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SDGs×ユーモア展 トークイベント 悩みがあったらインドへ行け！ 

2023年 2月 28日 

 

小平 きょうは、素晴らしいお客様 2名に来ていただきました。インド帰りという、この時

代にまだ珍しいですね。この SDGsのアート展に来ていただきました。こちらから、塩澤文

男さん。仏画というか、絵を描いてらっしゃる。 

 

塩澤 絵描きです。 

 

小平 こちらが、川向さん。川向さんが、何者かは後で、ゆっくり聞きましょうね。 

 

川向 よろしくお願いします。 

 

小平 大学で先生をしたり、それから、いろんなシリコンバレーでコンサルしたりと、暴れ

まくって、まだ暴れたいというような感じです。きょうは、インドから帰ってきた報告とし

て、インドと日本の違いもそうですけども、あまり SDGs にこだわりたくはないのですが、

今の時代、いろいろ地球上で起こっていることを、逆に、インドで感じられたり、それから、

インドのいろんな宗教の悟りというようなことも、教えていただいたりしたいと思ってお

ります。どうぞよろしくお願いします。 

 

川向 お願いします。 

 

塩澤 よろしくお願いします。 

 

小平 まず、塩澤さん、軽く、イメージを、ちょっと。 

 

塩澤 インドのイメージ？ 

 

小平 インドの。 

 

塩澤 インドは、去年の 12月 8日、釈迦の悟りの日に、マハボディ寺院という、釈迦の悟

りの菩提樹の木の下に、絵を奉納する儀式というか、セレモニーをやって。世界中の仏教徒

が集まって、その中で祈りを捧げて。その絵を、また、日本に持ってきて、巨大化して差し

上げようかというふうに思っていたのですけど。この絵は、これで置いていけと。これは、

レセプションルームに飾りたいから、他の絵を描けと。 
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小平 素晴らしいじゃないですか。 

 

塩澤 それで、今度、マハボディミュージアムといって、紀元前の仏教彫刻というか、要す

るに、レリーフですね。それの、一番古い美術館ができるので、そこのメインエントランス

のホールに、また違う絵を入れてほしいということで。これから、いろいろドネーションを

募ったりしなきゃいけないのですけど。すごい、やっぱり、1000 年くらい取っておいてく

れるということなので。 

 

小平 ガンジス川に、浸かってね。 

 

塩澤 そうです。 

 

小平 素晴らしい。どうですか、日本人から見たインドって、いろんな見方があると思うの

ですけども。 

 

塩澤 ガンジスに浸かって、みんな、禊をしている脇で、死体が焼かれて、煙がボウボウ出

て、肉がどんどん捨てられていくという。この、何ていうのかな、混然一体とした、生と死

が、完全に、もう密着している。逆に、死に対しての恐怖感というのは、死がまともに見え

るから、無いんじゃないかと思いましたね。 

 

小平 ところで、川向さんは、インドには、いつ、いらっしゃったんですか。 

 

川向 2月 11日から行って、昨日、帰ってきました。 

 

小平 それは、何で行かれたのですか。 

 

川向 今回、フランスの芸大で、デジタルに強い、ゲームとアニメとプロダクトデザインの、

RUBIKA という芸大があるのですが、ここ最近、海外展開をしていまして。カナダにもある

のですけども、今回、インドのプネーというところにできた。そこで、インドの RUBIKA India

と、日本の会社で、Seekers Base Japanさんというところがあって。ここの社長さんも、

アメリカで、ずっと、メディアと音楽とか映画のプロデューサーを、もう 20年以上やって

いた方がいらっしゃるんですけども。 

 その方と、インドの RUBIKA Indiaの共同で、日本の文化を元に、どういったポップカル

チャーがあるかというのを、インドの芸大生たちに教えるワークショップということで。彼

らに、僕が、もともと芸大で教えてきたようなことを監修して、スーパーバイズしてもらっ

たやつを持って行って、2週間、教えてきたってところで。ちょうど、昨日、帰ってきたば
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かりですね。 

 

小平 どうでした？ インドは。 

 

川向 めちゃくちゃ面白かったですよ。 

 

小平 何が面白いですか。 

 

川向 今回、15 年ぶりのインドだったのですが、変わってないところと変わっていたとこ

ろが、ありました。変わってないところは、本当に、それこそ、さっきの、生と死じゃない

んですけど、すごく雑多なところがありつつも、超近代的なところが、まだまだ残っていて。

変わったところは、歩いている人と自転車が、随分、減りましたね。全体的な生活レベルが、

グッと上がっていたというのを、ものすごく体感しましたね。今回、そんなに事故の現場も

見たこともなく、比較的。4車線のところ、車が 6台ぐらい並んで走っている、クラクショ

ン鳴らしながらね。 

 

塩澤 反対車線を走ってくる。 

 

川向 そう。そう。平気なんですけど、そこは全然、変わらない。まだ混沌とした中でも、

それが、お互いうまく干渉し合いながら、うまくバランスが取れているというのも、全然、

変わらずというところでしたね。 

 

塩澤 あの感覚すごいよね。普通、日本だったら、けんかになっちゃうよね。あれだけクラ

クション、3秒ごとに鳴らして。それで、人力車は通るわ、トゥクトゥクが通るわ。そした

ら、今度、牛が通っていて。悩んでいたり、ぼーっとしていたりしたら、本当に、ひかれま

す。だから、逆に、うつ病患者とか、入れちゃったほうがいいなと思って。 

 

川向 全然、変なところで、悩む暇がないので。ぼーっとしていたら、本当に、いろんなと

ころから、いろんなものが来るので。あのクラクションというのも、怒っているわけでも、

どけと言っているわけでもなくて、自分の位置を教えているだけなんですよ。 

 

塩澤 そうですよね。 

 

小平 面白いね、それ。ここにいるんだ、俺は、とかいって。 

 

川向 インドに行くと、横のサイドミラーを全部、倒しているんですよ。見ないんですよ。
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その代わり、みんながクラクションを鳴らしちゃっているから、彼らは、お互いを音で認識

しているんですよ。 

 

小平 なるほど。 

 

塩澤 すごいよね。すごいですよね。 

 

川向 すごいですよ。 

 

小平 これは面白い。 

 

川向 車がばんばん通っているけど、普通に、みんな、渡っていくんですよ。みんなが渡っ

ていくから、向こうも、人がいるから、これだけのスピードで行くと、こいつがこっちにい

るから、ここで走っていったら、ぶつかんないよなというのを、お互い、見ながらやってい

るので。僕らも、歩いていると、音が鳴らないと、どこに何が来ているのかが分からないの

で。プップップップッって鳴らされると、あっ、今ここに何が来ているから、じゃ、このル

ートで渡ろうというので、お互いがお互いを連携しながら、それがそれで、うまく、ちゃん

と回っているという。カオスなんだけど。 

 

塩澤 大きな事故もなく。 

 

川向 そうです。カオスなんだけど、カオスはカオスで、ちゃんとバランスが取れているカ

オスという。すごい、何と奥が深い。 

 

小平 これ、でも、今から、大切なものかもしれないですね。 

 

川向 そうですよ。 

 

塩澤 僕はインドで旅したとき、ずっと助手席に座っていたんですよ。運転手はインド人の、

すごい、めちゃくちゃ、うまいドライバーなんだけど。自分が運転するシミュレーションを、

インドで運転できるかなというシミュレーションしたんだけど、無理だと思った。こんな訓

練されてないなみたいな。もう、本当に、反対車線に出て、グワーッと行って、スッって、

また元に戻る、その技術とか、すごいよね。 

 

川向 すごいですね。対抗車も来ているんですけども、分かっているんですよ。こいつは、

どれくらいで抜いて、どれくらいで入るから、向こうも、どれぐらいのスピードで来たらぶ
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つからないよな、みたいなのが、ちゃんと分かるという。 

 

塩澤 いや、もうすごいです。 

 

小平 Microsoftの社長はインド人じゃないですか。それから、Googleの社長もインド人。

Adobe の社長もインド人。今からインドは、そういうトレンドになっていくという感じが、

ちょっとしているんですけどね。人と人が一緒に仕事をすることに関して、お互いがお互い

を思いやりながら、上下関係ではなく、みんなで力を合わせていかないと、何も前に進まな

いのではないかなみたいな。その原型を見てきたわけですよね。 

 

川向 それは感じますね。 

 

塩澤 感じるね。 

 

川向 すごく感じますね。僕が 15年前に行ったときは、インド人のエンジニアを日本に入

れて、日本で派遣するということをやったのですが、彼らはやっぱり、ものすごい、人が好

きなんですよ。語弊があるかもしれないけど、やっぱり、ママ大好きなんですね、男の子に

関しては。女の子は、パパ大好きで。家族が大好きで、友達大好きで、いつも群れているん

ですよ。だから、インドから日本に連れてきても、当時は、すぐホームシックになって、帰

るというのをよく聞いていたんでね。 

 当時は、インドの IT 会社が日本に入ってきて、それこそ、3 カ月のビザが切れる間に、

どんどん送り込むわけですよ、客先に。でも、彼らは、日本語もトレーニングされてないし、

日本の働き方もトレーニングされてないし、日本の生活習慣なんか知らないから、やっぱり、

すぐメンタルやられて、どんどん帰されるんですけど。 

 

小平 やっぱり、帰っちゃう？ 

 

川向 もう、ホームシックで帰っちゃう。でも、インドは人がいっぱい余っているので、す

ぐ、また来るんですよ。でも、彼らは彼らで、すごく心を病んで帰るので。 

 

小平 意外と、センシティブなんですね。 

 

川向 すごくセンシティブですよね。だから、それでは駄目だと思ったのと、当時は、ちょ

うど、中国に日本の工場がどんどん大企業が出ていて、チャイナリスクが言われ出した時期

で、人件費も高騰していた。どうせ日本の企業は効率化しか求めてないので、次は、ミャン

マーだ、ベトナムだ、タイだ、それから他の国だといくと、結局、いたちごっこなんですね。
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どんどん安いとこを追い求めていく。絶対そうなったら、止まらない。やっぱり、政治リス

クもあるし、中国は、カントリーリスクもある。 

 じゃ、その次の世界の民主主義で、どこが力を持ってくるんだといったら、当時は絶対イ

ンドだと思っていたので。今のうちから、インドから、そういう人を、ちゃんと連れてきて。

僕らがやっていたのは、家もタダで、こちらが持っている家にも住んでもらって、3食付け

て。日本語の練習もさせて、日本語の Windowsも教えて。ゴミの分け方も教えて。それこそ、

ダブルスタンダード、飲みニケーションというとこまで教えて。しかも、お小遣いまであげ

ていたんですよ、3カ月。 

 

小平 それで、やっぱりある程度、馴染んでいって。 

 

川向 馴染んでいって、そこから派遣する。そこまでやると、彼らのロイヤリティーもすご

いし、すごくいっぱい活躍してくれる。 

 

小平 たまたま、ここは SDGs×ユーモア展という展示会をしていまして。どうですか、イ

ンドにとって SDGsというのがあるんですか。 

 

塩澤 僕は、割と、釈迦の聖地ばっかり行っていて。ずっと、そういう、悪路を走っていた

のですけど。やっぱり、キラキラに光っているお菓子の袋が、バーッって飛んでいたりとか。

オレンジとかグリーンの。何ていうのかな、西洋文明と東洋文明が、その光景だけで交差し

ているんだなという感じがしたのね。だけど、プラスチックは溶けないし、永遠に残るわけ

で。それが、今後、どういう影響を、地球環境に与えていくかを見ると、やっぱり、逆に、

そのお菓子の袋さえ外してしまえば、昔の、釈迦が旅したインドの・・・。 

 

小平 昔の釈迦は、プラスチックは、なかったわけですからね。 

 

塩澤 ないですよ。だって、銀のお椀 1個と、糞掃衣といって、布 3枚だけ持って、それだ

けで 700キロぐらいの旅を・・・。 

 

小平 旅していたわけですもんね。 

 

塩澤 そうなんです。だから、やっぱり、そういう部分で、今、仏教は、ちょっと台頭して

いて、ヒンズー教の人がほとんどですが、仏教徒も増えている。仏教徒の人は、結構、貧し

いんですよ。貧しいですけど、今、ITのところに、仏教徒の人がすごく入り込んでいて。貧

しいけど、すごく勉強して、カースト制に準じてないところで、いかに自分たちの収益を増

やすかということを、ものすごく考えて勉強している方が、仏教徒に多くて。仏教徒が、今、
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すごく増えてきて、一時期、インド国内でも 10万人ぐらいしかいなかったのが、今は 1億

7000万人ぐらいが、仏教徒に鞍替えしているというような。 

 

小平 さっき、お二人で雑談をしている中で、SDGs には、祈りとか悟りとかが、無いんじ

ゃないかなということをおっしゃっていましたけど、その辺、どうですか。 

 

塩澤 17 のコンセプトがありますけど、18 個目に、祈りを入れたほうがいいと思います。

やっぱり、もう、ここまで来ると、見渡す限り、全部が装置ですよね。 

 

小平 全部ね。 

 

塩澤 人工装置ですね、ほとんどが。遠くに海が見えるけども、人工装置の中で、果たして、

私たちは幸せになれるのかというところを、ずっと追求してきて。今、やっとその崖っぷち

に立たされている状態ですよね。 

 

小平 うまいこと言いますね。 

 

塩澤 だから、そこをどう、崖をクリアできるかといういうのを、今、叫ばなければならな

い。 

 

小平 川向さんは、お子さまは、まだ、そう大きくないですけれども。どうですか、お父さ

んとして、新しい時代の中で、子どもを育てていくというのが、インドから帰ってきて、何

か感じること、ございましたか。 

 

川向 向こうの家族愛というか、結束がすごくあるので。家族は大事にするのと、家族では

なくて、昔ながらの、ああいうファミリーをすごく大事にしていたということと、そのコミ

ュニティー、近所のお付き合いが、まだ残っているなと、すごく感じていて。 

 日本は、核家族になっちゃっているので、子育てにしても、一人で、シングルオペレーシ

ョンで育てているとか。周りの人が、全然、サポートしてないとか。でも、こっちはこっち

で助けたい人がいるのにとか。こっちはこっちで、助けてほしいのにみたいのが、全然、表

面化してない。そういうのがあって。人間のお付き合いの根源的なものを、もう一回、見直

せるようなところになればいいなというのは、すごく感じますよね。 

 今回、インドのコミュニティーの良さなんかも、ものすごく再発見したなというのと、人

を、ちゃんと、すごく大事にしているなというのが。カーストが、まだまだ残っているとこ

ろはありますけれども。その辺のところが、そのままうまくいけば。 

効率性だけを追求して、日本は、こんなふうに寂しい社会になっちゃったので。それを、
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インドは、今も経済成長の真っ只中ですけど、うまく人のコミュニティーと人のぬくもりを

残しながら、経済成長をしてくれるという希望は、すごく見えましたよね。 

 

塩澤 見えるね。 

 

川向 インドはね。 

 

小平 今回、お二人がインド帰りということで、お話を聞いているのですけども、最後に、

日本に足りないものをインドから持ってくるというか、さっきおっしゃった家族愛とかあ

りますけども。人が生きていく中で、どうも、われわれは、欧米に引っ張られちゃって、AI

の ITなんてね、株がどうのこうのとか、金儲けがどうのこうのとかになっちゃっています

けど。 

 

塩澤 限界あるよね、もうね。 

 

小平 もう限界ですよね。 

 

塩澤 もう完全に限界に来ていて、そこが、すごく今、みんな、知恵を絞らなきゃいけなく

て。東洋思想とか西洋思想とかあるけども、やっぱり、現代思想をどうつくれるかというこ

とが、一つの、これからの。 

 

小平 なるほど。 

 

塩澤 だから、その東洋とか西洋とか、西洋が駄目だから東洋に行ったり来たりしていたけ

ど、それさえ、もうやばいから。やっぱり、現代的な思想を、どうやって構築していくかと

いうことが、すごく大事で。そこを、見外しちゃうと、本当に、バーンですよ。戦争も始ま

っているし。 

 

小平 ちょっと、やばい状況がありますよね。 

 

塩澤 ある。 

 

小平 2030年あたりどうなっているか、理解できないですよね。 

 

塩澤 だから、台湾有事が 2026年ぐらいに、どうのこうのと言われていて。実は、今、首

里城が完成するのが・・・。 
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小平 沖縄。 

 

塩澤 そう、26 年に焼けた跡のコンペティションに、参加することになったんですよ、中

の内装の。どう決まるか分からないけど、公開制作して、中国の要人を呼んじゃって、攻撃

をするならしてみろ、みたいな、そういうコンセプトにしようかなと思っています。 

 

小平 ガラス張りにしてね。 

 

塩澤 そう。そういう思い切った行動をしない限り、多分、何も変わんないだろうなと。 

 

小平 確かに。 

 

塩澤 アートができる役割というのは、やっぱり、そういう、何だろう、草間彌生みたいに、

ドットで世界を制するというのではなくて、エゴを捨てた中で、どうやって、その世界を新

しく、形に構築できるかというのが・・・。 

 

小平 そのヒントとして、インドというのがあるわけですね。 

 

塩澤 ありますね。釈迦哲学ですね。 

 

小平 これは、話すと何回にもなりますからね。 

 

川向 なりますね。 

 

塩澤 いや、もうこれ。 

 

小平 切りがない。 

 

塩澤 3時間くらい。 

 

小平 最後、川向さんは、どうですか。今回、インド・・・。 

 

川向 ガンジーが、最後に拘束されていた所を見に行ったのですが、インド国旗の中に、真

ん中に、輪っかみたいなのあるじゃないですか。あれって、綿を紡ぐ、糸車なんですよ。 

あれがあるからこそ、非暴力で、イギリスからの独立を勝ち取ったというのを初めて知っ
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たのと、やっぱり、ガンジーの非暴力で世界平和を目指しているというのを、いまだに、ず

っとやっているので、あの国は。 

 

塩澤 やっている。ガンジーが暗殺されたときに、頭を撃ち抜かれるんだけど、その、自分

の血を相手の人に付けて、あなたが幸せになるようにと言って倒れたらしい。 

 

川向 結局、仏陀が生まれた国であり、IT の先端のところに要人がちゃんといつつも、そ

ういう世界平和の根源を、非暴力を貫いていたというのは・・・。 

 

塩澤 そうです。非暴力アートをやりたいんですよね。 

 

川向 そうですよね。 

 

小平 いいですね。 

 

川向 それは、日本は、絶対フォローしないと。 

 

塩澤 本当、首里城で公開制作して、撃たれてもしょうがないなと思いながらやる。 

 

小平 なるほど。分かりました。きょうは、短い時間だったんですけども、素晴らしい、楽

しいお話をお伺いさせていただきました。塩澤さん、川向さん、きょうは、どうもありがと

うございました。 

 

塩澤 ありがとうございました。 

 

川向 ありがとうございました。 


