一つは、部分的に世俗化仮説が支持されるような結果ではないかということである。経済発展に伴

って、相対的に宗教・巡礼目的の旅行への需要が減少している可能性がある。 
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「日本と冷戦時代の終末期における開発金融：インドへの援助、貿易、経済政策」 

“Japan and Development Financing in the Waning Cold War: Aid, Trade and 
Economic Policy in India” 

金澤 玲子(Reiko Kanazawa)エディンバラ大学医学部(University of Edinburgh, Centre 

for Biomedicine, Self and Society, Research Fellow Global Health Governance) 

 

発表要旨 (Abstract)  

インドは、近年急激な経済成長を遂げている。本稿はインド経済自由化における日本の役割、そして

開発金融及び貿易相手としての日本に対するインドの姿勢を検証する。これまでの文献検証は主に、経

済自由化に繋がった政策の措置について議論されてきた。一部の学者は、インドが保守的な経済政策を

緩めたことの結果であると主張する。Vijay Joshi と IMD Little は、1979 年から 1991 年にかけてイン

ドの国家財政の管理が徐々にリベラルになった結果、商業借入への依存を強めていったことに起因する

と主張し（Joshi and Little, 1994, p. 143-89）、Atul Kohli、は政治的リーダーシップが資本主義の

成長を受け入れるためにネルービアン開発主義（Nehruvian developmentalism）の勢力を見放したと主

張している（Kohli, 1989, p. 307; 2006, p. 1252）。Montek Singh Ahluwalia (2002; 2020)や Bimal 

Jalan（1991）などインド財務省上級官吏の自伝によれば、1970 年代の石油ショックなど、以前の危機

と比較して、1991 年に下された決定を分析し、インドの経済政策は世界銀行（以下世銀と略）から強制

されたものではないと主張する。 

本研究は歴史と国際関係の研究視点から考察する。この文献では、世界経済の変化をインドの主導者

がどのように把握し関与してきたか焦点を当て、特にインド政治・経済・外交当局の自主的な交渉戦略

と、主要な開発パートナーへの影響力の拡大をテーマと指定る。秋田茂は、B.K. Nehru と Morarji Desai

がインド援助コンソーシアム（Aid India Consortium）との取引に携わったとして、その巧みな経済外

交を強調している（Akita, 2014, p. 217）。Jason Kirk は、インドとその主要な開発パートナーである

世銀の関係を特徴付ける時に、1980 年代では、「the Bank needed India as much as India needed it」

と主張している（2010, p. xix）。最近では、Chaudhry, Kelkar, Yadav が、1981 年に国際収支支援の

ため I M F との相互作用に「homegrown conditionality」（自国の主張をより強く加味した条件付き）

の概念を提案する(2004, p. 70）。 

本稿は世銀アーカイブ、日本経済新聞の記事、日本銀行金融研究所アーカイブ、及び外交資料館のデ

ータを基盤資料とする。第一に、インドの当局者が冷戦時代の終末期におけるソ連の崩壊がもたらした

前例のない国際経済秩序と開発援助コミュニティの中でのグローバルな変化を十分に理解した上で、政

策の舵取りをしたと主張する。第二に、日本の援助、技術協力、貿易関係を通して、1981 年から 1991 年

までにどのように二国間経済関係を気付いてきたかを考える。第三に、1989 年から 1991 年にかけて、

インドの政治と金融の二重危機を安定させるため、日本が即時の財政支援を提供し、インド政府が経済

自由化政策を正式に宣言した 1991 年 7月までの出来事を検討する。 
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Fiscal Decentralization and Provincial Level Service Delivery in Sri Lanka:   
An Econometric Analysis 

 

Priyantha W. Mudalige1*, N. S. Cooray2** and Saliya De Silva3*** 
*1Senior Lecturer, Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, University of Kelaniya, Dalugama, 

Sri Lanka, *Ph.D. Candidate, Saga University, Honjo-machi, Saga, Japan   
**2Professor in Economics, Graduate School of International Relations, International University of Japan, Minami 

Uonuma-Shi, Niigata, Japan 
***3Professor in Economics, Faculty of Economics, Saga University, Honjo-machi, Saga, Japan   

 

Abstract 

Sri Lanka’s provincial councils, introduced in 1987, have been a part of the country‘s effort to 

decentralize its political, administrative and fiscal powers of the central government. Sri Lanka has 

experienced over three decades of decentralization.  A review of the literature, however, reveals a 

lack of research quantifying the short-run and long-run impacts of budgetary decentralization on the 

service delivery of the government. This paper is an empirical study that examines the effects of fiscal 

decentralization on Sri Lanka’s service delivery using time-series data from 1988-2018. In addition, 

fiscal decentralization is measured using revenue decentralization and expenditure decentralization. 

This investigation employs the Autoregressive Distributed Lag-(ARDL) modeling approach and uses 

a broad range of secondary and textual sources. Three dependent variables --- Infant mortality rate 

(MRI), Human development index (HDI), and Primary gross school enrolment (SEP) --- have been 

selected to measure the impact of fiscal decentralization. This research utilized two independent 

variables --- 1) the expenditure of sub-national government as a percentage of spending of the central 

government (SNGECGE) and; 2) the revenue of sub-national governments as a percentage of revenue 

of the central government (SNGRCGR) --- to measure fiscal decentralization. Per capita gross 

domestic product (GDP) was used as a single controlled variable. The results reveal that fiscal 

decentralization have had neither a short-term nor long-term impact on education and health service 

delivery in Sri Lanka. Furthermore, when provincial-level expenditures and revenues increase, SEP 

and HDI respectively decrease significantly in the long run. In the short-run, when provincial-level 

expenditure increases HDI decreases significantly. Based on these findings, improving human capital 

through decentralization is not happening and therefore Sri Lanka should either abolish the 

decentralization system or reform the provincial councils, especially in terms of expenditure and 

revenue structure. 

 

Keywords: Provincial Councils, Fiscal decentralization, ARDL approach, Service delivery 
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恋盗人の歌 初めてのベンガル語文学 カトマンドゥからチッタゴンまで 

The Thief of Love. The earliest works of Bengali literature.  
From Kathmandu to Chittagong 

 

北田信(Kitada, Makoto)・大阪大学(Osaka University) 

 

発表要旨 

11 世紀カシュミール出身の詩人ビルハナが、禁断の愛欲に溺れた日々を追憶しながら詠んだ『恋盗人

五十頌』は、サンスクリット恋愛詩の珠玉として知られている。この作品は、ベンガル語圏では「ヴィ

ディヤー姫とスンダラ王子」(Vidyā Sundar) という、才気ある青年が男嫌いの王女の後宮に忍び込む

アヴァンチュールを描いた枠物語に嵌め込まれる形で流布し、18世紀の詩人バロトチョンドロの翻案に

よりよく知られている。この物語を扱ったベンガル語作品の最初のものとしては、16世紀の詩人シャー

ビリド・カーン (Śā’bārid Khān 1517−85) の著作が知られていた。彼が仕えたアラカンのムスリム王

国は、ベンガル語文芸の振興に力を入れていた。しかし、彼に幾らか先立って、ベンガルを統治するフ

セイン・シャーヒー王朝のフィーローズ・シャー（1532）に仕えた詩人シュリーダラ (Śrīdhara 1520−32) 

が、この物語に基づく作品を著していたことは、あまり知られていない。彼の作品を記した写本はチッ

タゴンで発見されており、それについての論文が 1959 年に発表されていた。 

発表者（北田）は 2008 年より、カトマンドゥに伝わるベンガル語写本を調査してきた。古ベンガル語

を含む新期インド・アーリア語東部方言群の最古の文献『チャリャーパダ』がカトマンドゥで発見され

たことはよく知られ、またそれに酷似する約 300 個の古い歌詞（チャチャー歌）が、現在でもネワール

人僧侶によって朗誦されていることについては、これまでいろいろな機会で発表してきた。これと並び、

中期ベンガル語で書かれた演劇写本や歌詞集が幾つも存在するが、その中に、「ヴィディヤー・スンダ

ラ」物語に基づいた演劇写本も２点含まれている。この二つは、同一のテキストに基づくものであり、

その一つはカトマンドゥ王シヴァシンハ王（1597−1619）の時に作成された写本で、作者名シュリーダラ

と庇護者名フィーローズ・シャーが記されている。シカゴ大の研究者 Thibaut d’Hubert の説によれば、か

つてアラカンからカトマンドゥまで、亜大陸の東部に、ベンガル語・ミティラー語および人工的な雅語

ブラジブリーを共通語として壮大な文化芸術交流圏が存在していたということであるが、それを裏付け

る事例が確認できたことになる。なお「ヴィディヤー・スンダラ」劇は、中世マッラ王朝を通じて非常

に人気ある演目であり続け、数多くの戯曲が残されている。また、現在に生き残る伝統演劇祭カルティ

ク・ナーチ（ファルピン村）のレパートリーにも含まれている。 

本発表では、このトピックに加え、今年２月に確認できた新事項についても触れたい。中期ベンガル

語最初の詩人ボル・チョンディダシュ (Śrīkr̥ṣṇakīrtan) の写本は、ベンガル地方では一つの写本しか見

付かっていなかったが、彼の名前を含む歌詞や、彼の作と思われる歌詞を大量に含む歌詞集の存在が、

カトマンドゥ写本群の中に新たに確認できたのだ。 
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「黒い水」の系譜：英領インドにおける流刑者たちの書き物を読む 

Genealogy of ‘Kālā Pānī’: Writings of Transported Prisoners in British India 
 

宮本隆史 (MIYAMOTO Takashi)・大阪大学 (Osaka University) 

 

発表要旨 (Abstract) 

本報告では、英領インドにおける流刑者たちによる書き物を読み解く。主に、ヒンディー／ウルドゥ

ー語の書き物の検討を通じて流刑体験に関わる精神史を考察する。 

囚人をインド亜大陸から離れた地に送る流刑は、イギリス東インド会社の統治が始まると間もなく開

始された。スマトラのベンクーレンやモーリシャスなども流刑地として使われたが、1857 年インド大反

乱までのあいだの主要な流刑地は海峡植民地（ペナン、シンガポール、マラッカ）であった。大反乱後

には、一時的にビルマのモールメインやテナッセリムにも囚人が流されたが、主要な流刑地として選ば

れたのはアンダマーンであった。19 世紀末頃からは、反英闘争に関わった「政治犯」たちがアンダマー

ン流刑地に送られるようになり、独立インドの民族主義的な記憶の場としても機能するようになった。 

植民地統治初期より、インドにおける流刑には、文化的な意味合いが強く読み込まれた。ヒンドゥー

たちは「黒い水 kālā pānī」すなわち海を渡るとカーストを喪失すると信じるため、流刑がカースト・ヒ

ンドゥーに対して強い抑止力として機能するのだとされた。この言説がいかにして監獄行政の議論に流

布するようになったかは明らかでないが、19 世紀前半までには監獄関係官僚たちに広く共有される信念

となっていた。この時期の流刑者の証言は現在確認できず、実際に流刑囚たちが「黒い水」を超えるこ

とを恐れていたことを示す資料も見つかっていない。しかし、ヒンディー／ウルドゥー語の「黒い水 kālā 

pānī」という語は、流刑を意味する言葉として、19 世紀後半から 20 世紀にかけて一般化していった。 

流刑囚による書き物が残されはじめるのは、1857 年大反乱後のことである。ラングーンに流されたバ

ハードゥル・シャー2 世は、自らの不運を嘆く詩作を行なったが、流刑体験について直接述べてはいな

かった。流刑体験について明確に詩に詠み込んだのは、大反乱に関わり 1859 年にアンダマーン流刑に

処されたファズレ・ハック・ハイラーバーディー（1796-1861）である。また、「ワッハーブ派」の活動

家であったとされるムハンマド・ジャアファル・ターネーサリー（1838-1905）は、アフガーニスターン

のイスラーム勢力に資金を送ろうとした罪で 1866 年にアンダマーンに送られ、『黒い水：奇妙な歴史

（Kālā Pānī: Tawārikh-e Ajīb）』と題した本を後に出した。「黒い水」に関するヒンディー語・ウルドゥー

語の書き物の系譜は、こうした作品によって開始されたのである。19 世紀末から世紀転換期に入ると、

「黒い水」はナショナリズムの言説に結び付けられた。自身が 1911 年から 21 年にかけてアンダマーン

流刑に処されたヴィナーヤク・ダーモーダル・サーヴァルカルの小説『黒い水（Kālā Pānī）』もこの流れ

に位置付けることができる。インドが独立すると、この独立闘争に関する語りと「黒い水」の結びつき

は、ますます揺るぎないものになっていった。その文脈で、初期にムスリムの書き手たちが書いた作品

も、ナショナリズムの物語の系譜において再解釈されるようになっていった。「黒い水」は、インドの国

民の境界についての正当な解釈を巡る議論において、現在でも有用な言説的資源として利用されている。 
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多言語国家における共通語としてのウルドゥー語研究：人文情報学的調査の可能性 

(Urdu Studies as a Common Language in Multilingual States: Examination of 
Analytical Methods for Digital Humanities)  

 

須永恵美子(SUNAGA Emiko)・京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

(Graduate School of Asian and African Area Studies, Kyoto University) 

 

発表要旨 (Abstract)  

 ウルドゥー語は、ムガル朝の軍隊の共通語として発展し、長く南ジア・ムスリムの共通語として共有

されてきた経緯があり、母語話者よりも第 2、第 3 言語として使用する層がはるかに多い。ところが、

2000 年以降、パキスタンにおける新中間層の台頭、南アジア系移民の世代交代、インターネットの普及

による英語を主流とした言語空間の拡大により、ウルドゥー語の影響力が揺らいでいる。そこで、発表

者はデジタル・コミュニケーション時代のウルドゥー語研究を検討し、新たな手法を用いて現代のウル

ドゥー語の共通語としての地位を捉えなおすことを目指している。本発表では、特に自動文字認識の技

術に着目し、人文情報学的なウルドゥー語研究の可能性を探る。 

 具体的には、1 つ目として、ウルドゥー語の人文情報学的分析に関する先行研究の整理を行う。2 つ

目に、ウルドゥー語の自動文字認識を複数のソフトで機械学習させ、その課題を明らかにする。  

 ウルドゥー語に限らないが、アラビア文字を使った言語の自動文字認識は、技術的に発展途上にある。

特に、ナスターリーク書体の手書き文字の自動文字認識はまだ実用化に遠い。ただ、近年プログラミン

グの知識なしで機械学習が可能なソフトが複数登場しており、ウルドゥー語のデータセットも国際的な

研究者グループによって公開されるに至っている。 

 本発表では、複数の OCR ソフトウェアや自動テキスト認識のためのデジタル・ツールを検証し、そ

の機械学習の過程と精度を検証する。例えば、ヨーロッパを中心に開発の進む Transkribus は、歴史的文

書の画像ドキュメントから、手書きテキストを認識するためのプラットフォームである。欧文諸語であ

れば、手紙やメモなど手書きの文字をかなりの精度で読み取ることができる。そして、誤りがあった場

合はそれを訂正しながらモデルとして機械学習させ、読み取りの精度自体を向上させることができる。

ウルドゥー語を前提としたシステムではないために使い勝手の悪さはあるものの、ウルドゥー語も他言

語同様に学習させていくことが可能である。こうした人文情報学的なツールとアプローチは、量的なテ

キスト分析を容易にするだけでなく、ウルドゥー語研究の活性化にもつながる。 

 結論としては、セグメンテーションや文字境界の認識など 1）技術的な課題、従来の文学研究を中心とした

ウルドゥー語研究を含む 2）研究拠点の変化、デジタル・アーカイブと自動文字認識による 3）新たな研究資

料の発掘を指摘した上で、ウルドゥー語の人文情報学としての研究の可能性を明らかにする。 
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The Making of a Rājarṣi: Bāṇabhaṭṭa’s Words of Advice to Young Princes in the 
Harṣacarita and Kādambarī 

 

 (Debdutta Sanyal)・(Ph.D researcher, Ashoka University, India) 

 

 

The present paper focuses on ideals of kingship as represented by Bāṇabhaṭṭa, the court poet of king 

Harṣavardhana of Kannauj (7th century CE) in India. Despite the claim by historians that Bāṇabhaṭṭa’s 

works are overtly embellished works of poetry, and can only be used as a source to glean empirical 

information about the contemporary world, in this paper, I would like to argue that in spite of the 

embellishments, they are a deeply political in nature, and are a window to the contemporary political 

culture, ideas of kingship, the state and political authority. Bāṇa confronts these in his Sanskrit 

treatises—the Harṣacarita (dealing with the life-events of young ‘historical’ Harṣa) and the 

Kādambarī (a ‘fictive’ tale of love and reincarnations), with views drawn from a pool of ideas. He 

inherits some of these, but also brings in his own ideas which stand out if compared to some of his 

predecessors. We will look into this through three pieces of counsel, two to the young prince Harṣa 

in the Harṣacarita, and the advice given to prince Candrāpīḍa in the Kādambarī. Although the two 

texts, Harṣacarita and the Kādambarī belong to different genres, one being an ākhyāyikā and the 

latter being a kathā, the two need to be seen together when we conceptualise the idea(s) of kingship 

in the time of Harṣa. 

 

The aim of this paper is to explore how the personality of king is constructed and represented through 

the two texts, which, in all their complexities, not only reflect political thinking, but also shape 

political discourse. Bāṇabhaṭṭa describes the qualities of an ideal king in the words of wisdom 

imparted to the princes by their fathers or ministers. While it is a reminder on Bāṇa’s part about the 

power of counsel; but, at the same time, it is worth questioning whether that is a reflection of how the 

king actually was, or a veiled suggestion of what the king should be. Thus, the paper will be an inquiry 

into what it means to be a King, and the ramifications of being a Rājarṣi (a sage-king), an idea that is 

central to Bāṇa’s conception of an idealized king; and how this idea is underlain by the prime 

importance placed on self-control and conquering of senses (indriyajaya). However, while drawing 

certain ideas from the śāstras and itihāsa, both the Harṣacarita and the Kādambarī exemplify the 

process of formation of political discourse beyond the normative śāstric tradition, sometimes 

facilitated by Bāṇa’s masterful use of the kāvya tradition. Reading the representations is important 

for us, as that is a way in which experiences were translated into narratives on the pages of a text, 

often shaped by conventions of genres of literature they belonged to, and often transcending them.  
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Impacts of Hindu Spiritual Movements on Mindfulness in the United 
States: Focusing on Swami Vivekananda and Maharishi Mahesh Yogi  

 

Shreya Vijay Wagh・Daito Bunka University 

(Abstract) 

 

The purpose of the study is to find out if Hindu Spiritual Movements have any impact on Mindfulness 

movement in the United States. Hindu spiritual movements started in the end of nineteenth century 

with Swami Vivekananda. After Vivekananda, many Hindu spiritual teachers went to the United 

States to spread their teachings. Maharishi Mahesh Yogi was one of them. With his Transcendental 

Meditation (TM), meditation gained widespread attention in the United States. 

Mindfulness movement started with Buddhist monks from Theravada and Zen traditions. In the 

end of 1970s, Jon Kabat-Zinn who was inspired by Buddhist teachings of Mindfulness started using 

Mindfulness, including meditation for stress reduction. He promoted Mindfulness in scientific and 

secular way and made it available for everyone.  

In this study, I focus on Swami Vivekananda and Maharishi Mahesh Yogi and the spiritual 

movements they started in the United States. Though they do not have direct connection with 

Mindfulness movement, I try to find out if they have any impact on Mindfulness that is mainstreamed 

and outside of Buddhist context. Swami Vivekananda and Maharishi Mahesh Yogi promoted 

meditation and presented their teachings in scientific way. They never used the word mindfulness or 

promoted Mindfulness techniques, but they made Vedantic teachings and meditation accessible to 

everyone. Swami Vivekananda through his practical teachings of Vedanta encouraged for meditation 

and experimenting with oneself through meditation. He also explained the importance of practical 

Vedanta for individual and social welfare. His commentaries on Raja Yoga played an important role 

in application of Yoga in day-to-day life. Another movement that I analyze in this study is TM 

movement by Maharishi Mahesh Yogi that started in 1960s. Maharishi also gave importance to 

meditation. Like Jon-Kabat Zinn’s Mindfulness, Maharishi also encouraged scientific research on 

meditation and tried to mainstream his teachings. He promoted TM as a stress reduction technique. 

Both the Hindu spiritual movements became popular in the United States in terms of spreading 

Vedantic teachings in secular and scientific way. In my opinion, they created a foundation for 

Mindfulness movement. Their success and failures helped Mindfulness movement flourished in late 

1970s. This analysis is based on the literature available on Swami Vivekananda, Maharishi Mahesh 

Yogi and, Mindfulness movement. The outcome of this study will provide an insight on the 

connection of Hindu spiritual movements with the development of Mindfulness movement. 
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Interrelationship between Monarchy, Religion and Development  
in Democratic Transition in Bhutan 

 

Panel Convener: Mari Miyamoto・Keio University 

Discussants: Toshihiro Tsukihara・University of Fukui, Satoru Kobayashi・Kyoto University 

 

Bhutan has been undergoing profound social and political transformation since 2005, when 

the Fourth King announced his abdication and the introduction of parliamentary democracy. This 

panel aims to examine how the democratisation process has transformed Bhutanese society as well 

as its relationship with monarchy, religious institutions, and economic development.  

Bhutanese society has been politically integrated under five successive kings since 1907. 

While the Third King is known as the father of modernisation, the Fourth King can be regarded as 

the father of morality due to his efforts in promoting a shared national culture, underpinned by the 

idea of 'Gross National Happiness' (GNH) which indicates holistic and balanced development, 

informed by the philosophy of the Buddhist Middle Path. While GNH is structured around four 

pillars: good governance, sustainable socio-economic development, preservation and promotion of 

culture, and environmental conservation, challenges remain in developing the country by maintaining 

balance among these four pillars. Before the transition to a constitutional monarchy in 2008, the 

Bhutanese kings were critical actors in balancing between tradition and modernity as well as religion 

and secularism (Mathou 2000). However, the role of the monarch could have been re-formulated and 

transformed upon the introduction of parliamentary democracy.  

This panel aims to examine how the role of the monarch has transformed in moderating 

between two spheres and how the role and the influences of the religious institutions have been 

transformed during the political transition, through four presentations. Ishiuchi discusses the king’s 

provincial visits. He attempts to compare the characteristics of the king’s visits to the countryside 

before and after 2004 and clarify the nature and effect of his visits regarding development and 

democracy. Sonam Kinga introduces the special role of the present King in addressing the critical 

situation of COVID-19. Through describing how symbolic and practical the role played by the king 

has been so far to fight COVID-19, he attempts to analyse how the pandemic re-defined ‘Buddhist 

kingship’ in Bhutan. Miyamoto describes the integration of the multi-layered religious sphere in rural 

areas of Bhutan through the case studies in which people have surrendered autonomy for community 

temples to established monasteries in 2000s. And Kawamura focuses on a Buddhist ritual which ties 

people as Dorji Puen, spiritual siblings. She examines the possibilities that this temporal spiritual 

relationship created by accomplished Lamas could become a vital tie to support each other materially 

as well as spiritually during this transition period.  
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Presenter 1) 

Function of the King’s Provincial Visits in Bhutan in the Transitional Phase 
 

 Yoshiki Ishiuchi・Graduate School of Asian and African Area Studies, Kyoto University 

 

Jigme Singye Wangchuck, the fourth king of Bhutan, is often referred to as “the 

compassionate ruler” or “the Bodhisattva king” (Tashi and Mathou 2016), and he continues to be 

respected and revered by the people. The king walked all across the country. This earned him the title 

of the “pedestrian king” (Kinga 2020) and helped build an image that commanded such respect. It is 

said that “there is no village without the king's footprints.” He personally served drinks and food to 

the crowd, provided clothes and land to the poor, and interacted with people in person. 

In 1972, the third King, Jigme Dorji Wangchuck, passed away suddenly. Jigme Singye 

Wangchuck, who ascended the throne at the age of 16, began provincial visits soon after his accession. 

In the latter half of the 20th century, his provincial visits symbolized the importance of development 

that should be achieved through solidarity and cooperation between the government and the people. 

These visits also helped people recognize the king as a symbol of the nation. The visits continued into 

the 2000s when the transition to a constitutional monarchy was underway. For example, from the 

completion of writing the bulk of the draft Constitution in 2004 until the promulgation of the new 

Constitution in 2008, him and the then crown prince, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, travelled 

to various provinces across the country to listen to the opinions of the people and advocate the need 

for democratization as well as explain every citizen’s responsibility under the new system.  

Previous studies on the democratization of Bhutan argued that democracy itself is “a gift 

(soelra)” from the king (Kinga 2013), or that it is “democratization from above” initiated by the king's 

strong leadership (e.g., Turner et al. 2011). However, there is hardly any research on the function that 

the king's provincial visits served in Bhutan's transitional phase. 

Therefore, in this presentation, I would like to examine the function that these provincial 

visits served in the transitional phase of the Bhutanese regime. Additionally, I would like to point out 

the characteristics and continuity of these visits by comparing them with the provincial visits by the 

fourth king before 2004 to provide a new perspective on Bhutan’s democratization. 
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Presenter 2) 

The Crown and the Corona: 
A close-up on Bhutan’s successful Covid response led by the King 

 

Sonam Kinga・Royal Research and Advisory Council, Thimphu 

 

On 5 March 2020, Bert Hewitt, a 76-year old American tourist tested positive for Covid-19. 

He became Bhutan’s first confirmed case. Throughout the night, the King, Prime Minister and the 

Health Minister remained awake monitoring his situation. When news broke the next morning, the 

whole country was in prayers. Strangers sent him letters and flowers. The King personally monitored 

his treatment. A few weeks later, he was evacuated to US. Secretary of State Mike Pompeo praised 

the evacuation exercise as he expected the patient to die. The patient who had many co-morbidity 

conditions recovered. In an email to Bhutan’s health minister, Hewitt’s daughter Catherine Miller 

wrote, “Please thank them for me. My friends are all so amazed that I’ve spoken to the Prime Minister 

of Bhutan and that even the King has been helping my dad. What an amazing country.” 

As a small, land-locked and developing country, Bhutan faces multiple socio-economic 

challenges posed by the pandemic and the closure of international border since March 23. What has 

been very distinctive about her response to the pandemic has been the central role of the King. He 

has become the symbol of the fight against Covid-19. As he continues to inspire the people and first-

responders by being repeatedly at the frontlines even at odd hours and seasons, thousands of 

volunteers have come forward in unprecedented ways at his call to sustain and scale up the fight. 

Besides providing strategic guidance and supporting multiple initiatives of the government, his grants 

of relief support are helping people from all walks of life to deal with the pandemic’s grave social 

and economic impacts.  

In this presentation, I will first identify the unique sets of socio-economic challenges Bhutan 

faces from the pandemic owing to its location between India and China. I will then discuss the range 

of strategic interventions at various levels: political, social, cultural and economic which has so far 

helped it deal with the challenges. In particular, I will discuss the central agency of the King and show 

how the pandemic became another socio-political framework and mode for expression of the idea of 

Buddhist kingship. 
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Presenter 3) 

Surrendering the autonomy of community temples to monasteries: 
A transformation in rural Bhutan’s relationship with religion 

 

Mari Miyamoto・Keio University 

 

The first king of Bhutan established a Buddhist monarchy in 1907. When the Third King 

established the National Assembly in 1953, seats were reserved for monks in this and other political 

institutions. However, with the new political transition in 2008, ‘Election act of the kingdom of 

Bhutan, 2008’ and ‘The constitution of the kingdom of Bhutan’ required ‘religious personalities’ to 

remain above politics. This political transformation aimed to create a more secular polity. However, 

Buddhist institutions continue to have far-ranging influences on society.  

Many of the rural communities in Bhutan grew around Buddhist temples. The temple was the 

centre of the community, and it was the place where people gathered during monthly rituals and 

annual festivals. The community usually appointed a man to serve as the custodian of the temple, and 

the other community members paid him a few kilograms of grains as compensation for his work. The 

temple caretaker’s duties include offering water and incense every morning to the deities at the altar 

and chanting sutras in praise of them; however, he does not serve as an underservant for the priest. In 

the other words, his independent status represents the autonomous right of the community towards 

the temple.  

However, in the last 15 years, the autonomy of some community temples has been handed over to 

monastic bodies owing to challenges of resources. For instance, in the P valley, after people 

surrendered the autonomy of the temple, a young monk who graduated from an eminent local 

monastery was dispatched to take over the temple and expand the facility to accommodate and 

educate local children. This presentation therefore describes the transformation of the religious sphere 

by examining this transition in the ownership of rural Buddhist temples in Bhutan. 

The impacts of this transition can be seen either as the integration of the religious sphere or as the 

re-formulation of cohesiveness within the community. Shamanistic rituals often involving animal 

sacrifice are no accepted by monastic bodies. They have been gradually replaced by Buddhist rituals. 

The fearful pagan deities are now tamed and integrated by Buddhist monks, instead of by the local 

shamans. People have begun to frequent distinguished Buddhist lamas and monasteries as part of 

pilgrimages rather than support their own local temples. When the various beliefs and rituals directly 

relating to people’s everyday lives and livelihood are changing rapidly, they face the challenge of re-

defining the intimate connection with community temples in rural Bhutan.  
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Presenter 4) 

Religious Rituals and the Construction of Social Relations in Bhutan  
during the transition period: Through the Narratives of Spiritual Siblings 

 

Fuko Kawamura・Graduate School of Kyoto University  

 

This presentation will focus on Dorji Puen, a religious and ritual brother/sister system, in 

order to consider how social and mutual assistance relationships are constructed in Bhutan during the 

transition period. Dorji Puen is a religious relationship organized by The Chief Abbot of the Central 

Monastic body (Je Khenpo) or accomplished lamas (Rinpoche), called a spiritual sibling in English.  

In the Himalaya region, religious/ritual brother/sister relationships are prevalent, such as 

Mit/Miteri in the Nepalese society and Miteri Saino in the Sikkimese society. These relationships 

have been interpreted as institutions that complement natal family and kinship relations (c.f. 

Messerschmid 1982: N William 2015). In addition, research on "relatedness" in Tibetan societies 

reveals that people who do not necessarily have innate ties construct social and mutual assistance 

relationships through daily "relatedness" such as shared food, shared housing, and "shared time" 

(Nakayashiki 2019: Pyeon 2020). This presentation follows these discussions and focuses not only 

on how and with whom to "connect", but also on the "gaps" that arise (Takatani and Numazaki 2012).  

The Buddhist community in Bhutan has long had a strong influence in the political sphere 

due to its historical background. However, when Bhutan transitioned to a constitutional monarchy in 

2008, and ordinary elections were held for the first time in its history, the practice of reserved seats 

for monasteries were discontinued, which led to the secularization of politics (Miyamoto 2010:2015). 

With the shift to a liberal economy around the time of democratization, the spread of "correct 

Buddhism" and the unification of the world of faith have progressed through the dispatch of ordained 

monks from high monasteries to temples in each village and large-scale Dharma talks by high monks. 

These changes are gradually affecting people's religious practices and rural beliefs (Miyamoto 

2014:2018). 

I conducted 15 months of research in Paro Dzongkhag, Thimphu Dzongkhag, and Punakha 

Dzongkhag in Bhutan between December 2017 and December 2019. In this presentation, I first 

summarize the traditions and characteristics of Dorji Puen in the Bhutanese society. The purpose of 

this presentation is to examine how changes in social and economic conditions during the transition 

period affected people's ties in Bhutan through the narratives of Dorji Puen, and the role that spiritual 

siblings may have played in this process.  
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生活空間と帰属コミュニティ 

 

代表者：内川秀二 (Uchikawa Shuuji)・専修大学 

 

パネル要旨  

2020 年 3月にインドでロックダウンが実施されたとき、農村から都市に出稼ぎに来ていた労働者は経

済活動の停止によって生活の糧を失った。労働者の家族は公共交通機関が停止されたにもかかわらず、

出身村に帰ろうとし、大きな社会問題となった。この事象は生活空間と帰属しているコミュニティが必

ずしも一致していないことを示した。自助・公助・共助の視点で見るならば、都市部ではコミュニティ

から排除されて共助を受けることができず、公的な支援も受けることができなかった。 

同じ村や町、宗教、カーストに帰属することで日常的に相互扶助が行われ、生活空間の中でコミュニ

ティへの帰属意識が形成される。一方で、コミュニティは他者を排除する方向にも機能する。南アジア

では宗教やカーストによってコミュニティ間の軋轢が生じている。この軋轢が政治に利用されることも

あった。しかし、生活圏の中で他のコミュニティと共存せざるを得ない。異なった宗教コミュニティが

同じ業界団体で協力することもある。いったん生じた軋轢は緊張の局面と融和の局面を繰り返す。 

現在、日本では都市化と核家族化が進展する中で人と人の関係が希薄になっており、少子高齢化への

対策としてコミュニティを再構築する必要性が指摘されている。また、地方再生の議論でも共助の重要

性が強調されている。一方、南アジアでも都市化と核家族化が進み、人と人の関係が希薄していく傾向

も見られる。伝統的規範が崩れ、家族のあり方や家庭内での役割分担も変化している。 

そこで、コミュニティの役割を自助・公助・共助の視点から検討したい。第 1報告では出稼ぎ労働者

がロックダウンの直後に出身村に帰る際に生じた問題を検証する。第 2報告ではヒンドゥーとムスリム

といったコミュニティ間の対立に公権力がどのように対応したかを検証する。第３・４報告ではスリラ

ンカとインドにおける高齢者問題をとりあげ、家族の形態が変わる中でどのように共助が模索されてい

るかを考える。 

 

司会および趣旨説明 内川秀二（専修大学） 

第 1 報告 湊 一樹（アジア経済研究所）  

第 2 報告 油井 美春（関西学院）  

第 3 報告 中村 沙絵（京都大学）  

第 4 報告 菅野美佐子（青山学院大学）  

コメンテーター 大橋 正明（聖心女子大学） 
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出稼ぎ労働者の「逆流」は何を意味するのか 

 

湊 一樹 (Kazuki Minato) アジア経済研究所 

 

発表要旨 

2020 年 3月 24 日の午後 8 時、ナレーンドラ・モーディー首相は国民向けのテレビ演説を行い、翌 25

日午前 0 時から 3 週間にわたってインド全土を封鎖することを発表した。約 30 分の演説のなかでモー

ディー首相は、『ラーマーヤナ』の逸話などを織り込みながら、感染の連鎖を断ち切るには家に留まるこ

とが重要であると繰り返し強調する一方、封鎖措置や経済対策の具体的な内容については一切言及しな

かった。 

実際には、インドの全土封鎖は他の国々と比べても非常に厳しいものであり、それにもかかわらず、

政府の経済対策は規模の面でも内容の面でもあまりにも不十分なものでしかなかった。この点が最も顕

著に現れたのが、都市の出稼ぎ労働者とその家族への政府の対応である。全土封鎖に伴う経済活動の停

止によって、彼らの多くは生活の糧を突然失い、出稼ぎ先の都市から親族が暮らす農村へと戻らざるを

えない状況へと追い込まれた。ところが、全土封鎖の実施に先立つ 3 月 24 日に政府が示した当初の指

針は、鉄道やバスなどの運行はすべて停止すると定めていたため、数百キロから千キロ以上の道のりを

徒歩や自転車で移動する人の波が各地で発生した。 

全土封鎖による経済活動の停止のあおりを受けて、地元への帰還を余儀なくされた人たちの数につい

ては、数千万という単位であったと推定されており、都市から農村への出稼ぎ労働者の「逆流」は、イ

ンド全土へ感染を拡大させる要因となったともいわれる。つまり、「世界最大のロックダウン」は感染拡

大に歯止めをかけられなかったばかりか、セーフティーネットからこぼれ落ちた大量の貧困層を生存さ

え危ぶまれる状況へと追いやり、出稼ぎ労働者の「逆流」によって感染症の拡散を引き起こした可能性

さえある。 

本報告では、各種の報告書や現地報道などの二次資料に依拠しながら、モーディー政権が断行した全

土封鎖が政策的に失敗であったことを示す。そして、このあまりにも重大な失敗の根本的な原因として、

モーディー首相にあらゆる権限を集中させる個人支配的統治と貧困層に対する政策的無関心という、現

政権に顕著な 2 つの特徴をあげる。また、今回の一連の出来事は、農村部の疲弊と慢性的な雇用不足、

さらには、経済の低迷による税収不足といった問題を白日の下にさらしたという点も指摘する。 
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インドにおける公権力のコミュニティ対立への介入 

Public Intervention in Community Confrontation in India 
 

油井美春(Yui Miharu)・関西学院大学(Kwansei Gakuin University) 

 

発表要旨(Abstract of your presentation)  

本報告では、インドの警察と住民が連携して実践してきたコミュニティ・ポリシング活動を公助と捉

え、ヒンドゥーとムスリム間の対立を早期発見し、暴動への悪化を未然に防いできた取り組みについて

検討する。その上でコロナ禍に露見してきた警察による過度の武力行使やムスリムへの差別の再燃をは

じめとする地域住民の関係性の変化について論んじ、公助のあり方について考察する。 

 インドでは、1980 年代以降、ヒンドゥーとムスリム間の対立や暴動への悪化を予兆し、回避する対策

として、警察と住民がコミュニティ・ポリシング活動を遂行してきた。インドのコミュニティ・ポリシ

ング活動の特徴としては、インド警察職所属の上級警察官が中心となって、一部の州、県、市において

創設、法制度や規定が十分に確立しないままに、彼らのリーダーシップの下に展開してきた点である。

本報告では、マハーラーシュトラ州ムンバイー市での現地調査で得られた知見を踏まえ、宗教コミュニ

ティ間の摩擦と紛争、それを乗り越えようとしてきた地域の試みについて論じる。 

 マハーラーシュトラ州ムンバイー市では、1992 年 12 月に発生したバーブル・モスク破壊事件が波及

する形で、翌 93 年 1 月にかけて大規模暴動が発生し、およそ 900 人が犠牲となったが、暴動での死因

の 4 割を警察による発砲が占めていた。立て続けに 93 年 3 月には 257 人が死亡した連続爆破テロ事件

が発生したが、実行犯に 92 年 12 月の暴動時に市警察による無差別発砲で負傷していた地元ムスリムが

含まれており、報復としてテロ活動に加わっていた。したがって、ムンバイー市の事例では、本来コミ

ュニティ間の対立に介入して、制圧すべき公権力としての警察が、過度の武力制圧を行った結果、住民

に憎悪を抱かせ、さらなる暴力の応酬を招いたわけである。ゆえに、事件後の同月内に会議派のパワー

ル州首相は市警察と住民との交流を通じた、コミュニティ間の共生の維持を目的にコミュニティ・ポリ

シング活動としてのモハッラー・コミッティ・ムーブメント・トラスト（MCMT）の設立を承認して、警

察不信の回復に着手した。1994 年 6 月以降、退職した市警察長官によるリーダーシップの下、MCMT は

祝祭時の監視・巡回、路上清掃、就職支援、警察署内での女性苦情相談所の開設、スポーツ交流など多

岐にわたるコミュニティ・ポリシング活動を展開していった。その真価が問われたのは、2002 年 2月に

隣接するグジャラート州で発生したゴードラ事件以降のムスリムを攻撃対象とした虐殺事件時の予防

活動である。市警察と MCMT の住民メンバーは情報収集を行い、市中巡回によって対立を煽る虚偽の噂

の拡散を食い止め、平和行進の組織化、文化プログラムの開催を通じて秩序維持を訴えた結果、住民の

諍いや憎悪犯罪といった小規模な段階で、暴動への悪化を予防した。ムンバイー市の事例からはコミュ

ニティ・ポリシング活動が公権力による社会統制の強化や警察の末端組織化を必ずしも招くものではな

く、住民の要望を盛り込んだ問題解決型の活動を展開すれば、宗教コミュニティ間の融和と共生を促し

うるとみなすことができよう。 
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社会福祉における「コミュニティ」概念の検討： 

スリランカにおける高齢者の扶養とケアをめぐる取り組みに注目して 

 

中村沙絵(Nakamura Sae)・京都大学 

 

発表要旨 

スリランカは南アジアではモルディヴに次いで高い高齢化率を誇り,少子化も進んでいる.若壮年層の

国内外への移住・出稼ぎは常態化し,これまで 7～8 割で推移していた老親と子の同居率も 2016 年には 6

割前後まで下がった．依然として家族主義的な言説は強いものの,子どもの教育のため親が就労で忙しく

老親ケアに十分な時間をさけないとか,老齢に伴う認知症などの拡がりによりケア負担が増大している

といった状況も浮上している.こうしたなか,狭義の家族（世帯）の枠組みをこえた／補完する扶養やケ

アの関係性をいかに構築していくかが,課題として認識されつつある． 

スリランカと同程度の高齢化率にある東南アジアのいくつかの国々では,子どもや高齢者へのケアに

おいては「家族主義」と「自由主義」との結合が主流の福祉レジームとして定着した,ともいわれる.つま

り,日々の介護労働は国内外のケア労働者（出稼ぎ労働者も多い）が担い,家族は金銭的な支援や情緒的

ケアを担う,という形だ.スリランカでも,従来の家事労働者が介護に従事したり,一部の私企業がホーム

ケア・サービスを提供するなど,ケア労働の市場化への動きがみられる.しかしそれは主流の福祉レジー

ムになるほどではなく,ケアの市場化への動きは局所的あるいは緩慢である.むしろ,家族・親族間のケア

をめぐる関係性の再編,高齢者への公的な所得保障の拡充,国の主導による村落レベルで組織化された老

人クラブの定着,老人ホームやデイケアを運営する宗教・社会事業団体や市民団体の存在などが,家族に

よる扶養とケアを補完するような社会関係の創出・維持に関わっているのではないかと考えられる. 

多様なアクターが関わる福祉レジームを類型化し比較する枠組みとして,福祉サービスの供給主体を

国家・市場・家族のみならず「コミュニティ」を含めた四区分（福祉ダイヤモンド）で分析する見方が

ある.ただここでの「コミュニティ」とは「家族・親族間ではない多様なインフォーマルな関係性」とし

て,いわば消極的に（残滓的なものとして）,また極めて一般的に定義されるに留まる.スリランカでも,ま

た別の国でも,高齢者扶養とケアの研究は,すでに市場化されたケアの領域か,国の政策か,家族を対象と

したものが多く,コミュニティの位置づけは曖昧なものにとどまる.特定の地域における高齢者福祉のか

たち,そこでの「コミュニティ」の役割を考えるには,他区分との重なり合いもふくめ,その活動や関係性

の様態の丁寧な記述・分析が必要であろう.以上の問題関心を念頭に本発表では,主にスリランカの都市

郊外における調査にもとづき,国家による制度化,インフォーマル／フォーマルな市場化,再編を伴う親密

圏,その限界を補てんする近隣の社会関係や非営利団体などが重層的に関わりあう様態を検討し,またこ

れを通して,「コミュニティ」という概念にも批判的な考察を加えてみたい。 
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北インドの高齢女性にみる老いの実践をめぐる社会・文化的位諸相 

 

菅野美佐子(Misako KANNO)・青山学院大学 

 

発表要旨  

インドにおける 1990 年代後半からの急速な経済成長や若年層の農村から都市や国外への流出、それ

に伴う非農業部門の拡大の動きは、生業や家族・親族、同じ生活圏内でつながる人々の「コミュニティ」

のあり方、さらに年齢階梯やジェンダーによる役割規範などに大きな変化をもたらした。この動向は老

後を支えてきた家族規範を揺るがし不安定にする一方で、従来にはなかった行動や思考を創造する可能

性をもたらしている。 

かつてのインド社会では、高齢者に対する尊敬の念や手厚いケアは、年輩者の知識や経験に基づいた

家や土地・財の管理と維持という再生産のサイクルの中に当たり前のように組み込まれていた。だが、

近年のインド社会の変動と家族形態の変化に伴って、高齢者ケアは所与のものではなくなってきている。

また、「子は親を敬い養う」という老人への処遇を含めた「ヒンドゥー的伝統」への回帰が国家によって

要請され、国家が担ってきた高齢者福祉は縮小し、老人の「ケア」は、それを請け負えない家族向けの

サービスとして商品化されるという状況が生み出されている。このように高齢者を取り巻く社会そのも

のが大きく流動するなかで、高齢者自身は自己をいかに認識し、社会関係を維持、(再)編成しながら自

らの立ち位置を規定しているのだろうか。 

本報告では、ウッタル・プラデーシュ州において高齢女性を対象に実施した調査内容に基づきながら、

変化と対峙する高齢女性の「生」の諸相を検討する。例えば、これまでの調査では、中間層の高齢女性

が遠方に嫁いだ娘の家や都市に移住した子どもの家を気ままに転々としたり、自らの身体の衰えや体調

に合わせてできうる経済活動に従事し、家族に頼らずに小遣い稼ぎをする低階層女性の行動などが確認

されている。つまり高齢者たちは、従来の家族のあり方に依拠せず、加速するヒトとモノの流れの中に

身を置き、高齢期を生きるすべを積極的に模索していると推測できる。ただし、同時に、高齢者による

こうした行動実践の変化自体が、これまでの再生産のサイクルの中で享受してきた所与のもの（地位や

威信やケアなど）を不安定にしているとも捉えられる。 

では、現代インド社会において、90 年代以降の急速な変化以前の家族の様態とは何がどこまで変化し、

何が維持されているのか。高齢女性の行動規範は従来のそれとはどのように異なるのか。また、それは

従来の延長線上にあるのか、あるいは逸脱と捉えるべきなのか。本報告では、北インド社会における高

齢女性の事例から、老いを取り巻くさまざまな変化について、ジェンダーや人類学の視点から考察を試

みる。 
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仕事をめぐる非親族関係とネットワーク 

-バングラデシュのダカにおける手工芸品生産工房の女性たちの現地調査から 

Non-kin relationships and network for doing work:  
field study of women handicraft workers in Dhaka, Bangladesh 

 

鈴木亜望(SUZUKI Ami)・神戸大学国際文化学研究推進センター（Research Center for 

Promoting Intercultural Studies, Kobe University) 

 

発表要旨 (Abstract) 

本発表では、バングラデシュの首都ダカにあるシルクスカーフ生産工房を対象に、工房で働く人々の

仕事をめぐる関係構築の実態を明らかにするとともに、その分析を通じて非親族も含めた戦略的な実践

組織としての親族という議論の可能性について検討する。 

バングラデシュの親族や社会組織の議論では、ムスリム社会におけるモナド的で個人主義的な特徴が

あるとされ、家族にまつわる居住、世帯、家屋の範囲にまつわる民俗概念の検討と、人々の凝集性の低

さが指摘されてきた。一方で、ベンガルにおけるヒンドゥーの親族に関しては、インデンとニコラス

（Inden & Nicholas 1977）において、親族関係の構造的原理よりも戦略的な実践組織としての側面が強調

されるものの、具体的な事例の検討が不十分であり、より実践的に捉え直す必要があることが指摘され

ている（外川 2015）。このように、当該地域の親族において強固な構造の欠如が見出されながらも、そ

の具体的なあり方の理論化が十分になされているとは言えない状況にある。 

こうした点に加え、都市化、工業化という社会経済的変化の局面にある現在のバングラデシュにおい

て、人々の組織化や実践をいかに捉えるかという現実的な点からも検討の必要がある。農村社会とは異

なる人間関係が期待される都市ではあるが、親族関係と完全に切り離されているわけではない。先行研

究では、都市における賃金労働の機会獲得をめぐって複数の家族がゆるやかに結合しながら、世帯を運

営していることや、農村出身の女性たちが都市での労働に従事する際に、非血縁者も動員されネットワ

ークを構築していることが指摘されている（Kabeer 2000）。  

そこで、本発表では人々のネットワーク構築や交渉が頻繁に起こる手工芸品生産工房を対象に、働く

人々、特に女性たちの関係の分析を行う。工房は、女性たちが伝統的に仕事に従事してきた家と近年の

新たな仕事の場である縫製工場や企業のオフィスなどとの中間的状況にあり、双方を架橋しながら家族

や周囲の人々との交渉が行われる場所である。仕事を行い継続していく上で、様々な人々との関係構築

が必要となり場であり、その実態とそのネットワークが意味するところを議論する。 

外川昌彦、2015、「姉妹の儀礼的守護——インド・ベンガル地方のバイ・フォタ儀礼における兄弟姉妹関

係」、鈴木正崇（編）『森羅万象のささやき——民俗宗教研究の諸相』風響社、57-76 頁。  

Inden, R. B. and Ralph W. Nicholas. 1977 Kinship in Bengali culture. The university of Chicago press. 

Kabeer, N. 2000 The power to choose: Bangladeshi women and labor market decisions in London and Dhaka. 

Verso. 
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現代パキスタンにおけるパルダ実践の変遷：パンジャーブ州の一村落を事例として 

(The Transition of the Practice of Pardah in Contemporary Pakistan: A Field 
Research at a Village in Punjab)  

 

賀川 恵理香(Erika KAGAWA)・京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科

(Graduate School of Asian and African Area Studies, Kyoto University) 

 

発表要旨 (Abstract)  

 本発表の目的は、現代パキスタン農村部におけるパルダの実践方法の変遷を明らかにすることにある。

先行研究において、パルダとは、インド、パキスタン、バングラデシュを中心とした南アジア地域に広

く存在する男女分離や女性隔離の制度であると定義されており、その実践として身体的に居住空間を分

離（segregate）することと、女性が顔や身体を隠すことの二つの側面が存在するとされている [Haque 

2003]。パルダの実践としての女性の被服は、「持ち運び可能な隔離（portable seclusion）」と呼ばれ、隔離

状態を保ったまま女性が外出することが可能であるとされる [Papanek 1973]。パルダにおける女性隔離

の側面は、女性に対して抑圧的であるとしてしばしば批判されてきた[White 1977]。 

 一方で、パルダの実践は社会経済状況に応じて変化することも指摘されている[池田 1994; Haque 

2003]。例えば、独立期のバングラデシュにおいては、経済状況の悪化に伴い女性が隔離状態を抜け出し

て外に働きに出るようになったという[Feldman & McCarthy 1983]。このことは、女性たちの置かれたコ

ンテクストに合わせてパルダの実践や機能を分析する必要があることを示している。 

 本研究の調査対象地域は、パキスタン・パンジャーブ州の J 村である。インドとの国境付近に位置す

る J 村には、分離独立の際にインド側から多くのムスリム難民が流入している。発表者は、2019 年 9 月

から 2020 年 12 月までの約 14 か月、J 村において現地調査を行い、異なる世代の女性たちにパルダに関

するインタビュー調査を実施した。その結果、J 村においては、パルダの実践方法としての被服の方法

が、用いられる衣類、そして身体の覆い方という 2 つの観点から変遷してきていることがわかった。 

 本発表においては、J 村における女性たちのパルダ実践が世代を超えてどのように変遷してきたのか

を明らかにするとともに、その歴史的な背景を考察する。現代パキスタン農村部というコンテクストに

おいて、パルダの実践方法を明らかにすることによって、南アジアの身体観や社会空間の構築に重要な

役割を担っているパルダのより総合的な把握に貢献する。 

参考文献：Feldman, Shelley and McCarthy, Florence, E. 1983. Purdah and Changing Patterns of Social Control 
among Rural Women in Bangladesh, Journal of Marriage and Family 45, (4): 949-959. 

Haque, Riffat. 2003. Purdah of Heart and the Eyes: An Examination of Purdah as an Institution in Pakistan, Thesis 
(PhD). University of New South Wales. 

池田恵子．1993．「バングラデシュの米収穫後処理業における女性労働：パルダ規範の変容をめぐって」
『女性文化研究センター年報』7: 63-79． 

Papanek, Hanna. 1973. Purdah: Separate Worlds and Symbolic Shelter, Comparative Studies in Society and History 
15, (3): 289-325. 

White, H., Elizabeth. 1977. Purdah, Frontiers: A Journal of Women Studies 2, (1): 31-42. 
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現代ネワール社会における初潮儀礼をめぐる「生理の経験」 *1 

‘Experience of a Period’ on the Puberty Ritual in the Newar Society*2 

 

工藤さくら（Sakura KUDO）・国立民族学博物館（National Museum of Ethnology）*3 

 

発表要旨 (Abstract) *4 *5 *6 

本発表の目的は、ネワール社会で行われる初潮儀礼の分析を通して、儀礼を行うことで疑似的に認識

される初潮が、実際の生活における生理や生殖などの経験においてどのような現代的な意味をもつかに

ついて検討することである。 

発表者は、2017 年の南アジア学会で、このヒンドゥー的要素をもつ初潮儀礼が仏教式の出家儀礼とし

て宗教や方法が異なる新しい儀礼として受容されていることについて発表を行なった。儀礼の内容が変

化したにも拘らず、初潮儀礼の代わりとして出家儀礼が位置づけられていることから、当該社会におい

て同等の儀礼的効果が見込まれるものと考えられた。しかし一方で、新しい儀礼の問題だけでなく、伝

統的な儀礼の捉えられ方自体も変化しているという点については十分に検討することができなかった。

そこで、本発表では、現在行われている初潮儀礼に焦点を絞り、儀礼における少女の具体的な経験を起

点として検討を試みる。そして、ネワール女性の生理や性の事象との関わりについて考察していく。女

性のジェンダーに関わる現代のさまざまな事象を考えた際に、儀礼や儀礼をめぐる理解がどのような効

果や意味をもっているのかを検討することは、儀礼の現代的な位置付けを捉えるうえで重要なことであ

る。 

ネワールの初潮儀礼についての研究は、セクシャリティーに関わる観点から、結婚儀礼の一部として

位置付けられてきた。儀礼中に行われる神との擬似的な結婚は、少女のセクシャリティーを保護し、寡

婦という状況を回避するためだと指摘されている（Levy など）。しかし、ネワール社会ではカーストご

との慣行の違いのほか、寡婦という状態が社会的制限を受けるほど深刻ではなかった点に加え、現在で

は、離婚や未婚であることが比較的寛容であることなどから、このような儀礼的解釈が重要な意味をも

つと考えることは難しい。一方で、初潮儀礼の経験は、生理に関わる事前知識のみならず、母方親族の

つながりを認識するという点で現実的な効果があると言える。 

 

【参考文献】 

Gutschow, Niels & Axcel Michaels eds. 

2008. Growing Up: Hindu and Buddhist Initiation Rituals among Newar Children in Bhaktapur, Nepal. Wiesbaden: 

Hrrassowitz Verlag (Ethno-Indology 6) 

Levy, Robert I. with Kedar Rāj Rājopādhyāya  

1990. Mesocosm: Hinduism and the Organization of a Traditional Newar City in Nepal. Delhi: Motilal Banarsidass 

Publisher 
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在日ネパール人のセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツをめぐる課題  

Issues on Sexual and Reproductive Health and Rights of the Nepalese Migrants 
in Japan  

田中雅子（Tanaka Masako）・上智大学（Sophia University） 

 

発表要旨 

法務省在留外国人統計によれば、2020 年 6 月末現在ネパール国籍の総在留外国人登録者は 97,966 人

で、42.4％に相当する 41,522 人が女性である。他の南アジアの国出身者の場合、在留外国人登録者に占

める女性の割合は 2~3 割であるのと比べ、ネパール国籍者に占める女性の比率は高い。「家族滞在」や

「留学」の在留資格で滞在する女性の増加が背景として考えられる。彼女たちのほとんどが生殖年齢期

にあることから、ネパール語に対応している支援窓口では、妊娠や出産に関する相談が増えている。 

在日ネパール人の医療サービスへのアクセスについては、国民健康保険への加入状況や言語の壁を指

摘した研究(Shakya ほか 2018)や、日本で中絶を経験した女性が 10%程度いることを明らかにした研究

(Shah ほか 2017)などがある。本発表は、これらの研究を踏まえて、セクシュアル・リプロダクティブ・

ヘルス／ライツ（Sexual and Reproductive Health and Rights：SHRH）の実現に必要な性教育の受講状況、

情報やサービスへのアクセスについて、来日前後の違いを明らかにする。「移民女性と SDGs：セクシュ

アル・リプロダクティブ・ヘルスへのアクセス」（科研費研究 18KK0030）の一環として行った在日ネパ

ール人男女を対象としたオンライン調査とフォーカス・グループ・ディスカッション、ネパールと日本

の医療従事者などへのキー・インフォーマント・インタビューによって収集したデータを用いる。 

調査結果から、ネパールと日本における避妊の選択肢やその費用の違いについて、来日前から知って

いる人は少ないが、同郷人ネットワークを通じた情報交換は活発で、女性に限らず、男性も関心が高い

ことがわかった。必要とされているのは、妊娠、出産、中絶だけではなく、不妊治療に関する情報など

多岐にわたること、また、健康保険や自治体の補助金制度など社会保障面もあわせた相談への対応が求

められていることが明らかになった。 

解決策としては、これらの情報を、留学や技能実習、特定技能の在留資格で渡航する人を対象にネパ

ール側で行う渡航前研修に含めることが妥当である。ただし、こうした研修が課されない「家族滞在」

資格者も多いことから、来日後に保健所等と連携した到着後研修の仕組みが必要だと考えられる。今後

は、日本における他国出身者や、日本以外の国に移住したネパール人への調査を行い、在日ネパール人

の脆弱性など固有の課題を明らかにしていく。 

Shah R, Kiriya J, Shibanuma A, Jimba M., 2018 Use of modern contraceptive methods and its association with QOL among 

 Nepalese female migrants living in Japan. PLoS ONE 13(5):1-14  

Shakya, P., Tanaka, M., Shibanuma, A., and Jimba, M., 2018 Nepalese Migrants in Japan: What is holding them back in getting 

 access to healthcare? PLoS ONE13(9):1-13 

田中雅子 2020「移民女性のセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツの実現に向けた課題－日本で暮らす留学

 生と技能実習生の妊娠に関する一考察―」『国際ジェンダー学会誌』18：64-85 
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Who is a woman in science? Hidden histories of science and institution making in 
twentieth-century India 

Dr Amelia Bonea, University of Heidelberg 

South Asian women have been conspicuously absent from histories of fieldwork-based sciences such 

as geology, (palae)botany and palaeontology, which have long been considered unfavourable 

environments for women’s scientific activity. Yet, in the British and American context, recent 

research has shown that women were often involved in the creation of geological knowledge as 

specimen collectors, ‘geological’ wives, daughters and sisters, and museum volunteers. This paper 

will discuss a similar example from South Asia, namely Savitri Sahni’s (1902-1985) work at the 

Birbal Sahni Institute of Palaebotany in Lucknow (BSIP, now Birbal Sahni Institute of 

Palaeosciences), a unique research institution established in 1946 and named after her husband, a 

Cambridge-educated palaeobotanist of international repute. Although not formally trained as a 

scientist, Savitri Sahni came into the limelight after Birbal’s untimely demise in 1949, when she took 

the helm of the BSIP and went on to lead it for almost two decades. Taking a cue from recent 

scholarship that interrogates the multi-faceted ways in which women have engaged with science 

historically and drawing on various types of historical material, the paper seeks to expand our 

understanding of how women have contributed to processes of science making in India and how we 

can recover their contributions. To this end, it advocates a broader view of science that focuses both 

on the activity of recognized women scientists and on the many hidden female figures who often 

worked at the periphery or outside of scientific communities, as spouses of scientists, collectors, 

writers, administrators, journalists, or librarians.  
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スリランカのマラリアゼロ達成までの道のり 

A study of the road to malaria-free in Sri Lanka 
佐藤惠子(Keiko SATO)・東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 非常勤研究員

（Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africafiliation, Part-time 

researcher) 

 

発表要旨 (Abstract) 

マラリアはかつてスリランカで猛威を振るっていたが、2016 年にはモルディブについで南アジア地域

で２番目となるマラリア撲滅国として WHO より認定されている。なぜ、スリランカは流行国からマラリ

アフリーの国となることができたのだろうか。２つの流行期を比較しながら背景を辿る。 

スリランカでは 1880 年頃までマラリアは Kelae Una（ジャングル熱）と呼ばれていた。マラリア感染

状況を大きく区切ると、①生命を脅かす重大な感染症の時期②DDT 散布等による減少期③耐性蚊出現に

よる再度の流行期④国内感染ゼロ達成・維持期となる。マラリアは幾度か流行するが、DDT 散布等マラ

リア対策の強化により、1963 年には国内感染件数６件にまで減少する。しかし、耐性蚊の出現等があり、

再び増加に転じて 1969 年には感染件数は 50万件を超えている。その後、マラリア対策を強化し、2006

年以降は 1000 件以下となる。そして、2012 年 10 月の国内感染患者を最後にゼロとなり、2016 年に WHO

より撲滅国として認定を受けた。現在は輸入感染症としてのマラリア(imported malaria)及び 1件の導入

マラリア(introduced malaria：輸入マラリアと関連があることが疫学的に判明しているマラリア)以外は

ゼロを維持している。本研究では、スリランカにおけるマラリアを振り返りながら、特に最初の感染流

行期の 1934 年～1935 年のマラリア大流行と再流行のマラリアの背景時期及びその対策に焦点をあて、

マラリアゼロ達成の要因について検討を行う。 

1934 年～35 年に感染者数推定 500 万人以上、死者は 8 万人に上るスリランカ史上最大のマラリア大

流行が発生する。背景には、干ばつによる媒介蚊の生息域拡大と人口移動が指摘されている。スリラン

カにおけるマラリア原虫の主要媒介蚊は夜間吸血性の Anopheles culicifacies・ Anopheles subpictus であ

り、主に乾燥地帯及び中間湿潤地帯にみられ、農村地帯や川岸を好んで生息している。しかし、干ばつ

が続き河川が乾燥するとそれまで生息地でなかった場所も蚊の生息場所となった。加えて、経済不況と

雇用不足で非流行地から流行地へ人々が移動し、マラリアに罹患した人々が非流行地へ帰ることでマラ

リア非流行地でも感染が拡大した。1935 年には政府によりボウフラ対策、罹患者の長距離移動を避ける

ため臨時治療所 690 ヶ所の開設及び緊急・重症度を考慮した患者の搬送等が実施された。 

1965 年以降のマラリア再流行期には、耐性蚊の出現が大きな課題となっていた。スリランカ政府はマ

ラリアの早期発見・治療を重点的に実施すると共に、耐性蚊を防ぐための殺虫剤使用法、流行地への長

期残効型防虫蚊帳の配布、農村地区での健康教育活動、多機関多分野連携での対策を実施した。そして、

１度目の失敗を次に活かす形で殺虫剤耐性モニタリングも強化し、マラリア件数ゼロを達成する。 

本発表で、２つの時期を通してスリランカにおけるマラリアの背景と対策を対比しながら検討し、そ

の事例から保健政策としての感染症対策の実施について論じる。 
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COVID-19 影響下における関わりの変容──北インド・チベット系民族の事例から  

The Transformation of Social Relations in the COVID-19: The Case of the 
Tibetan Society of Northern India 

 

中屋敷 千尋(Chihiro Nakayashiki)・広島大学(Hiroshima University) 

 

発表要旨 (Abstract) 

本発表は、COVID-19 影響下における北インドのチベット系民族が住む地域の現状を説明するととも

に、対面での関わりの論理がモバイルメディア上の関わりにおいて再構成され、COVID-19 の状況でさ

らに変容するそのプロセスについて明らかにすることを目指す。これを通して、新たな日常において人

びとがいかに対面とオンライン上で関係を構築し維持しようとしているのかを明らかにしたい。なお、

2020 年以降の調査データは全てオンライン上と電話での聞き取りとメッセージの交換に基づく。 

2019 年 12 月に報道されて以降、世界各地で猛威を奮っている COVID-19 は人びとの生活や関わりを

大きく変えた。北インドの高山に位置するスピティ渓谷も例外ではない。スピティでは厳しい外出制限

が課されたが、2020 年 6 月に最初のケースが発見されて以降、第一波が押し寄せ、9 月上旬に収束した。

その後、儀礼が催され始め、会場に大勢が詰め寄せるなど従来のような対面の関わりが戻った。2021 年

1 月から 3 月にかけて第二波が到来し、収束した。その間、村によっては数名が COVID-19 により亡く

なった。4 月時点で新規感染者は確認されていないが、変異株の影響もあり、今後の見通しは立たない。 

スピティではこれまで対面での関わり、特に継続的に同じ空間に身体を居合わせることが重視され、

親族など親密な関係の構成にとって不可欠であったが（中屋敷 2019）、外出制限が課されたことで SNS

を中心としたオンライン上または電話でのコミュニケーションが頻繁にとられ始めた。そこでは対面関

係における「一緒にいる感覚」が再構成され維持されている。SNS 上でのビデオ通話や電話が好まれ、

メッセージの交換では即時性が求められる。基本的に互いがすぐに連絡できる状態でない限りやりとり

をしない。つまり、モバイルメディアを通した関わりでは、互いが携帯に向かい、同じ SNS を見ている、

またはすぐに反応できる状態でないとオンライン上で「一緒にいる」ことにはならないのである（中屋

敷 2020）。さらに、これまでの文字や会話中心のやりとりから、ビデオ通話や写真、動画の共有といっ

た視覚的な情報が共有される頻度も高くなっている。避けられる傾向にあった家族や親族内の男女間の

オンライン上のやりとりも増えている。これにはここ数年でインターネット環境が改善されたことも関

係しているだろうが、それだけではない。上記は、従来、継続的に同じ空間に身体を居合せ、互いの状

態を把握しつづけることが親密性の構成にとって不可欠であった状態から、非対面的な状況で関わらざ

るをえない状況になり、その中で生まれた新たな関わり方ではないかと考えている。 

このように本発表では、北インドのチベット系民族が住む地域における COVID-19 の現状と、新たな

日常における人びとの対面とオンライン上での関わりの変容について明らかにすることを目指す。 

参照文献：中屋敷千尋、2019、『つながりを生きる』風響社。；中屋敷千尋、2020、「共に在る」感覚の

再構成」神本秀爾・岡本圭史編『マルチグラフト』集広舎。 
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発表題目(in Japanese) 

Migrant workers in the time of the coronavirus pandemic in ‘precarious Japan’ 
氏名 Ramesh Sunam・所属 Waseda Institute for Advanced Study, Waseda University 

 

発表要旨 (Abstract) 

Migrant workers have been considered one of the most vulnerable groups in the context of COVID-

19 pandemic. This paper examines the precariousness faced by Nepali migrant workers in Japan 

during the pandemic and their coping mechanisms. It also explores the effects of Japan government’s 

schemes for supporting migrant workers to cope with the adverse effects caused by the pandemic. 

Drawing on the in-depth interviews with Nepali migrant workers in the Tokyo region, we find that 

migrant workers faced diverse forms of precarity – economic, psychological and social – amidst the 

coronavirus pandemic. In the case of those who experienced job losses and working hours, social 

networks of friends and relatives played a vital role to get by in Japan. Interviews indicated that 

migrant workers highly spoke about the support schemes of the Japanese government which 

benefitted migrant workers, including the ¥100,000 Financial Aid and the Temporary Loan 

Emergency Fund. To our surprise, some migrant workers – who received government cash support 

as well as unemployment benefits – positively viewed the situation created by the pandemic given 

that they did not have to work hard, instead could take rest and enjoy sociality during the pandemic 

compared to the pre-COVID phase. However, this optimism could also be short lived as they hinted 

their fears of facing pay cuts if the pandemic prolonged. 
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Impacts of COVID-19 on Education in Nepal 
 

 NEUPANE Pramila・Gunma University 

SAPKOTA Jeet Bahadur・Kwansei Gakuin University 

 

Abstract 

Since the endorsement of the SDGs by the United Nations in 2015, a number of initiatives and 

efforts are being made by international, national as well as local stakeholders for the realizations of 

the Global Goals. The Sustainable Development Goal 4 (SDG 4), “Ensure inclusive and equitable 

quality education and promote lifelong learning opportunities for all,” is an urgent yet highly 

challenging mission. The global pandemic caused by the Novel Coronavirus, also known as COVID-

19, has significantly disrupted progress and created a huge challenge in achieving the SDGs, 

including SDG 4. As of May 9, 2021, more than 385,890 positive cases with 3,632 deaths are recorded 

in Nepal, and the number is skyrocketing day by day. In this context, this paper aims to assess the 

impacts of this global crisis in the education sector in Nepal. 

The Government of Nepal has recently developed Nepal National Framework for SDG 4, which 

provides pathways and key strategies to achieve SDG 4 targets. The School Sector Development Plan 

(SSDP 2016-2023), which is currently being implemented by the Government, is also fully aligned 

with SDG 4 and aims to inclusive and equitable access to quality education for all. However, the 

COVID-19 pandemic has significantly disrupted education, including many other aspects of human 

life worldwide and Nepal is no exception. After being closed for over six months, schools and 

universities were reopened gradually from September 2020, however, the closures are announced 

once again since late April this year. UNICEF estimated that nearly nine million learners are affected 

by such closures fueling the already high educational disparities among different socioeconomic 

groups.  

In such a global crisis, this paper systematically assesses the progress toward achieving SDG 4 

targets of Nepal, mainly the targets related to primary and secondary level education. The paper 

analyzes SDG 4, focusing on micro (individuals and their families), meso (education and training 

institutions) and macro (regulating government institutions) levels. Furthermore, the paper analyzes 

and estimates the effect of the COVID-19 pandemic on the education sector in Nepal. The paper uses 

both primary (questionnaire and interview with stakeholders) and secondary (published documents, 

reports, and statistics) data. The paper will also provide recommendations based on the analysis that 

can be applicable to such pandemic or natural disasters in the future. 
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Challenges during COVID-19 pandemic – Indian restaurants and Indian cooks 
in Japan 

 
Megha Wadhwa・Freie Universität Berlin 

 

The number of curry restaurants in Japan has increased over the years. Mr. Kumar, who is 55 

years old and started his restaurant in 1986, explained that “Things changed after the bubble economy, 

but also Nepalese people started running cheap restaurants and Indians also started moving in the 

direction of making curry houses rather than concentrating on a good atmosphere, good quality and 

good service.”  

Even before the pandemic hit many Indian restaurants were already struggling and constantly 

facing the challenge of how to strike a balance between serving ‘authentic’ yet ‘cheap’ Indian food. 

In the process of doing so, the owners of some restaurants often end up exploiting their cooks by 

underpaying them. The hourly wage for Tokyo was ¥1,013 as of October 2019 and the cooks’ salaries 

in most cases range between ￥50,000  and ￥150,000 per month for approximately 12 hours of 

work each day and a day off once a week.  The average Indian cook’s life revolves around the 

restaurant, where they spend most of their waking hours, and most of them share accommodation 

with the other cooks they work with.  

This presentation will reflect on the impact of COVID-19 on the cooks who were already in a 

challenging position, and now, having lost work hours and income due to the pandemic, fear for their 

future. Due to their limited education and language skills, they hardly have any opportunities outside 

of the Indian restaurant industry. On the other hand, the owners are struggling with financial risks 

themselves, and to maintain the morale of their cooks. Through the voices of both the owners and the 

cooks, this paper documents the experiences within a single ethnic community that is being tested by 

the virus and how they are coping with the situation.  
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発表題目：17 世紀インド洋海域におけるオランダ東インド会社の通航証制度とスーラト商

人の海上交通 

Title: “The Pass System of the Dutch East India Company in the Indian Ocean 
and Its Effect on Maritime Navigation of Surat Merchants during the 
Seventeenth Century” 

 

氏名：嘉藤慎作(KATO, Shinsaku) 

所属：東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所(Research Institute for Languages 

and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies) 

 

発表要旨 (Abstract) 

 17 世紀にインド洋海域に進出したオランダ東インド会社（Dutch East India Company, Verenigde 

Oostindische Compagnie, VOC）は、ヨーロッパ＝アジア間貿易のみならず、アジア域内貿易にも大規模

に従事していた。VOC はアジア域内貿易における利益を最大化するために、香辛料など主要商品の独占

を企図し、その目的を達するためにアジアの現地政権との間で VOC に対して排他的に特定の商品を取

引する権利を認めさせる協定を結ぶなど、様々な方策を採った。こうした VOC の方策は、現地商人の

自由な交易・航海活動を阻害することにつながったため、しばしば係争の火種となった。 

海上交通を規制するための通航証の発給は、そのように現地商人などとの間で摩擦を引き起こした

VOC の方策の一つである。先行研究においては、VOC の発給した通航証は、ポルトガル人が 16 世紀以

来通航の管理および関税収入の獲得のために現地商人に対して発行してきたカルタスの模倣であると

見なされている。そして、1641 年のマラッカ占領以来、VOC が香辛料や綿布、錫などの東南アジアに

おける取引の独占とマラッカにおける関税収入の獲得を企図して、特に南アジア・東南アジア間の海上

交通に対して通航証を運用していたことが強調されてきた。一方で、その分析対象は 1641 年から 1662

年に限定されている。そのため、実際には 17 世紀初頭にインド洋に進出して以来、VOC が 1641 年以前

にも通航証を発行していた点を軽視することになり、VOC の通航証制度の通時的に理解するには至っ

ていない。また、VOC の通航証を用いた通航規制が南アジアから東南アジアに向けての現地商人による

海上交通にあまり影響を持たなかったことを、ベンガル地方を事例として論じる研究もあるが、なぜ

VOC の通航証が現地商人の海上交通に強い影響を及ぼすことができなかったのかという点については

より多くの事例を集めて考察を加える必要がある。 

 かかる研究状況を踏まえて、本報告では、第一に、VOC のインド洋進出以来の通航証に対する認識と

その運用の変遷を検討する。その際に、上述の研究状況を念頭に、①マラッカ占領以前（～1641 年）、

②マラッカ占領からコーチン占領まで（1641 年～1663 年）、③コーチン占領以降（1663 年～）の三期に

分けて分析する。第二に、VOC の通航証による通航規制が現地商人による南アジア・東南アジア間の海

上交通に対して及ぼした影響について、ムガル朝の港市スーラトを事例として検討する。 
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近世日本の史料に見られる「モウル」と「ムガル帝国」 

Moor and Mughal Empire in the early modern Japan 
 

石﨑貴比古・東京外国語大学特別研究員 

 

前近代の日印関係史で特筆すべき事象に「モウル」がある。一般的に、南アジアの研究者の中ではこ

の語はムガル帝国を意味するものと考えられている。しかしながら日本の対外関係史におけるモウルの

事績を鑑みるに、必ずしもこの通説は妥当ではない。 

長崎の唐通事に「モウル通事」が設けられ、寛文 12 年（1672）より中原伝右衛門が任命され、その後

中原氏が継承したことが知られる。彼らが通訳した「モウル語」は長島弘が 80 年代に『訳詞長短話』を

史料として、ペルシャ語であったことを明らかにしている。長島が論じるように、ムガル帝国における

公用語がペルシャ語であったとすれば、ペルシャ語がモウル語と呼ばれることは不自然ではないとも考

えられる。しかしながら同時に、日本に来航したペルシャ語を話す人々が、おしなべてムガル帝国の出

身者であったかどうかは一考を要するであろう。 

一方、18 世紀初頭に記された西川如見の『増補華夷通商考』、寺島良安の『和漢三才図会』、新井白石

の『西洋紀聞』といった一連の世界地誌の中で、「莫臥爾」「莫臥兒」「モゴル」「モウル」といった国に

ついての記述が見られる。従来これらはムガル帝国だと解されてきたが、その記述を子細に検討すると、

通説には疑わしい部分が少なくない。一方で、蘭学が隆盛して以降、地理学者の山村才助が記した『印

度志』や、これを参照した国学者・平田篤胤の『印度蔵志』などにおいては「モゴル国」などという記

述があり、これはムガル帝国を指していたと考えるのが妥当である。 

日本史上初めて「モウル」なる存在が立ち現れたのは、「モウル人」が来航したことに始まるものと考

えられる。『唐通事会所日録』によれば寛文３年（1663）８月に「モウル人」を船頭とする暹羅船が来朝

した。そして翌寛文４年（1664）９月に前年から逗留していたモウル人 23 人が、オランダ船で暹羅へ向

かったことが記されている。また、延宝８年（1680）にも２名のモウル人が暹羅船で来朝したことにつ

いても記述がある。日本の対外関係史の専門家である中村質の 90 年代の研究により、これらのモウル

人は東南アジア海域において活動していたイスラム商人全般を指す言葉であったことが示唆されてい

る。 

モウルという概念を理解するには、この語が①言語、②国家や地域、③いわゆる民族という３種に用

いられてきたことに留意する必要がある。本発表では史料上のモウルを再検討し、それぞれが何を意味

していたのか精査することで、言語を表すモウル、国家や地域を表すモウルそして民族としてのモウル

の間に齟齬があり、これら全てが必ずしもムガル帝国を意味しないことを提示する。 
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ムガル朝ジャハーンギール期における象の宮廷文化 

Elephants in Court Culture during the Reigns of Jahāngīr 
 

溝渕智咲(MIZOBUCHI Chisa)・東京大学院人文社会系研究科修士課程 (Master Student, 

Graduate School of Humanities and Sociology, University of Tokyo) 

 

発表要旨 

第 3 代皇帝アクバル（在位 1556－1605 年）の治世、ムガル朝が北インドでの支配を確立するにつれ、

征服地の象部隊がムガル朝へと吸収され、象の軍事的、あるいは儀礼的利用が本格化した。ムガル朝で

は軍事面において、象を戦象や運搬動物として重要視した。戦場では象に皇帝や軍の指揮官が騎乗し、

一種の動く司令塔となり、行軍では重量の大きな天幕や火器といった物資の運搬や、人や物資が河川を

超えることに貢献した。さらにムガル朝には象が登場する宮廷文化とも言えるべきものがあった。本報

告では、ムガル朝で行われていた象に関連する宮廷文化について、第 4 代皇帝ジャハーンギール（在位

1605－1627 年）の治世における事例を検討する。主要史料として、ジャハーンギール自身が記した回想

録『ジャハーンギール・ナーマ』を用いる。彼の治世を皇帝自身の視点により伝える史料であり、象に

ついても、その献上や下賜を中心に豊富な記録が残されている。本報告では、『ジャハーンギール・ナー

マ』にくわえ、同時代の地域史や、ヨーロッパ人の旅行記を併用し、ジャハーンギール期に実施された、

象狩り・象の贈答・皇帝の参加する宮廷の儀礼や催事という 3点から、その形式や意義を考察する。 

 第一に、ジャハーンギールは、アクバルの時代から服従と反乱を繰り返していたベンガル地方の征服

を進めた。ベンガル地方では、野生の象が豊富に生息し、人々は象を活発に利用していた。ムガル朝の

支配下に入った地域では、ムガル朝の地方官の下で象狩りが実施され、野生の象が捕獲された。象狩り

にはムガル朝支配者層や在地の有力者が共同で参加し、軍事訓練と彼らの交流の場となった。 

第二に、象狩りを通じて獲得された象は、交易を通じて獲得された象とともに、征服地の戦利品や献

上品の一部として宮廷へと送られ、優れた象は皇帝の象舎へとくわえられた。皇帝は、象の献上を通し

て、地方の諸侯や地方官の臣従を確かめた。『ジャハーンギール・ナーマ』には、ムガル朝全土から象が

献上されていたことが記録されており、特に、征服の進むベンガル地方やデカン地方からは大規模な象

の献上が行われていた。皇帝からも、最上の厚意を示すために象が下賜されることがあり、象は皇帝や

臣下、地方の諸侯や周辺地域の支配者との間で、重要な贈答品として頻繁に取り交わされた。 

 第三に、宮廷では、皇帝による日常的な儀礼や催事として、閲象や闘象、象による処刑が行われてい

た。ジャハーンギール期に宮廷を訪れたイギリス人によれば、皇帝は午後に、人々の前で玉座に座り、

象と馬を観覧したという。また、ジャハーンギールは闘象や象による処刑を見物することも好んだ。象

の狂暴な性質を強調する闘象と処刑行為は、臣下に象への畏怖心を印象付ける機会となった。日常的な

儀礼に対し、特別な儀礼や催事としては象を用いた狩りや行進があった。ジャハーンギールは、象に乗

って虎狩りに出向くことを好み、また祭日には象に乗り、民衆に金品をばらまいた。こうした行為を通

じて、宮城の外においても皇帝の権威を示し、猛獣を制する武威や、民衆を喜ばせる寛大さを顕示した。 
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19 世紀末英領セイロンにおけるアヘン反対運動：その背景及び特性 

The Anti-opium Movement in British Ceylon in the late 19th Century 

: Its Background and Features 

 

 

イダマルゴダ バヌカ(Banuka Iddamalgoda) 

東京大学大学院総合文化研究科・地域文化研究専攻 

 

発表要旨 (Abstract)  

イギリスとアジアの関係を語るうえで避けては通れない重要課題の一つが、アヘンの流通をめぐる問

題である。19 世紀、アヘンはイギリスのインド経営を支える重要な商品であるとともに、「アジア三角

貿易」の不可欠の商品でもあった。しかし、「南アジア」という枠組みでみたとき、イギリス支配下での

アヘンをめぐる問題は、インドのみならず、セイロン（現スリランカ）にも明確に存在したのである。 

先行研究では、1908 年のセイロンアヘン委員会(Ceylon Opium Committee)の報告書の内容を中心に、

19 世紀末にセイロンで高揚したアヘン反対運動、とりわけ 1893 年にコロンボで行われた大規模な集会

と、そこで採択された嘆願書について言及がなされている。本研究では、先行研究で扱われてこなかっ

た、当時のセイロンにおけるアヘン反対派の刊行物を新たに史料として用いて、アヘン反対派の側から

のアプローチを加えることで、19 世紀末に展開されたアヘン反対運動の背景、特性そしてその限界を明

らかにする。 

セイロンでは 1850 年に最初のアヘン販売店が設置され、それ以降アヘン販売店はセイロンの在来民

族であるシンハラ人やタミル人の間でアヘン吸飲の習慣を広げる決定的な役割を果たした。セイロン政

庁は当初、これを規制する目的でアヘン販売免許制度を導入したが、店頭での自由なアヘンの売買を認

めたことは、かえってアヘンの使用を広げる結果となった。 

アメリカ人女性ミッショナリーのリーチ姉妹(Mary and Margaret Leitch)が行った実地調査によってセ

イロンにおけるアヘン流通の実態が明らかになり、アヘン流通の拡大を懸念していた『セイロン・オブ

ザーバー（Ceylon Observer）』紙の編集長ジョン・ファーガソン（John Ferguson）は紙面を通じてアヘン

反対運動を展開、その運動は 1893 年の大集会で最高潮に達した。ファーガソンの運動は、イギリス本国

のアヘン反対運動にも確かな刺激を与え、1893 年以降、イギリス本国下院においてセイロンのアヘン問

題に関する議論がなされるようになった。ファーガソンの動きからも、セイロンでのアヘン反対運動は、

セイロンに止まらず、イギリス本国の運動と連動して展開されたことは明らかである。 

また、ファーガソンは、それまでアヘン吸飲の習慣が存在しなかったシンハラ人やタミル人といった、

セイロンにおいて多数派を占める民族をアヘンの害から守ることを強く訴えた一方、人口規模が少数の

中国人やマレー人のアヘン吸飲の規制に関しては触れなかった。これは、ビルマ人を保護の対象として

進展した英領ビルマのアヘン規制の影響を受けていると考えられる。事実、セイロンのアヘン反対運動

に関わる史料には、前例としてのビルマの事例が頻繁に書かれている。 
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Can there be a peaceful co-existence of the Host and Rohingya Refugees in 
Bangladesh? 
Panel Chair: Dr Bulbul Siddiqi, North South University, Bangladesh 
Co-chair: Dr Ranjan Saha Partha, Jahangirnagar University, Bangladesh & Tokyo University 
of Foreign Studies, Japan 
Designated Discussant: Dr Ai Sugie/Aisha, Nagoya University  
 
Panel Abstract  
Over the last years, the sympathised perception of the host community on the Rohingyas has 
declined in Bangladesh (Ahmed and Mohiuddin, 2020). Thus, there remains a concern of 
tension and social cohesion between the host and Rohingyas. The lack of cohesion and 
tension between the host and Rohingyas was present in the past (Crabtree, 2010; Rahman, 
2010). Moreover, systematic social exclusion has created a concern for social cohesion 
between the host and Rohingyas as targeted and systemic social exclusion is seen as a threat 
to social cohesion and economic prosperity (Toye, 2007). Besides, the value system and the 
way of life also seemed to determine the relationship between the host and refugees, as a 
study in the Syrian refugees and Lebanese context showed (Harb and Saab, 2014), which may 
not be much different in Bangladesh context. Thus, social cohesion is an integral aspect for 
the wellbeing of both the host and refugee community (Jenson, 2010). Refugees could 
positively contribute to the host community through successful social integration (Salehyan, 
2008). However, the Government of Bangladesh is not in favour of the social integration of 
the Rohingya community in Bangladesh. Under such a backdrop, this panel aims to 
understand the experiences and the adaptive strategies of the host community on the 
Rohingyas. Three papers based on qualitative research are included in the panel. The first 
paper shows that a widening gap of trust between the host community would be a key 
obstacle to the peaceful co-existence of the Refugee and the host community. The second 
paper discusses that the host community is not a homogeneous entity; instead, it is a 
heterogeneous community that undergoes adaptation while living with refugees. Finally, the 
third paper aims to understand the citizens' attitudes towards the Rohingyas.  
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Paper 1: Perception of the host community on the Rohingya Refugees in Bangladesh: A 
declining Sympathy 
Dr Palash Kamruzzaman, the University of South Wales 
Dr Bulbul Siddiqi, North South University and  
Kajal Ahmed, Development Professional 

 
 

Abstract:  
 
The local people of Teknaf, Cox's Bazar, and Ukhiya provided the Rohingyas with much-
needed food and shelter before the government of Bangladesh and other international actors 
entered the scene. Generosity and selflessness from the host community were deemed to be 
instrumental for Rohingyas to find refuge in Bangladesh in 2017when, thousands of 
Rohingyas had to flee from their own countries to save lives as a consequence of state-
supported military violence. Initially, the local Bangladeshi media and civil society were also 
largely supportive of the Rohingyas. However, the initial sympathy later withered away and 
at times turned to frustration and hostility. Based on the 40 in-depth interviews with the host 
communities and humanitarian actors, this paper aims to explore the reasons for such a 
change in attitude towards the Rohingya refugees. We argue that there has been a widening 
gap of trust between the host community and Rohingya refugees, creating significant 
dissatisfaction and tension. Among others, a sense of neglect from the international 
community, cheap labour of the Rohingyas in the local labour market, land acquisition by the 
Government of Bangladesh to establish the refugee camps, increased living cost and various 
livelihood challenges, imbalance of the demographic situations where the Rohingya 
population outnumber the host population, and inability to access the natural resources due to 
the conversion of refugee camps seem to have played important roles for creating widespread 
tensions between host communities and Rohingya refugees. It is hoped that the findings of 
this study will add to the critical scholarship in understanding the relationship between the 
host and refugee communities, offering fresh empirical evidence for future policies toward 
harmonious co-existence between host communities and displaced refugees and potential 
sustainable solutions to the crisis. 
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Paper 2: Living with Refugee: The Experience of Host Community beside the Rohingya 
Camps 
Obydullah Al Marjuk, Independent University, Bangladesh (IUB) and 
Dr Ranjan Saha Partha, Jahangirnagar University, Bangladesh & Tokyo University of 
Foreign Studies, Japan 
 

 
Abstract:  
 
There are numerous Rohingya research initiatives taken in the development and academic 
arena on various aspects, such as the relationship between Bangladesh and Myanmar, the 
impact of a large influx of population on Bangladesh's economy, environment and national 
security, and so on. However, not much research has been conducted on the experiences of 
the local people living in the surrounding areas of the Rohingya camps in Cox's Bazaar and 
how they are adapting to the Rohingya influx (Kyaw, 2017). Even though a trend was 
observed to present the Rohingya refugees as a 'marginalised' and 'oppressed' population until 
2017, in the current context, the focus has been shifted to identify the 'difficulty' and 'loss' of 
the local Bangladeshis (Fair, 2019). The aggregate effects of refugee influx on governance, 
security, environment and national economy are considered with significance in the 'impact 
analysis' studies on 'local host community' in Bangladesh (Khatun and Kamruzzaman, 2018). 
On the other hand, in many studies, the Rohingya influx is considered a contributing factor 
for the improvement of the economic mobility of the local people. The unlocking of trade and 
commerce due to the growing demand of the Rohingya population for commodities is 
identified as one of the major factors for improving the economic mobility of the local people. 
However, the main objective of our paper is not limited to the investigation of the gain and 
loss of the local communities; instead, we opt to understand the experiences of local 
Bangladeshis while adapting to the Rohingya refugees. The main argument of our paper is, 
the 'local host community' is not a homogeneous entity; their social position differs 
individually by class, gender, and prestige. Even their tendency and process to adapt to the 
Rohingya influx are different. Based on the collected data from fieldwork, this paper will 
discuss how the heterogeneous 'local host community' of Bangladesh adapts to the Rohingya 
influx and their experiences while living with refugees. 
 
References 
Fair, C. (2019) The Making of the Rohingya Genocide and Myanmar’s Impunity, Current 
History, Newyork.  
Khatun, F. and Kamruzzaman (2018) CPD Working Paper 120: Fiscal Implications of 
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Paper 3: Attitudes to Rohingya Refugee Migration, Rehabilitation and Repatriation in 
Bangladesh: What Does the Evidence Say?  
 
Dr Nurul Huda Sakib, Jahangirnagar University 
 
Abstract:  
 
The Rohingyas, known as the most persecuted community of the world recently, can be 
analysed as a case of systematic state atrocity to a stateless society, ethnic cleansing and 
forced migration. Bangladesh is now home to most of the population of the Rohingya people. 
Myanmar denies the citizenship of the Rohingyas and labelled them citizens of neighbouring 
Bangladesh. Myanmar recognised Rohingya as "illegal migrants" from Bangladesh with no 
rightful claims to stay in Rakhine State or Myanmar (Ahmed, 2010).  The statelessness of the 
Rohingyas in the Rakhine dominant Rakhine state of Myanmar can be described as a trigger 
of the conflicts within a complex political fabric of Myanmar. The Government of 
Bangladesh (GoB) has made significant efforts with an immediate response to facilitate all 
these people (Lewis, 2019). However, experience advocates that Rohingya refugees have 
created numerous social and economic apprehensions both at the local and national levels for 
the nation. Thus, Bangladesh is facing the dilemma of the dual need for human security and 
national security (Rahman, 2010; Parnini, 2013), both of which have taken on a new 
dimension after the recent crisis in Myanmar's Rakhine State. Therefore, this research will 
inquire about citizens' attitudes towards Rohingya Refugee Migration, Rehabilitation and 
Repatriation in Bangladesh to understand community dynamics on this crucial issue. 
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ポスト冷戦期における民主化とインド・パキスタン関係 

Democratization and Indo-Pakistan Relationship in the Post-Cold War Era 
 

向田公輝(Koki Mukaida) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科(Graduate School of Asian and African 

Area Studies, Kyoto University) 

 

発表要旨 (Abstract) *4 *5 *6 

本発表の目的は、ポスト冷戦期における印パ関係の緊張悪化と関係改善のサイクルを検討することに

ある。インドとパキスタンは、独立以来、2021 年に至るまで断続的な軍事的衝突と外交対話を繰り返し

ており、現在の世界において、核戦争の危険が最も高い地域であるといえる。両国は、1947 年の分離独

立から現在に至るまで 3度の全面戦争を行った。とりわけ、1989 年の米ソ冷戦終結を機に、カシミール

地方における印パ間の紛争は激化していき、1998 年 5 月に印パが核武装国化すると、1999 年 5 月には

第 4 次印パ戦争とも呼びうるカールギル紛争、2001 年 12 月から 2002 年 5 月にかけては両国の軍事的

膠着状態が昂じて核戦争の危機が取り沙汰されるまでになった。印パ間の紛争は現在まで続く問題であ

り、2019 年 2 月のイスラーム武装勢力によりインド治安部隊員が殺害されたプルワーマー攻撃と、イン

ド空軍がパキスタン側カシミールを空爆したパターンコート空爆においては、インド国内の世論を国威

発揚と愛国ムードへと染めることとなった。 

先行研究においては、冷戦終結以降に印パ間の紛争が激化していった要因として二つの観点から説明

してきた。第一が、冷戦の終焉が係争地であるカシミール紛争を激化させ両国間の紛争を招いたという、

国際政治の構造的な要因からの説明である。1989 年の冷戦終結後、アフガニスタンの対ソ連戦争に参加

していたイスラーム武装勢力が、パキスタンの支援によりカシミールで活動を激化させたことが、カシ

ミールにおける紛争を激化させる大きな要因となった。第二が、両国の内政要因からの説明であり、民

主的平和論、宗教アイデンティティの政治争点化をそれぞれ重視する見解であった。パキスタンにおけ

る不十分な民主主義制度と軍部の強大な権力が攻撃的な対インド外交の要因となり、インドにおけるヒ

ンドゥー・ナショナリズム政党、BJP の台頭が攻撃的な対パキスタン外交の土台となった。 

しかし、これらの先行研究は、印パ間の紛争が激化した要因を説明することができた一方で、印パ間

で様々な外交上の機会に、関係改善の試みが行われてきた要因を説明することができなかった。そこで、

本発表においては、インド国内政治の動向がポスト冷戦期印パ関係に与えた影響に注目し、政権の有す

る政治的なイデオロギーの性質、政権党が議会内における安定的な政権基盤を維持しているか否かとい

う点が、政権党が自らのイデオロギーをどこまで出せるかという点に関わり、印パの紛争と対話のサイ

クルに影響を与えるとの仮説を立て、検証を行う。 
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行政手続のデジタル化と官僚制 

Digitalization of Administrative Procedure and Bureaucracy 
 

中野歩美（NAKANO Ayumi） 

関西学院大学先端社会研究所（Institute for Advanced Social Research, Kwansei Gakuin 

University） 

 

発表要旨 (Abstract)  

インドでは、1990 年代後半より行政手続の一部に情報通信技術が導入され始め、2014 年にはモディ

首相が「デジタル・インディア」を掲げたことで、様々な行政手続のデジタル化が急速に進められてい

る。本発表では、ラージャスターン州政府が実施した e-Mitra という政策を対象として、人びとがおこ

なう日常的な行政手続きにどのような影響がもたらされたのかを検討し、デジタル化後にも共通して見

られる官僚制の特性について考察する。 

官僚制をめぐっては、書類（documents）自体やその作成・整理という作業が、生権力と結びついた

近代的な国家統治の表象として、単なる紙以上の価値が備わっていることが論じられてきた［Hull 

2012a; 2012b］。他方で、そうした官僚的な行政手続に対する社会的周縁に置かれた人びとの応答実践

として、時にアフェクティブな働きかけを通じて、書類手続に関する知識や力を持つ人物の協力を得よ

うとすることや、そうした庇護者となる人物と出会えるかどうかが、社会的周縁に置かれた人びとにと

って公共サービスの恩恵を受けられるかどうかを決定づける要因となっていることが指摘されてきた

［Das 2011; Carswell & De Neve 2020］。 

本発表で取り上げるのは、ラージャスターン州政府が 2004 年から導入した e-Mitra 政策である。こ

れは、政府と市民、政府と企業、企業と市民のあいだの煩雑な書類手続の一部をデジタル化し、煩雑で

汚職の温床とも見なされてきた書面を介した手続からの効率化・透明化を図るものである。しかし本発

表が検討する事例からは、行政手続に情報通信技術が導入されたことで、むしろ手続きにかかわる政治

的アクターが増大し、その結果としてプロセスが複雑化していることが明らかとなる。また、先行研究

において、官僚制の中核を成す構成要素として取り上げられた書類それ自体の物質性については、デジ

タル化された後でも本質的に変化していない側面があることを指摘し、そこから現代インド社会におけ

る官僚制の特徴について考察を示す。 

 

【参考文献】 

Carswell, G. and G. De Neve, 2020, Paperwork, Patronage, and Citizenship, Journal of the Royal Anthropological 

Institute (N.S.) 26: 495-514. 

Das, V., 2011, State, Citizenship, and the Urban Poor, Citizenship Studies15(3-4): 319–333. 

Hull, M. S., 2012a, Government of Paper, Berkeley: Univ. of California Press. 

Hull, M. S., 2012b, Documents and Bureaucracy, Annual Review of Anthropology, 41:251–67. 
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パキスタンとバングラデシュの歴史的動乱時の気象情報 

Meteorological Information in Pakistan and Bangladesh  
during the period of Historical Turmoil  

 

内田 善久 (Yoshihisa Uchida)・東洋大学大学院 (Graduate School, Toyo University)/ 

（株）国際気象コンサルタント (International Meteorological Consultant Inc.) 

 

発表要旨 

パキスタンとバングラデシュは、洪水、熱帯サイクロン、干ばつ、地震、土砂災害等の様々な災害に

見舞われる世界有数の災害多発国である。特に大雨に起因する洪水は、両国の災害の中で最も大きな経

済的損失を生み出していることから、防災上及び社会経済発展上、気象機関が発表する気象情報が果た

す役割は非常に大きい。 

両国の気象機関（パキスタン気象局（Pakistan Meteorological Department: PMD）及びバングラデ

シュ気象局（Bangladesh Meteorological Department: BMD））は、イギリス植民地時代にはインド気象

局の一部であったが、イギリスからの独立を契機に東西パキスタンの気象業務を担当する機関がカラチ

を本局として 1947 年に設立され、これが現在の PMD となっている。一方、BMD は、パキスタンからの独

立により 1971 年に PMD から分かれたものである。イギリス統治時代から長い歴史を有しており、長期

の間蓄積された気象データは統計処理などを経て防災に大きな貢献を果たすものとなっている。 

一方、気象・海象にかかるが情報が、戦争などの動乱時に戦局の重大転機となることから機密扱いに

なることが多く、情報の発表が遅れたり隠蔽されることが複数報告されており、西日本を直撃し死者・

行方不明者が 100 人以上となった「周防灘台風」（1942 年）の時でも事前に情報が発表されず、被害も

隠ぺいされたこと記録に残っている。 

このような観点で両国の気象機関に保存されているデータを見ると、両国の歴史的動乱期（バングラ

デシュ独立運動期）において、気象業務も少なからず影響を受けたことが見受けられる。そこで、本報

告では、バングラデシュの独立の契機となった特筆すべき日である、1971 年 3 月 26 日（アワミ連盟

（Awami League: AL）党首であったシェイク・ムジブル・ラーマン（Sheikh Mujibur Rahman、バングラ

デシュ初代首相）が正式にバングラデシュの独立宣言（バングラデシュ独立日）を行った日）および 1971

年 12 月 16 日（パキスタン軍が、無条件降伏して、バングラデシュが解放（独立）された日）を中心に、

PMD カラチの気候部に残る 1800 年代からのデイリー地上気象観測データ分析することで、歴史的なイベ

ントにより気象情報がどのような影響を受けたのかについて、さらに、争いがどのような負の損失を引

き起こしたかについて検討した結果を示す機会としたい。 
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インド都市部における有償家事労働をめぐる社会運動と道徳 

Social Movements and Moralities Around Paid Domestic Work in Urban India 
 

田口陽子(Yoko Taguchi)・叡啓大学(Eikei University of Hiroshima) 

 

発表要旨  

 本発表は、インド都市部の有償家事労働を対象に、文化人類学の視点から、労働をめぐる道徳の変容

について検討する。具体的には、国内外の家事労働者運動と現地における労働実践や労働観の関係に焦

点をあてる。家事労働は、ながらくジェンダー化された家庭内の再生産労働として位置づけられてきた。

その一方で、1980 年代以降は、グローバルな「南」から「北」への労働者の移動をめぐる政治経済とモ

ラル・エコノミーの双方に関する課題として注目を集めている。有償家事労働に従事するのは、受入国

では正当な市民権のない女性であることが多い。彼女たちは新たな経済的主体となる可能性もある一方

で、家族やジェンダー規範を逸脱した存在とされたり、不当な労働条件や虐待の危険にさらされる傾向

も指摘されている。家事労働のグローバルな再配置は、家庭内の再生産労働に支えられてきた近代的労

働観に揺さぶりをかけ、新たな道徳的問いを喚起している。  

 こうした問題意識を受けて世界各地で展開されてきた家事労働者運動は、2011 年に採択された国際労

働機関（ILO）の「家事労働者のためのディーセント・ワーク条約」（189 号）にもつながっている。イ

ンドにおいては、189 号採択にも影響を与えたとされる SEWA に代表されるような女性労働者運動が盛

んな一方で、国家としては同条約を批准しておらず、国内における家事労働者の権利保障も限定的であ

る。人類学的な先行研究において、インドの有償家事労働は、封建的な主人・使用人関係と、近代的な

雇用主・労働者関係のはざまにあると議論されてきた。そこでは、「封建的想像力」が義務と忠誠で結び

ついたパトロン‐クライアント関係を支えている一方で、「近代的想像力」が、雇用主と労働者の一時的

な賃金ベースの関係の前提となっているとされる（Ray and Qayum 2009 Cultures of Servitude: Modernity, 

Domesticity, and Class in India）。だとすると、インドの状況は一見、封建的なヒエラルキーから近代的な

市場交換への過渡期にあるかのようである。しかし、これまでの調査からみえてきたのは、封建から近

代への移行というよりは、両者が絡み合うなかで関係が形成されていく動態である。発表者が調査した

ムンバイのミドルクラス世帯でも、パトロン‐クライアント関係に依拠する道徳的な語り口と、市場原

理や自己責任を重視する道徳的な語り口が絡み合いながら、人びとの行動に作用していた。 

 本発表では、国際的な家事労働者の移動と運動に関する先行研究、ムンバイやプネーにおける家事労

働者運動の活動家や研究者による分析、ムンバイの雇用主世帯における発表者の観察にもとづき、社会

運動が家事労働をめぐる実践や道徳に与えた影響を考察する。 
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Nepali Migrant workers in Japan: Money-making robots or Humans with aspirations? 
 

Surya Prasad Acharya, Saint Paul University 
 
Abstract 

The paper will discuss how Japan's fastest-aging population, lowest birthrate, and most rapidly 

shrinking workforce has forced the so-called homogeneous country to become more diverse and to 

enact policies to meet labor shortages with migrant/immigrant foreign workers. The drive towards 

liberalizing the immigration policies seems to be motivated by economic utilitarianism and as well 

the migrants' decision to join the labor force seems to be driven by the same economic utilitarianism. 

However, this mutual myth of the economic gain soon plunges both the Japanese government and 

Nepali workers into a reality of human life that wants relationships, family and grapples with the 

human aspiration of being a socially secured globalized person. In the same way, the Japanese 

government's main concern is not just to meet the labor demand but in the long run deal with the 

fastest aging pollution and low-birth rate among the Japanese. I call this an economic myth of both 

parties. Therefore, the paper attempts to theorize the myth from a perspective of philosophical 

anthropology with a view to shedding light on the humanness of both Nepali migrants and Japanese 

society. I will be presenting some qualitative data collected online from the Nepali migrant workers 

in Japan. 
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書類を待つ 

―インドにおけるチベット難民の移動と不確実性― 

Waiting for Papers: 
 Mobility and Uncertainty of Tibetan Refugees in India 

 

片 雪蘭(PYEON, Seollan)・関西学院大学先端社会研究所(Institute for Advanced Social 

Research, Kwansei Gakuin University) 

 

発表要旨 

 本研究の目的は、インドにおけるチベット難民、特に新難民の若者たちがインドから海外へ移動する

ために必要な身分証や書類を取得するプロセスに焦点を当て、「待つこと」との関係から分析すること

である。 

 インドにおけるチベット難民の法的地位は「外国人」である。彼らは、「事実上の難民」としてインド

における居住や移動が可能である一方、海外への渡航には様々な手続きが必要となる。特に、チベット

難民がもっとも苦労することは、渡航のための「適切な書類」の取得だ。代表的に挙げられるのは、イ

ンド政府が発行する「登録証明書（Registration Certificate）」と「身分証明書（Identity Certificate）」、チベ

ット亡命政府が発行する「チベット難民自由維持の自主的納税手帳」がある。さらに、これらの書類を

取得するためには、さまざまな証明書や署名が必要となる。 

チベット難民にとって「時間」は、不確実性に満ちたものである。彼らは、「適切な書類」を得るため、

数年も待ち続けることが日常であり、インド国民とは異なる方法や時間を要する。書類が得られるまで、

チベット難民は未来を計画することもできない。いつまで難民居住地で滞在せざるを得ないのか、政策

がいきなり変わりそれまでの生活ができないことがありうる。難民や庇護希望者が経験する時間につい

て考察したメラニー・グリフィス（Melanie B. E. Griffiths）は、「時間」を不確実性と混乱を概念化させ

るものであるとし、特に、「待つこと」は希望を持ち続けさせる装置であり、「強いられた怠惰」を生み

出すと指摘した[Griffiths 2014]。チベット難民にとって書類を待つことは、海外へ渡航がきるかもしれ

ないという希望を与えるとともに、何もできないという無力感も与えるのである。 

本発表では、上記のように、書類取得プロセスに注目しつつ、「待つこと」との関係から考察する。書

類は彼らの移動に欠かせないものだ。近年、インドから流出するチベット難民数が増加する一方、彼ら

の移動にはインド国民とは異なる方法と書類、そして時間が必要とされる。チベット難民がインドから

海外へ渡航するために、どのような書類を必要とするのか、それらの書類を取得するためにどのような

手続きが必要なのか、また、彼らにとって書類を「待つこと」とはどのような意味合いを持つのかを考

察したい。 

＜参考文献＞ 

Griffiths, M. B. E., 2014, “Out of Time: The Temporal Uncertainties of Refused Asylum Seekers and Immigration 
Detainees”, Journal of Ethnic and Migration Studies 40(12): 1991-2009. 
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アディジャン・パンチャーヤト運動のプラグマティズムとその可能性 

南インド・カルナータカ州におけるダリト解放運動の実践から 

Pragmatism in the Adijan Panchayat Movement in Karnataka, South India 
 

池亀 彩(Aya IKEGAME)・東京大学(the University of Tokyo) 

 

発表要旨  

差別と不当な搾取に長く苦しんできたダリトは、その地位向上と差別撤廃のためにこれまでさまざ

まな社会・政治運動を行なってきた。インド憲法に平等と不可触性（Untouchability）の廃止が明記さ

れ、留保制度などによって教育の機会平等や社会・経済的流動性（mobility）が保証・拡張されたが、

ダリトへの暴力は止まず、むしろダリトの地位向上がより残酷な見せしめとしての暴力を生み出してい

るという議論もある。そのため一九八九年には指定カースト・指定部族への差別行為を不可触性の実践

ではなく、暴力行為としてより積極的に刑事事件として扱う「SC/ST 残虐行為防止法（PoA Act）」が作

られた。しかし暴力行為は収まらず、近年ではこの法律を弱体化させる動きも出ている。一方で、ダリ

ト内部では、留保制度などの恩恵を受ける者と受けない者との間での不公平感が高まり、サブ・カース

トあるいはサブ・サブ・カーストレベルで運動は分裂・対立を深めており、「ダリト解放運動」と一括り

にすることすら難しくなっている。 

本発表では、留保制度などにおける取り分や政治的代表性をめぐるアイデンティティーの政治では

なく、カースト・ヒンドゥーからの差別を受けつつ、それでも農村社会で生きていかなければならない

ダリトたちがどのようにして尊厳を回復していくのかという課題に挑戦する運動を紹介し、村落内部で

ダリトのみで自治をおこなうことの革新性と困難さについて議論する。 

アディジャン・パンチャーヤト運動（Adijan Panchayat Movement, ここでは APM と略す）は２００

０年代初頭、Ｍ・Ｃ・ラージ（1952-2017）という活動家によって、南インド・カルナータカ州トゥマク

ール県で始められた。当初は Dalit Panchayat Movement と呼ばれていた APM は、村に住むダリト（APM

に参加するダリトはより低い地位にあると言われるマディガが圧倒的に多い）に自分たちの意思決定を

行う自治組織を作るよう働きかける運動である。この運動は、ソーラーランプ運動や本来ダリトが得る

はずであった土地権を回復する土地回復運動など極めて実利的な運動の核として位置付けられている。

オランダやドイツなどの国際 NGO からの資金を元に、コーディネーターと呼ばれるダリトの NGO 専従職

員を養成し、彼ら・彼女らを村々に送り、APM を草の根レベルで組織化している。 

 アンベドーカルが主張した「カーストの消滅」や教育レベルをあげて伝統的な職や押し付けられた

アイデンティティーから自らを切り離すこと（特に村落社会からの脱出）から、虐げられてきた自己を

癒やし、より肯定的で祝祭的な自己を確立することをラージは目指し、ダリトという自称をアディジャ

ン（オリジナル・ピープル）と改変した。本発表では、二十世紀の村落自治の議論の中に、APM を位置

付け、ダリト解放運動の中で農村社会におけるダリトの尊厳回復が遅れてきたことを指摘する。 
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虐殺の記憶とその後の「日常」―1984 年デリー暴動(虐殺)を事例に― 

(The memory of violence and the ordinary in the aftermath of Delhi riot)  
 

岡本優加子(Yukako OKAMOTO) 

東京大学大学院総合文化研究科 博士後期課程 

(University of Tokyo, Graduate School of Arts and Sciences) 

 

発表要旨 (Abstract) *4 *5 *6 

本発表では、1984 年にインドの首都・デリーを中心に起こった虐殺事件、いわゆるデリー暴動の被害

者たちが、どのように事件後の「日常生活」を生きているのか報告する。 

被害者の集住する Tilak Vihar 地区で行われる追悼式典での演説は政治性・宗教性を帯びており、そ

れは「シク教徒らしいシク教徒」という考え方に基づく共同体の創出にも影響するものであった。他方

でその式典での言説に包摂されない人々や自ら距離を置く人々も存在している。本研究は、そうしたメ

インストリームのナラティブから外れた暴動経験者のライフヒストリーに現れる「食」「住」についての

記憶を事例として用い、惨事後の「日常」がどのようなものであるかを考察する。 

2005 年、中央政府の任命した公式の調査委員会は最終的な調査報告書を出し、一部会議派議員の関与

の可能性や警察らの加担を指摘した。政府はそれ以前から被害者への住宅提供、職業の斡旋、補償金の

支払いを行っていたが、その対応は十分でなく、また、関与の疑われる議員の除籍等は行われていない。

司法の場でも大半は裁かれないまま、あるいは正式に刑が確定していない状態のままである。それに対

して多くの被害者や「共同体」は“justice”＝適切な処罰を求め、抗議集会を定期的に開催していた。 

抗議活動を主導する知識人層は、追悼式典の中の演説で、シク教の受難の歴史や当時の政治的経緯に

結び付けて「自分たちがシク教徒であるから」暴力の対象になったという答えを導き出している。だが、

我が子を失った母親や、夫を殺された妻への個人的な聞き取りで発せられる「なぜ私の家族が殺されな

くてはならなかったのか」という嘆きは、自分や家族に対してなぜ暴力が振るわれたのか、納得してい

ないことを伝える。 

政府にも「共同体」にも納得のいく解決や回答を求められない彼/彼女らは、それでも日々を生き続け

ている。justice の獲得という「共同体」の目的を達成したところで、疑問が解決するわけでもなく、

失ったかつての日常に戻れないことは彼/彼女らも理解しているだろう。 

その暴動経験者たちに事件時および事件後のライフストーリーを聞くと、事件時の夕食に出てきた食

事をその後食べられなくなった人や、冷たい食事に嫌悪感を持つ人など、現在の生活に暴動時や後の記

憶が影響していることがわかる。また、パンジャーブ出身シク教徒とラージャスタン出身シク教徒の互

いへの複雑な感情、現在の住環境への満足と不満のないまぜになった気持ちなど、単純に割り切れない

記憶や感情を抱えて生きている。それは決して暴動が単なる過去になったのではなく、いつでも記憶の

蓋が開いて「日常生活」にあふれ出し、その人の今を「非日常」に変えうる生きた過去を抱えたまま生

活をしている、終わらない「日常の再構築」の途上と言えるだろう。 
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ある王子の告白 

The Lord of the Indians and the LGBTQ movement. 
 

山崎浩平(YAMAZAKI, Kohei)・人間文化研究機構/龍谷大学(NIHU/Ryukoku University) 

 

発表要旨 (Abstract) *4 *5 *6 

1986 年、国内初の HIV 感染者がチェンナイにおいて報告された後、他国と同様にインドは、1980 年

代末までに、感染者および発病者数が加速度的に増加する。90 年代に入り状況は悪化する一方であり、

中央政府は、1992 年、保健・家族福祉省に国家エイズ管理機構 National AIDS Control Organisation を設立

し、包括的対策に乗り出した。同機構は、国家エイズ管理計画を第 1期～第 4期まで推進し、途中、治

療方法や治療薬が確立されたこともあり、2010 年代に感染者・関連死亡者数の減少に成功することにな

る。 

その過程において、同機構は、男性間性交渉者（Men who have Sex with Men：通称 MSM）との新たな

カテゴリーを創出し、感染症拡大防止の対象を絞った介入戦略にも従事する。この MSM とは、HIV パ

ンデミックの際、おもに非西洋圏において欧米医療関係者により使われた用語であり、同一性もセクシ

ャリティもいったん看過し、たんに男性と性交渉する男性、との呼び名に過ぎなかった。しかし、イン

ドにおいて活動家は、この語を自らの名として使うようになり、地下で使われていたカンナダ語のコテ

ィ（猿）との呼び名や、ヒジュラ文化から巧みにイディオムを援用しつつ、国内の同性愛・両性愛など

の親密圏の概念を形成していく。同時に、彼/彼女たちは、公衆衛生政策と密接に協同し、コミュニティ

基盤の組織として、性の多様性をめぐる運動を紡いでいった。また、こうした組織は、同性愛を事実上

禁止する刑法 377 条の改正運動も展開し、国家とともに、性の再定義に関して、重要な役割を果たして

いった。 

 2006 年 3 月、グジャラート州においてある 40 代の男性が、自身が同性愛であることを新聞に公表

する。彼は、旧ラージピープラー藩王国の王子であり、2000 年に HIV/エイズ対策事業としての NGO を

同州にて創設し、感染拡大防止事業や啓蒙活動を行っていた。まだ、同性愛への偏見が色濃く残ってい

たこの時期、同ニュースは、世界初の王族の告白だけに、国内外においてセンセーションを巻き起こし、

賛否両論が入り乱れた。 

 本報告においては、近年における、性の多様性をめぐる運動、ならびに公衆衛生政策を軸とした国

家の動きを概観しながら、王子の半生に焦点を合わせ、現代に生きる王族として、また同性愛者として

の活動を明らかにする。そして、王子を代表とする活動家たちが、意識的に西洋と非西洋の両者の伝統

を利用し、新たな層・共同体を形成しつつ、いかに社会に影響を与えたか、についても考察を重ねたい。 
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発表題目:インドのマルチ・カースト社会における社会的調和促進のためのサマトゥアプ

ラム（平等村）イデオロギーの評価 

 

(Title in English: An Evaluation of the Ideology of Samathuvapuram in the 
Promotion of Social Harmony in Multi-Caste Indian Society) 

 

アントニー・スサイラジ (Antony Susairaj)・南山大学 (Nanzan University) 

 

 

発表要旨 

カースト制度のもとでは身分の低い人々に対する社会的差別が依然として存在している。伝統的なイン

ドの村では今もなお、カースト制度による空間的不平等が見られる。例えば、同じ村の中でも低いカー

スト身分に属する人々は他のカースト身分の人々とは別の離れた不便で非衛生的な場所に住んでいる。

社会改革主義者やインド政府による低いカースト身分の人々に対する差別を撲滅させようという尽力

にもかかわらず、まだ成功には至っていない。しかし、インド南のタミル・ナードゥ州では州全体で 1997

年から政府によるサマトゥアプラム（「平等村」）という名の住宅制度が導入された。この無料の住宅制

度の理念は異なるカースト身分の人々が平等村で共に暮らすことである。平等村の住民は住宅制度の理

念に基づき、異なるカースト身分の人々とカースト差別をすることなく、調和のある暮らしを促進して

いかなければならない。本研究はタミル・ナードゥ州の州都チェンナイから 230km に位置するティルパ

ットゥル地区にあるベンガラプラム・サマトゥアプラムという一つの平等村を対象に行った。本調査の

目的は平等村の住宅制度の実施から 20 年経った現在において、平等村の恩恵を受ける人々への影響と

効果を探ることである。 
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ホルムズとガーンディー：20 世紀前半における非暴力思想の位相 

John Haynes Holmes and Gandhi: The Location of Non-Violence in Interwar 
Period 

 

拓徹(Toru TAK)・大阪大学(Osaka University) 

 

発表要旨 

 

 本発表は、キリスト教ユニテリアンの立場からアメリカにおける最初期のガーンディー支持者の一人

となったホルムズ（John Haynes Holmes、1879～1964）の軌跡に光を当て、ホルムズが代表したアメリ

カの反戦運動・人種差別反対運動とガーンディーの思想・軌跡がどう交錯したのかについて考えてみる

試みである。 

 主にニューヨークで牧師活動を続けたホルムズは、第一次世界大戦の際にその反戦姿勢を深め（この

ため彼は 1918 年に全米ユニテリアン協会を離れ、以降は無宗派の牧師として活動している）、その後も

長く反戦活動を続けた。ある意味アメリカにおける理想主義的な反戦主義の象徴だった人物であり、第

二次世界大戦の際にはその反戦姿勢が新聞で揶揄の対象になるほどだった。他方でホルムズは、NAACP

（National Association for the Advancement of Colored People、全米黒人地位向上協会もしくは全

国有色人種向上協会）および ACLU（American Civil Liberties Union、アメリカ自由人権協会）という

人種差別反対運動のプラットフォームの設立に関わり、また 1929 年にはパレスチナを視察し、シオニ

ズムとユダヤ人の問題にも深くコミットしている。ガーンディーについては、1917 年からその非暴力運

動の方法に注目し、1920 年代末にガーンディー自伝（My Experiments with Truth）をアメリカの雑誌

に掲載するなど、早い時期からその紹介に努め、生涯を通じて関心を抱き続けた。 

 20 世紀前半の世界において、戦争／平和、暴力／非暴力と宗教、人種、ネイションの関係はどのよう

なものであり得たのか。そして、それは同時代の南アジアの行方をどう方向づけたのか。本発表では、

こうした諸点について考える糸口を、主にホルムズの軌跡から探ってみたい。 
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Swadeshi Samurais: the "Japan Model" and the formulation of Asian 
modernities in colonial India. 

 

 

Francesco Paolo Cioffo・University of Turin 

 

Abstract 

 

In this paper I argue that Japan had a significant influence upon the Swadeshi movement and the idea 

of an “Asian” modernity as opposed to the Western and colonial one. This idea of Japan as a “model” 

has been widely discussed by many authors such as Cemil Aydin, Manu Goswami and many more. 

However, so far, the idea of the model has been applied mainly to indicate the vague sense of 

closeness that spread in India after the Russo-Japanese War. Effectively, many argued, Japan did not 

help South Asians in any concrete sense.  

 

This paper departs from Kris Manjapra’s idea of Swadeshi’s “knowledge internationalism” to locate 

Japan in the transnational networks of South Asian economic and cultural travels. My goal is to 

understand: how did Japan influence Indians? What role did Japan have in the development of the 

Swadeshi movement?  

 

The novelty of this paper is to not focus only on the ideas of Japan, but to focus upon the Japanese 

industrial experts, intellectuals, religious figures and martial artists who came to India between the 

end of the 19th and the beginning of the 20th centuries. Thus, I move the discussion away from 

revolutionary discourses of Indians travelling to Japan, to focus instead on the Japanese who did the 

trip to the subcontinent.  
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発表題目(in Japanese)  

Land, Water, and Hierarchy in the Seventeenth Century Indian Desert  
 

氏名 Brian Cannon・所属 University of Pennsylvania  

 

発表要旨 (Abstract)  

 

In the mid-seventeenth century, the prime minister Muhnot Nainsi of the Marwar state court of 

northwest India, undertook an unparalleled census of land administration across the state.  Central 

to Nainsi’s project was the descriptive narration of water sources, in which he enumerated irrigation 

ownership, length of the year that reservoirs were full, and the crop potential of given tracts of land.  

At a basic level, knowledge of such variables helped the state to gain a clearer picture of the extent, 

possibilities, and pitfalls of its revenue administration.  At a deeper level, however, Nainsi’s census 

speaks to the environmental constraints and ingenuities of arid-zone South Asia, and of the Thar 

Desert in particular, of which Marwar served as the primary eastern gateway.  This paper employs 

Nainsi’s Marwari-language census and contemporary vernacular records to better understand strident 

contestations over water containment, access, and employment in the early modern Thar Desert.  In 

particular, it probes social and environmental histories of land and caste by asking who had access to 

water, and where?  In addition to deeply unreliable access to sources of water, it analyzes related 

structural constraints, such as regular bouts of famine and resultant concentric circuits of migration, 

that together defined the harsh ecology of the greater Marwar region and hierarchically shaped access 

to land and water.  In doing so, it also offers historical insights into an arid region of South Asia 

whose ecological precarity continues to shape the tenor of livelihoods and economic stratification 

through the persistent threat of climate change.   
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発表題目 

(１１１５年から１７９８年までスリランカ中世時代の寺院管理について) 

MONASTIC MANAGEMENT IN MEDIAEVAL SRI LANKA FROM 1115 TO 
1798 

 

氏名(VEN U. DHAMMASIRI THERO)・所属(HIROSHIMA UNIVERSITY)*3 

 

発表要旨 (Abstract)  

The purpose of this paper is to investigate the monastic management system in mediaeval Sri Lanka 

from 1115 to 1789. The investigation is based on the Katikāvatas which are enacted by the kings. 

Katikāvatas are one of the main sources which provide information on mediaeval Sri Lankan 

Buddhism and society. Social and economic changes affected the management system of monastic 

properties in mediaeval Sri Lanka from time to time. Such changes led the enactment of Katikāvatas. 

There had been five Katikāvatas amended in five different eras.  

 

This paper deals with the mediaeval Sinhalese Katikāvatas, along with the related texts from the 

Vinayapiṭaka and historical documents, to clarify the monastic management system in mediaeval Sri 

Lanka. Thus, it clarifies how the political authorities involved into the monastic managements in 

mediaeval Sri Lanka.  
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インド北東部における民族連合群クキ・チン・ゾミ・ミゾ・コムレム 

Kuki, Chin, Zomi, Mizo, Komrem Ethnoleagues in Northeast India 
 

村上武則(Takenori MURAKAMI)・京都大学(Kyoto University) 

 

インド北東部における民族集団の名称をめぐっては現地の言語障壁の大きさ、各州ごとの少数民族政

策の相異、そして当該地域への無関心のために長年不正確な情報が繰り返されてきた。特にマニプル州

とミゾラム州および隣接するミャンマー側の地域に分布する「クキ・チン」系の言語を話す諸集団につ

いてその混乱ぶりは著しく、標題の 5 つの集合的名称が部分的に重なり合いながら同時に使用されてい

る状況を把握することは外部の観察者にとって困難を極める。これは彼らが祖先を等しくし言語や風習

が似通っているにもかかわらず歴史的に共通の自称が存在しなかったこと、当事者による複数のスケー

ル別の自称の使い分けと切り替えが存在していること、そして現在共通の呼称の確立をめぐって異なる

立場の勢力が闘争の最中にあることに由来している。 

「クキ」と「チン」は元々外的呼称であり、「クキ」は主にインド側で、「チン」はミャンマー側で使

われてきた名称である。しかし近年マニプル州の少数民族として最大の人口を擁するタドウ人が「クキ」

を集合的自称として積極的に用いるようになり、またタドウ人と同盟する集団にも自らを「クキ」の一

部と見做す考え方が普及しつつある。その一方でタドウ人と激しく対立する州南西部のパイテ人を中心

とする勢力はティディム・チン人、シザン人などミャンマー側の同系集団と連合して「ゾミ」のアイデ

ンティティを打ち出し「クキ」勢力との対立を深めている。しかしマニプル州中央インパール盆地の支

配的最大人口集団であるメイテイ人は近代期以降南部の諸民族をまとめて「クキ」と呼び続けており、

またタドウ人の人口増加と州北部への移住がメイテイ人の想定している旧来の民族分布を変化させつ

つあるため名前と実態の乖離を引き起こしている。「ミゾ」はミゾラム州成立の過程で普及した旧ルシ

ャイ丘陵地帯に住む諸民族糾合のイデオロギーを象徴する名称であり、ミゾラム州に住むミゾ語と同系

のクキ・チン系言語を話す集団は州南端部に自治区を与えられたラーイ人とマラー人を例外として ST

に民族名の記載があっても基本的にミゾ人の下位集団であると見做されている。このためマニプル州側

でミゾ人とは別の民族として認定されている集団やミャンマー側でチン人として扱われる集団もたと

えミゾ語とは相互意思疎通が不可能な言語を話していてもミゾラム州ではミゾ人とされている。このよ

うな同化政策に反対しミゾ人と別個の民族認定と自治領域を要求したミゾラム州のフマル人は弾圧を

受け隣接するマニプル州とアッサム州に追放されることとなり、さらに移住先での民族衝突を経験した。 

本発表では「クキ」と「ゾミ」の間で揺れるヴァイペイ人、反「ミゾ」では一致しても「クキ」や「ゾ

ミ」の仲間に完全には加われないフマル人、「クキ」と「ゾミ」の対立に挟まれ求心力の低下しつつある

別の民族同盟「コムレム」を護持するコム人、ミャンマー出身のミゾラム州育ちで現在はマニプル州在

住のマラー人などの境界的で複雑な背景を持ったインフォーマントたちからの聞き取りと現地でのコ

ミュニティ調査を基にしてこれらの同系民族集団同士の離合関係について、民族主義者たちによるプロ

パガンダや中央・州政府の公式資料とは異なる動的実態を明らかにする。 
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混淆的な宗教実践とゾミア 

―インド・シッキム州における社会宗教史と事例から― 

Syncretic Religious Practices and Zomia: 
Socio-Religious History and Examples in Sikkim, India 

 

山岸哲也(Tetsuya Yamagishi)・東京都立大学大学院(Tokyo Metropolitan University) 

 

発表要旨 (Abstract)  

 本発表は、インド・シッキム州を「ゾミア」として捉えることでどのような当該地域の特殊性が見出

されるのかについて、当該地域の社会宗教史や現在の宗教実践の事例から明らかにすることを目的とす

る。 

シッキム州はインド北東部に位置し、南はティッサ川を挟んで西ベンガル州と隣接し、西にネパール

東にブータン、北は中国チベット自治区に囲まれた国境地帯の州である。標高６０００メートル級の

山々に囲まれた山岳地帯であり、人口は約６１万人でインド国内では２番目に面積が小さい州である。

民族構成は、先住民とされる「レプチャ」と１７世紀にチベットから移住してきたとされる「ブティア」、

１９世紀頃から始まるイギリス支配の影響でネパールから労働力として移住してきたタマンなどの「ネ

パール系」となっている。当該地域ではレプチャの人々が狩猟採集を営み、シャーマン的実践をしてき

た。そこへ１７世紀のチベットでの仏教派閥の対立に敗れた僧侶たちが、ブティアと呼ばれるようにな

る人々を引き連れて移住し、その中心であった僧侶ラツン・チェンポは、他二人の僧侶とともにプンツ

ォーク・ナムギャルという王を擁立し、１６４２年にシッキム王国を建国・統治させた。このシッキム

王国は後にイギリスそしてインドの間接支配を受けつつ、１９７５年にインドに併合された。 

 当該地域では、仏教やヒンドゥー教、キリスト教、さらにシャーマン的職能者が併存してそれぞれの

宗教実践を行っている。特に仏教とシャーマン的職能者たちは、一定の世界観や前提を共有しつつも、

互いの役割を大きく越えることはなく併存をしていることが先行研究で指摘されてきた。一方で、近年

ではキリスト教に改宗する者や、キリスト教徒や仏教徒であることを理由に、シャーマン的職能者の実

践やその存在そのものを否定的に捉える者もおり、シャーマン的実践が衰退しつつある。そのような中

でも、仏教は当該地域における社会宗教史を背景にして近年でも影響力を強めており、ダライ・ラマを

はじめとするチベット仏教の重要な人物たちの訪問が続いている。 

このようなシッキムの状況を背景として、本発表では当該地域をジェームズ・スコットの述べるとこ

ろの「ゾミア」と捉え、その社会宗教史において複数の宗教間でどのような論理や力学が働いていたの

かを明らかにする。そして発表者のこれまでのフィールドワークに基づいて、当シッキム州の南東部に

位置する T集落で行われたシャーマン的職能者による祝福儀礼を取り上げて報告をする。当集落におけ

るシャーマン的職能者による儀礼では、明らかに仏教的かつ外来的な側面が含まれつつ混淆的な実践が

行われている。このような宗教実践において、当該地域でのゾミアとしての側面がどのように立ち現れ

ているのか、さらにその特殊性について議論することを目的とする。 
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インド・ミゾラム州におけるエスニシティと市民社会  

Ethnicity and Civil Society in Mizoram, India 
 

 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 特任研究員 

吉沢 加奈子 

YOSHIZAWA Kanako 

 

要旨 

本発表の目的は、北東インド丘陵部のミゾラム州における青年団の歴史および現代の動態から、主に

同州内における「ミゾ」のエスニック・アイデンティティの形成と市民社会の役割について考察するこ

とである。 

ミゾラム州における市民社会の役割に関する先行研究においては、主にキリスト教伝道団による教育

への取り組みや、分離独立運動期における和平交渉への働きかけに着目されてきた。一方、青年団の会

員数は州人口の 3割を超え、州内で活動する NGO としては最大規模であることから、その強い影響力や

貢献については多くのメディアや文献で触れられているものの、主として排他主義的な民族団体、ある

いは州内の社会問題に対し強力に働きかける圧力団体として端的に表象されるにとどまっている。青年

団を扱った数少ない研究においては、組織の公式見解や代表者の立場にある人々の視点からのイデオロ

ギー分析がなされた一方、実際に地域社会の草の根レベルで活動する人々が、どのように、いかなる動

機を持って青年団と関わりを持っているかについては詳細に論じられていない。また、青年団と州政府

や村議会、地元の政治家など地域社会の諸アクターとの関係についても十分に分析されてはこなかった。 

そこで、本発表においては 1935 年の設立から現代まで青年団の活動と地域内の諸組織との関係性を

明らかにするために、青年団が発行した機関紙などの史料を参照する他、現代のミゾラム州における地

域社会において青年団の一員として活動する人々が、どのように、いかなる動機を持って青年団と関わ

りを持っているかを明らかにするため、現地調査のデータをもとに考察する。 

青年団の機関紙と二次資料からは、キリスト教伝道団の青年組織として創設された青年団が、県議会

設立や州設立を契機として伝道団との結びつきを弱め、州政府から財源を獲得し国家に接近していく歴

史的変遷を示すとともに、キリスト教徒としての恭順やミゾの連帯を一貫して説き続け、政治変動によ

って動揺・崩壊した村落共同体において新たな形の紐帯を再構築しようとした過程を示す。また、現地

調査からは、現代の青年団に関わる人々が、キリスト教の信仰や社会的意義といった、単に民族主義的

イデオロギーに依らない様々な動機から青年団の活動に価値を見出す一方で、自発的な参加とは言い難

い制度の存在や地域社会における暗黙の圧力から参加を余儀なくされる様子を描き出し、「ミゾである

こと」や「ミゾラムで暮らすこと」の特別な信頼や安心感、またその助け合いに付随して語られ、青年

団が頻繁に称揚する伝統的道徳律との関係について考察する。 
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From Traders to Roamers : Colonial Representation of the Mishmis in the 19th 

Century 

Nabajyoti Ghosh, Ashoka University 

 

The hills and plains divide of the North Eastern Frontier of the British Empire in the 19th Century is 

now a debated issue where on the one hand there are scholars like Jangkhomang Guite who argue 

that such a divide cannot be studied through the lens of history as it is beyond it. This argument 

follows that the hill populations had actively resisted from being subjugated by states in the 

Brahmaputra valley since ‘time immemorial’ and that it is impossible to measure this resistance on 

temporal grounds. He further argues that the “hillmen” were ostentatiously averse to the plains 

populations through a very questionable treatment of european representations which he accepts as 

unmediated facts(Guite, 2018). On the other hand there is a scholarship who claim that this divide is 

the cause of British administrative and cartographic policy. (Baruah 2020; Cederlof, 2014). 

My concern in this paper is to show how the unity of the unmoving “hill tribe” is not consistent 

throughout colonial representations. Colonial expeditionary reports, and descriptive accounts written 

on the frontier in the 19th century tells me that even though the hill populations of the North East 

Frontier of the British Empire were described as “savages'' and “uncivilized” in the 1820s and 1830s , 

not all of them were yet imbued with the immobility with which ‘Tribes’ are later characterized after 

the 1860s. The topic of this paper, the Mishmis were seen to be a part of a complex network of trade 

between Tibet and the Brahmaputra valley and the Khamptis and Sangphos who inhabited the hilly 

tracts east of the Brahmaputra Valley. However, as I shall show, that in the second half of the 19th 

century, in the representations of the hill populations the presence of ethnology is marked and that 

ethnology became the exclusive tool to understand these populations bring about the change in the 

language in which  the hill populations gradually become “tribes'' as a group of people who are 

geographically fixed.  
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Ethnicity and Civil society: A study on the role of Civil Society Organizations in 
the identity movement of Manipur. 
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Abstract 

In a modern day democratic country, the relation that exists among state, citizens and civil society is 

very important. Civil society becomes a site where negotiation between the citizen and the state takes 

place but the tension between the state and the citizens leads the role of civil society a questionable 

one because civil society is often fabricated with other social institutions which often makes civil 

society go against the direction of the state and takes the position to pressurize the state in any matter 

related to the hegemonic nature of the state to citizens. Earlier knowledge on civil society frames its 

existence in providing rights and freedom to the citizens but the conflict that arises in the society led 

civil society to maintain its role in relation to other institutions that exists in the society. And conflicts 

are more prominent in a place where diverse ethnic communities exist like in Manipur and civil 

society play a massive role in addressing the needs and aspirations of these ethnic communities. But 

problem arises when these civil society are formed and performed their duties according to the needs 

of their respective ethnic communities. It is important to mention that civil society exists not only 

based on the major ethnic classification of the Meitei, the Naga and the Kuki but for the subdivision 

of these major ethnic groups too. So, civil society has become a tool in mobilising the ethnic 

nationalism of these communities or rather an association which produces ethnic identity. Apart from 

its relation with the state and citizens, there is an undeniable relation that exists between civil society 

and non-state armed groups because of the rising conflict among various ethnicities in the north east 

states of India as most of the underground groups are formed out of the demands of the various ethnic 

groups. Ethnic aspirations and needs become an important aspect in the functioning of these 

underground groups and civil society occupy a formidable place in the relation between armed groups 

and the state. It is almost evident from the issues and incidents that happened in Manipur that civil 

society becomes a bridge or a negotiating body in matter related to conflict of ethnic communities or 

in the relation between armed groups and the state. The concept of civil society becomes  ambiguous 

as it is said to be an association of individuals which provides rights and freedom to individuals; in a 

certain sense, various civil societies do provide important decisions for their respective ethnic 

community but it is important to question whether these decisions are important or beneficial for the 

entire communities of Manipur or is it only for one community and also, with the rapid change in the 

society, the role and functioning of the civil society also changes accordingly. So, it is important to 

establish the changing nature of civil society and its relation with the ethnic identity in the multi-

ethnic state of Manipur. 
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