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      クンブ・メーラー参与観察記
虫賀幹華

はじめに
ヒンディー語で 「Ek vār nau tyohār （1 週間に 9 つの祭り）」 といわれるように、 インドでは一年を
通して、 非常に多くの祭礼が行われる。 インド全国で開催されるものもあれば、 地域ごとに様相が
異なったり、一部の地域のみで祝われる祭りもある。そのなかでも、12 年に 1 度行われる「クンブ・メー
ラー kumbha melā （壺の大祭） [1]」 は、 全国規模の最大の祭礼の一つといってもよいだろう。 ただ
し、クンブ・メーラーが開催されるのは 4 つの聖地 （ハリドワール、アッラーハーバード [2]、ナースィク、
ウッジャイン） であり、 それぞれの聖地で時期をずらして 12 年に 1 度行われるため、 前回のクンブ・
メーラーはハリドワールで 2010 年に開催されている [3]。
今年 2013 年には、 1 月 14 日から 3 月 10 日までの約 2 ヶ月間、 北インドのアッラーハーバード
でクンブ ・ メーラーが行われた。 同聖地でのクンブ ・ メーラーは 「マハー ・ クンブ ・ メーラー （大
クンブ・メーラー）」といわれ、他の 3 聖地におけるそれと区別される。 また、他の聖地と異なりアッラー
ハーバードでは、 毎年マーグ月に 「マーグ ・ メーラー」 が、 6 年に 1 度 「アルド ・ クンブ ・ メーラー
（半クンブ ・ メーラー）」 が開催されている [4]。 筆者は今回のマハー ・ クンブ ・ メーラーの期間中、
2 月 3 日から 27 日までアッラーハーバードに滞在した。 本稿では、 クンブ ・ メーラーに関する神話
を紹介したのち、 今回の祭礼の様子を報告する。

１． クンブ ・ メーラーとは？
クンブ ・ メーラーの歴史的起源は未だ明らかにされていない。 ヴェーダ時代にすでに存在したな
どとその古さを強調する研究者もいれば、17 ～ 18 世紀より前には遡らないとする見解もある ［Dubey
2001: 3-5］。 ここではその議論に立ち入ることはしないが、 クンブ ・ メーラーの起源を説明する神
話として有名な 「大海撹拌」 神話を紹介しておく。 以下は、 一般的に説かれている神話の概要で
ある。
その昔、 神々は不死ではなかった。 そこで不死の飲料である甘露を得たいと考えた。 大海を撹
拌すべしというヴィシュヌ神の助言を受けた神々は、 亀の王アクーパーラの背に引き抜いたマンダラ
山をのせ、 大蛇ヴァースキをそれに巻きつけて、 悪魔たちの助けを借りて両側から大蛇を引き大海
を撹拌し始めた。 撹拌を進めるなかで、 太陽と月、 女神、 さまざまな宝物が大海から出現し、 最
後に甘露で満たされた壺が出てきた。 この壺の所有権をめぐって神々と悪魔は争ったが、 インドラ
神の息子ジャヤンタが壺を持って天界へと逃走した。 悪魔たちがジャヤンタを追ったので、 神々は
甘露の守護のために、 月、 太陽、 木星、 土星を送った。 ジャヤンタが壺を運んでいる間に、 壺か
ら甘露が 4 滴地上に落ちた。 その場所が、 ハリドワール、 アッラーハーバード、 ナースィク、 ウッジャ
インであった。 ジャヤンタが壺を 12 日間かけて運んだことから、 神々の 1 日は人間の 1 年に相当
するため、 これらの 4 つの場所で、 神々が甘露の守護のために送った惑星の特定の配置に基づき
（註 3 参照） 12 年ごとのサイクルでクンブ ・ メーラーが行われる。
上記の神話の前半 「大海撹拌」 の部分は、 二大叙事詩 『マハーバーラタ』 と 『ラーマーヤナ』、
およびいくつかのプラーナ聖典に見つかるものの、 甘露が 4 つの場所に落ちたというストーリーに
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ついては、 どの文献にも言及がない [5] ［Dubey 2001: 6］。 甘露の壺とクンブ ・ メーラーの関係に
文献的根拠はないが、 現在、 同神話がクンブ ・ メーラーの神話的起源として認識されていることは
事実である。 今回のクンブ ・ メーラーの開催場所でも、 神話を表現したポスターや像が散見された
（P1-2）。
クンブ ・ メーラーに訪れる巡礼者たちの第一の目的は、 吉兆なる時に、 甘露の滴が落ちた場所
で沐浴をすることである。 祭礼開催地である 4 聖地はすべて重要な川と関係しており、 今回の開催
地であるアッラーハーバードには、 ガンジス川とヤムナー川、 そして実際には流れていない伝説上
のサラスワティー川という 3 川の合流点がある [6]。 ガンガー女神、 ヤムナー女神、 サラスワティー女
神――それぞれ、 ヒンドゥー教の最高神とされるシヴァ神、 ヴィシュヌ神、 ブラフマー神と関連する
――を体現する川が交わるこの場所で沐浴することはヒンドゥー教徒にとって人生の一大イベントで
ある。 そしてその場所で、 クンブ ・ メーラーすなわち不死が得られる甘露の滴と関係づけられる時
期に沐浴できるということは、 彼らにとってこの上ない喜びなのである。
しかしながら、「巡礼者が聖地を訪れ、川で沐浴をして帰っていく祭礼」 というだけではクンブ・メー
ラーの説明として不十分である。 筆者の観察によれば、 彼らの目的は沐浴だけではなく、 また、 ク
ンブ ・ メーラーにはさまざまな参加者がおり 「巡礼者」 と一括できないからである。 これについては
次節で触れる。

２． 2013 年のマハー ・ クンブ ・ メーラー
①開催地の構造
ガンジス川とヤムナー川、 そしてサラスワティー川の 3 つの川の合流点は 「サンガム」 と呼ばれ
る。 祭礼期間中には、サンガムの付近に約 58 ㎢の大規模な街が出現する。 このエリアはヒンディー
語で 「メーラー ・ クシェートル （祭場）」 や 「クンブ ・ ナガル （クンブ ・ メーラー街）」 などと呼ばれ、
英字新聞では 「メーラー ・ グラウンド」 「メーラー ・ エリア」 との表記を見かけた。 現地では、 場所
を指す文脈で単に 「メーラー」 といえばこのエリアのことであると認識されているようであった。 まず、
筆者の観察に基づきこのエリアの構造を紹介しよう。
通常時、 サンガム付近は砂地が広がっているのみであるが、 期間中にはトタン板状のものが敷か
れ道路ができ （P3）、 地図 （P4） を参照してもらうと分かるように、 非常に整った区画となっていた。
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エリアは全 14 のセクターに分けら
れていた。 沐浴場 （ガート） として
は、 メインのサンガム ・ ガート （P5）
をはじめ、 全 22 のガートが用意さ
れており、 早朝から夕方まで多くの
人が沐浴や思い思いの儀礼を行い
（P6）、 夜には複数のガートでガン
ガー ・ アールティー （ガンジス女
神に捧げる献火儀礼） が行われて
いた （P7）。
ガートには、 普段では見られない
柵が設置され、 沐浴する人びとを
見守る救助隊がいた （P8）。 ガンジス川とヤムナー川のちょうど合流点には、 ボートに乗った聖職
者が待機しており （P9）、 そこに行ったり、 川を行き来するためにボートに乗る巡礼者たちもいた。
川には 18 本の浮き橋 （番号が振られているもののみで、 小さな橋を入れるとさらに増える） が
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かけられ、 歩行者はもちろん、 自転車やバイク、 車やトラックまで往来が可能であった （P10）。 大
きな道路の四つ角には道の名前が記載された案内板があり、 大きな地図も処々で見かけた。 道路
には街灯つきの電柱が整備され、 通りを 24 時間歩くこともできた。 これらの電柱にはスピーカーが
取り付けられ、 日中は迷子の知らせや待ち合わせのための放送がひっきりなしに流れていた。 筆
者は 2 月 3 日から 12 日までエリア内のテントに宿泊したが、 17 時頃から朝の 5 時頃までは電気の
使用も可能であり、 水の供給も行き届いていた。 設備としては他に、 警察署 （P11） や多くの交番
が設置され、 至る所に警察官が配備されていた。 消防署や病院もあった。 仮設トイレ （P12-13[7]）
も多く設置され、 また処々に設けられたゴミ捨て場や、 エリア中の通りも定期的に清掃されていた。
政府のオフィシャルホームページ （以下 「政府 HP」） [8] を参照してもらうと、環境が非常に整えられ、
いかに政府が財政的なバックアップをしていたかが分かるだろう。
このメーラー ・ エリア内で最も面積が割かれていたのは、 巡礼者らが宿泊するためのテントであっ
たのではないだろうか。 これらのテントを、 その所有者によって大きく二つに分類して考えてみたい。
一つは、 祭礼期間中のみ同地を訪れる行者や有名な指導者、 宗教団体等の組織が管理するもの、
もう一つは、 通常時より巡礼者の世話をしているパンダー [9] のものである。
前者はさらに、 さまざまな種類に分けられる。 有力な行者のものは、 立派な門構え （P14-15） を
P10

P11
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有した広い敷地に、 説教のための広場 （P16） や食堂を併設した宿泊所であった。 なかには大規
模な護摩場 （P17） などを設けている場所もあった。 行者の信仰者や繋がりのある人びとなどがここ
に宿泊するが、 時おり、 宿泊者以外の者たちにも食事が振る舞われていた （P18） [10]。
宿泊者の信者と行者がどれほどの関係をもち組織化されているのかはさまざまなので、 ここで詳し
くは論じないが、 例えば ISKCON （クリシュナ意識国際協会、 ハレー ・ クリシュナ） のような明確に
教団化された組織が運営する広場 ・ エキシビション兼宿泊所も存在した。 他方で、 在家の人用の
宿泊所はもたず、 行者らのコミュニティ （アカーラー） が主催し自分たちのみで宿泊する場所もあっ
た （P19）。 こうした行者や行者コミュニティ、 宗教等が主催する敷地は、 団体メーラーの全エリア
に広がっていたが、 特に第 4 セクター付近は 「アカーラー ・ エリア」 と呼ばれ行者たちが集中して
いた。
テントのうちもう一つ、 一般的にパンダーと呼ばれる 「巡礼案内人」 が管理するものも、 メーラー
内のさまざまな場所で運営されていたが、 概して大通りから入ったところ、 前述した行者たちの敷地
の裏側で展開されていた。 それぞれのパンダーには担当地域があり、 原則として巡礼者は、 自身
の出身地域に応じて特定のパンダーの世話になることになっているがその厳密さは不明である。 パ
ンダーらはそれぞれ、 目印となるシンボルをもっており、 看板と旗にそれが描かれ （P20-21）、 巡
礼者たちが探しやすいようになっていた。 前者の行者らの敷地と比べると、 パンダーの管理する敷
P14

P15
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地には、 説教のための広場などはなく、 ト
イレの設備はあるがそれ以外は宿泊用テン
トが所狭しと並んでいた。
しかしパンダーらは、 巡礼者たちのため
のテントを設置した敷地とは別に、 セクター
3 にも場所を構えていた （P22）。 同箇所は、
通常時にパンダーたちがいる場所と何ら変
わりはない [11]。 彼らはここで待機し、 巡礼
者が訪れれば、 宿泊所はもちろん儀礼の
手配なども行う （P23[12]）。 また、 通常時に
おいてもサンガムで活動する聖職者には他に 「ガーティヤー」 がいる （P24-25）。 この呼び名は、
沐浴場を指す 「ガート」 に由来する。 彼らは川のほど近くに場所を構え、 巡礼者に荷物置き場を
提供したり、 簡単な儀礼を行う。 ガーティヤーは原則として、 巡礼者に提供する宿泊所はもたない。
牛を携えて 「ゴーダーン （牝牛への布施）」 を行わせるガーティヤーもいた （P26）。
そしてエリア内には、 非常に多くの店があった。 ただ、 店といっても、 リヤカーに商品を乗せて
販売したり、 道路脇にシートを敷いて商品を並べている簡易的なものがほとんどである [13]。 食堂も
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P24

いくつか設置されていたが、 スナックや軽食類を提供する移動式の店が至る所で食べ物を提供する
（P27）。 果物や野菜も売っていた。 アクセサリーやおもちゃが売られている光景は、 まさに 「縁日」 と
いう表現がぴったりである （P28）。 縁日のイメージと異なるのは、 ここに宿泊している巡礼者らが購入
した食材をすぐに調理して食すことだろうか。 巡礼者らは鍋や食器を持参し、 かまどを作成して食事を
作っていた （P29）。 キッチン用品を売る店もあった。 「おわりに」 で再度言及するが、 クンブ・メーラー
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にはさまざまな参加形態がある。 沐浴をするためだけに日帰りで訪れる者たちもいるが、 短期間も
しくは長期間滞在する者も多い。 「メーラー村」 はそれぞれのニーズに合うような、 さまざまなサー
ビスを提供しているのである。

②主要な沐浴日と人びとの流れ
約 2 ヶ月間の祭礼のなかでも、 沐浴するのに良いと考えられている特別な日があった。 具体的に
は、 1 月 14 日、 2 月 10 日、 2 月 15 日である。 同日における沐浴は 「シャーヒー ・ スナーン （王
の沐浴、 特別な沐浴）」 とも呼ばれる。 この 3 日間には、 警察による警護のもと、 沐浴するために
川の合流点にむかう行者たちの大規模な行進が早朝から繰り広げられた。 政府 HP では、 「スナー
ン ・ パルヴァつまりガンジス川で沐浴することは非常に重要である。 それはすべての罪を洗い流し、
魂を全能の神と一つにして、 死と再生の循環を終わらせると信じられている [14]」 との説明がなされ、
沐浴するのに適した 6 つの日が予想来訪者数とともに紹介されている [15]。 以下では、 筆者が滞在
した期間中のレポートを中心に、 これらの特別な沐浴日について報道から得られた情報を加えて、
祭礼期間中の出来事を時系列に沿って紹介しよう。
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・1 月 14 日 マカル・サンクラーンティ [16]
マハー ・ クンブ ・ メーラーの初日で
あり 1 回目の 「シャーヒー ・ スナーン」
であったこの日には、 夜までに 800 万
人以上が沐浴したと報道された （読売
1/15）。 早朝には行者コミュニティ （ア
カーラー） の行者たちを優先的に沐浴
させるために警察による規制が敷かれ、
行者たちは彼らのテントからサンガム
（川の合流点） まで行進し、 次々に沐
浴した。 また、 前日 13 日の夕方から
14 日の朝は往来者によって、 14 日の
夕方は帰還者によって、 駅は非常に混雑した。 鉄道当局は、 アッラーハーバード ・ ジャンクション
（以下 AJ） 駅発の復路列車を 12 本、往路列車を 11 本増やして対応したようだ （Times Of India （以
下 TOI） 1/15）。
さて、 筆者がクンブ ・ メーラーに到着したのは 2 月 3 日夜であった。 行者や多くの巡礼者などで
すでに賑わっていたが、 2 回目のシャーヒー ・ スナーンにして最大の沐浴日である 2 月 10 日に向
け、筆者の実感では 8 日頃から次第に人通りが多くなっていった。 なお、先に紹介した 「大海攪拌」
の像 （P1） は、 2 月 4 日時点でまだ建設中であったが 7 日には完成していた。 9 日の午後、 筆
者は友人とバイクでサンガムに向かったが、 サンガムに近づくに従い混雑が激しくなり、 バイクを置
いて歩かなければならないほどであった （P30）。 帰路についた 17 時頃には、 バイクの使用は禁
止だと警官に咎められた。 報道によれば、 メーラー ・ エリア外からの車両乗り入れは 8 日午後から
禁止されていたようであった （TOI 2/9）。 （筆者たちはメーラー内にいたため可能であった。）
・ 2 月 10 日 マーグ月の新月 （マウニー ・ アマーヴァースヤー）
クンブ ・ メーラー中でも最大の沐浴日であった同日には、 予想を超える約 3,500 万人の行者や巡
礼者がサンガムで沐浴をした （TOI 2/11）。 筆者は、 同じ敷地のテントに宿泊していた研究者や友
人たちと、 深夜 0 時頃にテントを出発し、 サンガムに向かった。 道中通り過ぎたガートで沐浴して
いる者たちや （P31）、 道で寝ている日帰りの巡礼者たちがいた （P32）。
サンガムでは早朝 4 時半頃から、 警察による規制が始まった。 行者たちの行進と沐浴のためであ
る （P33-34）。 7 時頃には規制されていた場所に入ることができたが、 混雑がひどく、 川には全く
近づけなかった。 9 時前に帰路についたが、続々とサンガムに向かっていく行者らの行進とすれ違っ
た。
こうした熱狂のなかで、 惨事は起きた。 AJ 駅で、 36 人 （男性 7 人、 女性 28 人） が死亡、 39
人が重体となったのだ。 乗客の話によれば、 列車の到着直前にプラットホームが変更になり、 非常
に多くの人びとがホームをつなぐ橋に殺到したことによって橋が崩れたのだという （TOI 2/12）。
・ 2 月 15 日 ヴァサント ・ パンチャミー [17]
最後のシャーヒー ・ スナーンであったこの日に対して、 政府 HP では 1,930 万人の人出が予想さ
れていた。 地元警察による見立てでは、 その 70％がテントでの滞在者であり、 残りの 30％が地元
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民および近隣地域からの日帰り巡礼者とのことであった。 前日 14 日には、 22 のガートすべてにバ
リケードが築かれるなどの対策がとられ、 夕方にはメーラー ・ エリア内への車両乗り入れが制限さ
れた （TOI 2/15）。 しかし実際には、 悪天候と 10 日の事故の影響で、 予想を下回る約 700 万人
がサンガムで沐浴し、 行者たちの行進も控えめであったという （TOI 2/16）。 そうは言ってもやはり、
多くの巡礼者、 サンガムで沐浴する行者やそれを
見ようとやってくる人びとで通りやサンガムは賑わい
P35
（P35）、 昼過ぎまで行者らの行列は
続いていた。
15 日の夕方頃より雨が降り始め、
翌 16 日は終日雨が降り続いた。 テ
ントは水浸しになり、 蓄えていた食
料が悪くなってしまった滞在者たち
もいたという。 砂地にトタン板が敷
かれただけの道路は陥没した場所
もあった。 報道によれば、 多くのカ
ルパヴァースィー （願掛けをして滞
在する信徒。 詳しくは後述） たち
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が、 2 月 25 日まで続けるはずであったここでのテント生活を中断し各自の村に戻っていった （TOI
2/17） [18]。
そして行者たちの多くは、 3 回目のシャーヒー ・ スナーンが終わると引き上げる準備をはじめた。
各自のアーシュラムなどに戻る者たちもいたが、 ヴァーラーナスィーに移動する者たちも多くいた [19]。
天気が回復した 2 月 17 日以降、 大きな門構えや説教場、 テント、 トイレやキッチンなどの設備を
取り壊し、 車やバスでメーラー村を去っていく行者たちの姿が多く見られた。 また行者だけではなく、
テントに滞在していた在家の巡礼者たちが、 敷地内に設置された護摩場で退去前の最後の儀礼を
行っている様子 （P36） も観察できた。 ヴァサント ・ パンチャミー以後、 多くのテントが撤退していき、
1 週間ほどでメーラー村の様子はすっかり変わってしまったのであった （P37 は 2 月 6 日、 P38 は
2 月 21 日撮影）。
ただ、 沐浴を目的とした日帰りの巡礼者の勢いは、 すべてのシャーヒー ・ スナーンが終わった後
にも衰えることはなかった。 報道によれば 2 月 21 日のヴィジャヤ ・ エーカーダシーの日、 300 万人
を超える巡礼者、 4 万 5 千以上の車がメーラーにやってきたという （TOI 2/22）。
・ 2 月 25 日 マーグ月の満月
しかし、 メーラー村からすべてのテント滞在者が消えてしまったわけではない。 1 ヶ月テント生活を
続けてきたカルパヴァースィーたちの多くは依然としてここに残っていたのである。 彼らにとっての最
後の日が、2 月 25 日であった。 この日に合わせて沐浴に訪れる多くの巡礼者たちや、カルパヴァー
スィーたちの移動による混雑に備え、 25 ～ 27 日には臨時列車が運行されることも決定された （TOI
2/25）。報道によれば当日は、1,100 万人以上がサンガムで沐浴し、70 万を超えるカルパヴァースィー
たちも、 沐浴のあとメーラー ・ エリアを去る準備をはじめた （TOI 2/26）。 筆者が観察したところに
よれば、 カルパヴァースィーたちのなかには、 25 日でなく翌日や翌々日に帰る者たちも多かった。

P36 ～ P38
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P39

P40

ここで、 カルパヴァースィーについて補足しておきたい。 今回のマハー ・ クンブ ・ メーラーに来て
いた彼らは、 12 年間、 毎年マーグ月にアッラーハーバードを訪れてテント生活をしている。 テント
には行者・教団とパンダーが提供する 2 種類があると先に述べたが、 どちらにもカルパヴァースィー
は滞在していた [20]。
『ヒンディー語＝日本語辞典』 ［古賀 ・ 高橋編 2006］ には 「カルパヴァース」 の見出し語があ
り、 「マーガ月にひと月間、 ヒンドゥーがガンジス川のほとりの聖地で身を慎んで過ごす行」 と説明
されている。 カルパヴァースィーらが具体的にどのように 「身を慎んで過ごして」 いるのかについ
て、 筆者がインタビューしたところによれば、 「朝晩 2 回の沐浴と礼拝 （プージャーやアールティー）、
1 度のみの食事」 が基本のようであった [21]。 礼拝はテント内に設えられた 「寺院」 （P39） で行い、
食事もテント内やその周辺で作り家族が順番に食べていた [22]。 同じ敷地に滞在する人びとが集まり
毎日護摩をしているところもあった （P40）。 その他の時間は、 メーラー内を散策し、 行者の説教や
宮芝居を観に行ったり、 野菜などの買い物に出かけたり、 テント内で本を読んだり、 おしゃべりや
昼寝をして過ごすとのことであった [23]。 そして、1 ヶ月間のテント生活を終えて帰る前には、パンダー
に布施をするのが決まりであるが、 大規模な布施は毎回ではなく、 12 年間のカルパヴァースのうち
に 1 度行うのだという。
・ 3 月 10 日 マハー ・ シヴァ ・ ラートリ
マーグ月の満月ののち、 筆者も 2 月 27 日にアッラーハーバードを離れてしまったが、 3 月 10 日
の様子について付言しておこう。 55 日間続いたマハー ・ クンブ ・ メーラーの最終日となったこの日
には 500 万人の人出が予想され、 例によって前日の夕方から車両乗り入れが禁止となり、 5 千人
以上の警官が配備された （TOI 3/10）。 実際には約 700 万人が訪れ沐浴をした。
報道によれば、 特別な沐浴日であった 6 度の機会 （註 15 参照） 以外にも、 マハー・クンブ・メー
ラー期間中は連日約 50 ～ 80 万もの人びとがサンガムを訪れ、 全日程では延べ 1 億人がやってき
たという （TOI 3/12）。

おわりに
ここで、 今回のマハー ・ クンブ ・ メーラーに関する、 日本での報道のされ方を付け加えておく。
宗教情報リサーチセンターの 「宗教記事データベース」 で収集することのできた記事は全 10 件
で、 うち 3 件がクンブ ・ メーラーの開始を伝える報道 （読売 1/15、 産経 1/15、 SANKEI EXPRESS
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1/16）、 2 件が 2 月 10 日の最大の沐浴日について （信濃毎日 2/11、 SANKEI EXPRESS 2/11）、
1 件が 2 月 10 日の駅での死亡事故について （東京 ・ 夕 2/12）、 4 件が祭礼全体を扱う特集記事
（SANKEI EXPRESS 1/29 および 3/4、 週刊ポスト 3/15、 週刊朝日 3/22） であった。
これらのうち写真を 1 枚のみ掲載した 5 件中、 4 件が行者たちの沐浴風景を伝えるものであった。
『週刊ポスト』 と 『週刊朝日』 の特集記事でも行者の写真が多く掲載され、 「クンブメーラに欠かせ
ないのがサドゥ（修行者）の存在だ」（週刊ポスト 3/15、17 頁）、「祭りの中心を為すのは、サドゥだ」（週
刊朝日 3/22、 157 頁） と記されている。 また、 インターネットで 「クンブ ・ メーラー」 を画像検索し
てみると、 やはり目立つのは、 裸で全身に灰を塗った出立ちで有名なナーガー （シヴァ派の一派）
の行者やオレンジ色の衣服を着用した行者の沐浴や行進風景の写真であろう。
こうした日本の記事が注目するように、 確かにクンブ ・ メーラーは、 インド中の行者たちが一堂に
会する大祭である。 しかしながら本稿でみてきたように、 クンブ ・ メーラーの参加者は彼らだけでは
ない。 行者たちが、 マハー・クンブ・メーラーとアルド・クンブ・メーラーという機会に、 6 年置きにアッ
ラーハーバードを訪れるのに対し [24]、 毎年やって来るのはカルパヴァースィーたちである。 そして、
家族とともに数日間のみ滞在する者たちや、 沐浴のためだけに日帰りでやって来る者たちも非常に
多くいたのである。
クンブ ・ メーラーは 「行者たちの祭礼」 といった前述の記事が与えるイメージだけで捉えられるも
のではない。 そしてまた、 （確かに不死の霊薬が落ちたとされる場所での沐浴は訪れる人びとの第
一の目的ではあるが、） 冒頭で紹介した神話をもとにした 「沐浴の祭礼」 という表現だけでは、 実
際にクンブ ・ メーラーで行われていたことを伝えきれない。 今回の参与観察で最も強く感じたのは、
12 年に 1 度というインド最大の祭礼マハー ・ クンブ ・ メーラーに、 さまざまな立場の人びとがそれ
ぞれの仕方で参加し、 ここに来ることができたという大きな喜びや幸福感を共有していたことであった。
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[1] インドの言語については原則として、 カタカナ表記ではヒンディー語読みを採用した。
[2] 現在の正式名称はイラーハーバード Ilāhābād だが、 日本において現時点では、 英語表記の Allahabad で一
般的に認識されていると思われるため、 本稿では 「アッラーハーバード」 とする。
[3] ただし、 単純に 3 年毎の同じ時期に、 順々に 4 聖地でクンブ ・ メーラーが開催されているわけではない。 4
聖地で行われるクンブ ・ メーラーの時期はそれぞれ、 占星術によって以下のように定められている。 （なお、 現

72

ラーク便り 58 号 （2013 年 5 月 31 日）

在でも祭礼の日時等の決定には旧暦が用いられる。 旧暦においては、 満月の翌日から新月の日までが 「黒分」、
新月の翌日から満月の日までが 「白分」 とされ、黒分と白分でひと月となる。 以下で言及するチェイト月、マーグ月、
バードーン月、 バイサーク月、 カールティク月はそれぞれ、
3-4 月、 1-2 月、 8-9 月、
4-5 月、 10-11 月にあたる。）
ほうへいきゅう
はくようきゅう
羊宮
（おひつじ座） にあるとき。
・ハリドワール：チェイト月の満月の際に、木星が宝瓶宮 （みずがめ座） に、太陽が白
まかつきゅう
羯宮
（やぎ座）
にあるとき、 ま
・ アッラーハーバード
：
マーグ月の満月の際に、
木星が白羊宮に、
太陽と月が磨
きんぎゅうきゅう
たは木星が金牛宮 （おうし座） に、 太陽が磨羯宮にあるとき。
・ ナースィク
： バードーン月の新月の際に、 木星と太陽が獅子宮 （しし座） にあるとき、 または木星、 太陽、 月
きょかいきゅう
が巨蟹宮 （かに座） にあるとき。
・ ウッジャイン ： バイサーク月の満月の際に、 木星が獅子宮に、 太陽が白羊宮にあるとき、 またはカールティク月
の新月の際に、 木星、 太陽、 月が天秤宮 （てんびん座） にあるとき。
概して、 ハリドワールのクンブ ・ メーラーののち約 3 年後にアッラーハーバードで、 その約 3 年後にナースィクお
よびウッジャインで、 同年もしくは 1 年をおいて行われる。
[4] ハリドワールでもアルド ・ クンブ ・ メーラーは開催されている。
[5] 大海撹拌神話については、 ［上村 2003: 80-86］ ［中村訳 2012: 209-214］ 等を参照のこと。 ここで紹介した
神話は 『マハーバーラタ』 収録のものであり、 他の大海攪拌神話とは細部が異なる。 後半の甘露運搬の部分に
ついては、 ［Dubey 2001: 5-6］ ［宮本 2003: 65-66］ を参照した。 なお、 クンブ ・ メーラーにまつわる神話として
は、 ガルダ鳥が甘露の壺を運び、 4 つの場所に甘露の滴が落ちたとするものもある。 ［Dubey 2001: 6-7］ ［上村
2003: 86-95］ に同神話が紹介されているが、 ここでも、 4 聖地に甘露が落ちたことに対する言及はない。
[6] なお、 ハリドワールはガンジス川が平地に流れ出す地点にある聖地であり、 ナースィクはゴーダーヴァリー川、
ウッジャインはシプラー川沿いに広がる聖地である。
[7]P12 は 「男性用トイレ」、 P13 は 「公衆トイレ」 とヒンディー語で示されている。
[8]http://kumbhmelaallahabad.gov.in/english/index.html.
[9] ティールタ ・ プローヒト、 プラヤーグワールとも呼ばれる。
[10] プラサードやバンダーラーと呼ばれる。 『ヒンディー語＝日本語辞典』 によれば、 プラサードは①恩恵 ・ 恩寵、
②思いやり、 ③神前への供物 ・ お供え物のお下がり等、 バンダーラーは①サードゥ （ヒンドゥー教行者） たちに
食事を振舞うこと、 ②身分に関係なくすべての人に食事を振舞うこと等の意である。
[11] 川の水位にあわせてパンダーたちは待機場所を移動させるため、 1 年を通して同箇所にいるわけではない。
ただし、 2010 年 2-3 月に筆者がアッラーハーバードで調査を行ったときにも、 パンダーたちは同様の場所で待
機し、 巡礼者を待っていた。
[12] 写真は、 親族の死後 10 日目に行う供養の様子である。 アッラーハーバードは死者供養に良い聖地とされて
おり、 通常時はこれを目的にやってくる巡礼者の割合が非常に高い。 遺骨等を持参する人も多いが、 その場合
は儀礼を行ったあとに遺骨をガンジス川に流す。
[13] ただし、 こうした販売方法は祭礼中だからではなく、 インドでは普通に見られる光景である。
[14] 原文は以下。 Snan Parva or bathing in the river Ganges is of great importance. It is believed that it washes
away all the sins and the cycle of rebirth and death ends as the soul becomes one with God Almighty. ただし、
snāna parva は文字通りには、 「沐浴に適した特定の日」 の意である。 また、 「魂を全能の神と一つにして、 死と
再生の循環を終わらせる」 とは、 「梵我一如を達成し輪廻から脱することができる」 と換言できるだろう。
[15]http://kumbhmelaallahabad.gov.in/english/snan_parva.html. ここでは、 前述の 3 度のシャーヒー ・ スナーン
の日に加えて、 プース月の満月 （1 月 27 日）、 マーグ月の満月 （2 月 25 日）、 マハー ・ シヴァ ・ ラートリ （3
月 10 日） も吉兆な日とされている。 なお同ページ記載の予想来訪者数は、 1 月 14 日、 1 月 27 日、 2 月 10 日、
2 月 15 日、 2 月 25 日、 3 月 10 日の順に、 約 1,100 万人、 550 万人、 3,050 万人、 1,930 万人、 1,650 万人、
550 万人。
[16] 占星術の文脈において 「サンクラーンティ」 とは、 太陽が黄道十二宮のうち、 ある宮から次の宮へと移動す
る時点のことを指す。 つまりマカル ・ サンクラーンティとは、 太陽が人馬宮 （いて座） から磨羯宮 （やぎ座） に
移動する日のことである。本来は冬至の祭りで、現在でもヒンドゥー教の主要な祭日に数えられている。クンブ・メー
ラー期間中でなくとも、 この日における沐浴は非常に重要である。 同祭日については ［宮本 2003: 224-225］ を
参考のこと。
[17] ヴァサントは 「春」、 パンチャミーは 「5 日目」 の意。 マーグ月の白分 5 日目にあたる同日は、 春の訪れを
祝う日である。
[18] 筆者の友人でもあるパンダーの S 氏 （25 歳） は、 兄と叔父とともにパンダー業務を行っている。 彼らが管理
する敷地には、 カルパヴァースィー用のテントと短期滞在用のテントの両方があり、 さらにメーラー ・ エリア外 （サ
ンガムまで 3-4km） に、 彼らパンダーの自宅の隣に 3 階建ての宿泊施設が用意されていた。 （筆者は 2 月 12
～ 27 日はここに滞在した。） 雨が降り続いた 16 日、 短期滞在用のテントに宿泊していた巡礼者が、 テントからエ
リア外の宿泊施設に移ってきた。 なかには、 S 氏らの管理するテントに宿泊していたわけではないが、 雨をしのぐ
ためにやってきた家族団体もいた。
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しかし一方で、 メーラー ・ エリアに滞在し続けた者も多くいた。 TOI のインタビューに答えた 2 人のカルパヴァー
スィーの発言を載せておく。 “It's our faith that helped us to stay on the banks of Ganga. We have not come
here to enjoy and it's our devotion that would help us staying here till Maghi Poornima.”（A. K. Mishra 氏）／“Rains,
wet tents and mud can't deter us given the purpose for which we are here.” （Ram Narayan 氏） （TOI 2/18）。
[19] 筆者は、2 月 27 日にアッラーハーバードからヴァーラーナスィーに移動し、4 月 2 日まで滞在した。 ヴァーラー
ナスィーは、 アッラーハーバードからバスまたは列車で 3 時間ほどの距離にある聖地で、 「カーシー・ヴィシュヴァ
ナート」 と呼ばれるシヴァ神の寺院や、 北向きに流れるガンジス川で有名である。 アッラーハーバードから移動し
てきた行者たちは、 川沿いのガートに張った小さなテント （写真 a） や、 それぞれの行者コミュニティのヴァーラー
ナスィー支部の建物に滞在していた。 3 月 10 日のマハー ・ シヴァ ・ ラートリという祭日等には行者たちの大規模
な行進があった （写真 b）。 その後は、 自身のアーシュラムなどに帰る者もいたが、 3 月 27 日のホーリー holī 祭
まで滞在する者や、 そのときに再度戻ってくる者も多かった。 こうした行者たちによってだけでなく、 ヴァーラーナ
スィーは、 アッラーハーバードからやってくる巡礼者たちで連日大混雑であった。 このように、 アッラーハーバー
ドでクンブ ・ メーラーが開催される際には、 ヴァーラーナスィーへの巡礼もセットになっているように思われた。 ま
た筆者がヴァーラーナスィーでインタビューした、 アーヴァーハン ・ アカーラーのある行者は、 「3 回のシャーヒー ・
スナーンをして、 カーシー ・ ヴィシュヴァナートに参拝することで、 マハー ・ クンブ ・ メーラーは終了する」 と答
えてくれた。 ヴァーラーナスィー版の TOI の記事（2/28 付）によれば、13 のアカーラーから成る評議会の選挙が、アッ
ラーハーバードでのマハー ・ クンブ ・ メーラーとアルド ・ クンブ ・ メーラー開催時期、 すなわち 6 年毎にヴァーラー
ナスィーで行われているという。
[20] パンダー関係者にしか話を聞いていないため一概には言えないが、 パンダーの友人 S 氏の叔父によれば、
「都市に住む人は行者のところに行く。 村の人はパンダーのところに来て、 安い値段で泊まる。 テントの滞在費
は 1 ヶ月で 800 ～ 1000 ルピー （約 1600 ～ 2000 円） 程度」 とのことであった。 管見の限り、 行者系のテントに
は短期滞在者が多く、 パンダー系のテントにはカルパヴァースィーが多いように思われた。
[21] 食事 （ボージャン） は昼に 1 度のみ食べる人が多かったが、 朝晩に果物や軽食 （ナーシュター） をとるこ
とはできるようであった。
[22] 一方、 行者系の敷地には大きなキッチンがあり、 そこで滞在者全員分の食事を作っている様子をみかけた。
[23] ただしこれらには、 カルパヴァースィーのテントで、 彼らと共に短期滞在していた者たちの話も含まれている。
実は、 カルパヴァースのテントに滞在している者たちすべてが、 1 ヶ月間の行を実践しているカルパヴァースィー
というわけではない。 1 ヶ月間カルパヴァースを行っている者が、 家族 ・ 親戚や友人を招待し、 数日間テントで
共に過ごすということが多々行われていた。 例えば、 友人のパンダー S 氏の敷地で話をすることができた、 今年
で 8 年目の S 氏 （72 歳） は妻 （68 歳） と 2 人でカルパヴァースを行っているが、 彼らの息子とその妻と彼らの
2 人の娘および、 娘とその夫と彼らの息子と娘が、 6 日間ほど同じテントに宿泊しに来ていた。 短期滞在の目的は、
サンガムでの沐浴であるという。 また、 今年で 4 年目の T 夫婦のところには、 息子の妻と孫娘 3 人 （息子は仕
事のため来られなかったとのこと） が 4 日間宿泊していた。 祖母と 2 人で 1 ヶ月間滞在していた女の子 （14 歳）
のところには、 彼女のいとこの兄妹 （18 歳と 12 歳） が 3 日間来ていた。
[24] ただし、一言で 「行者」 といっても、広い敷地に大規模な説教場や展示を設置していたような有名な行者から、
行者コミュニティ （アカーラー） に属している行者、 数人の仲間とともに行動する行者、 たった一人で小さなテン
トで生活していた行者など、 クンブ ・ メーラーではさまざまな者たちに出会うことができた。
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