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研究ノート②

行政機関による聖地マネジメントと聖職者
―聖地ガヤーにおける「ピトリ・パクシャ・メーラー」を例に―
									

虫賀幹華

はじめに
現代のインドにおいて、 祖先を供養するのに最も良い場所と考えられている北インドビハー
ル州南部の聖地ガヤー （1） には、 インド中からヒンドゥー教徒が訪れる。 巡礼者は一年中止む
ことはないが、 とりわけ、 毎年の 「ピトリ・パクシャ （祖先の半月）」 には 「ピトリ・パクシャ・メー
ラー （祖先の半月の大祭）」 と呼ばれる祭りが開催され、 非常に多くの人が祖先祭祀を行うた
めにこの地を訪れる。 2015 年の祭りは 9 月 27 日から 10 月 12 日にあたり、 県自治体の発表
によると 16 日間で 60 万人が来訪した （2） （ヒンドゥスターン 10 月 13 日ほか）。 本稿では、 現
地のヒンディー語新聞 「ヒンドゥスターン」 および 「プラバート ・ カバル」 （以下 H、 P と記す）
も参考にしながら、 行政機関による祭りの整備 ・ 運営とその歴史を整理する。 特に注目した
いのは、 ガヤーのパンダー （巡礼者の世話をして布施を受け取る聖地の聖職者） すなわち
ガヤーワールと行政との関係である。 祭り中に限って、 ガヤーワールは行政に届け出て身分
証明書を受理することが義務付けられている。 そしてガヤーワールたちだけでは、 何十万人も
の巡礼者を迎え入れるための設備を整えることは不可能である。 聖職者と行政機関の協力／
緊張関係は、 ガヤーに限ったことではなくインドの他の聖地、 さらには世界中の聖地でも観察
されることだろう。 本稿は、 こうした現象を考察するための一資料として、 ガヤーにおけるその
歴史と現状をまとめたものである。
1. 行政機関による祭りの整備
5 月 25 日、 ピトリ ・ パクシャ ・ メーラーにむけて県庁で会議が開かれ、 宿泊施設、 電力供給、
清掃、 トイレ設備、 道路、 水道、 食料供給、 交通などについて議論された。 ガヤーワール
の代表者も参加し、 巡礼者が最も集まるヴィシュヌパッド寺院 （聖地としてのガヤーの中心的
寺院。 岩肌に浮かび上がるヴィシュヌ神の足跡が主たる崇拝対象である） とファルグ川周辺
の設備を整えるよう要請した （H 5 月 26 日）。 これが 2015 年の祭りの準備に関する最初の報
道であった。 7 月 25 日の県庁での会議の報道のあと （P 7 月 26 日）、 8 月中旬から祭りに関
する報道が増え始め、 9 月 3 日から H 紙では 「ピトリ ・ パクシャ ・ メーラーまであと 25 日」 と
カウントダウンがはじまった。 連日、 行政機関の会議での決定事項や県のトップである県行政
長官 （ジラーディカーリーの訳で、District Magistrate ともいわれる） の視察の様子が報じられ、
また、 ガヤー内のさまざまな場所の整備や清掃の不十分さが指摘された。
祭り期間中県自治体は、 市内を 5 つのスーパー ・ ゾーン、 41 のゾーン、 183 のセクターに
分けて管理した。 セクターごとに行政関係者および警備員が 24 時間常駐し、 交代で職務に
あたった。 設備不良、 迷子、 体調不良など、 管轄内で問題が生じた際に然るべきところに連
絡するのが主な仕事であった ［Jilā Praśāsan 2015: 10, 21-74］ （3）。 駅構内とヴィシュヌパッド
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寺院には巡礼者に情報を提供する案内所が設置された （4） ［Ibid.: 18］。
行政機関によって 13 の委員会が組織された ［Ibid.: 9, 84-89］。 以下、補足しながら列挙する。
これらから、 行政機関の働きの概要がつかめるだろう。
・ 清掃
主に市自治体 （ナガラ ・ ニガム） が動き、 市内を 52 の区画に分けそれぞれに 2 ～ 20 人
の清掃人を配置した。 特に人が集まる場所では 24 時間体制で清掃が行われた ［Ibid.: 117127］。 ピトリ・パクシャ・メーラーの準備に市自治体は約 2,120 万ルピー（1 ルピー＝約 1.85 円）
の予算を立てたが、 清掃資金が最多で約 787 万ルピー、 電灯の設置など電気設備に約 403
万ルピーが費やされることになった （P 8 月 28 日）。
・ 宿泊施設
宿泊施設の整備は毎年、 ロッジングハウス ・ コミティ （詳細は後述、 以下 LHC とする） が
中心になって行う業務であるが、 事情により市自治体が請け負った。 宿泊施設の設備 （トイレ、
飲料水、 清掃、 電気、 医療） の調査を行い、 許可書を与えた。 巡礼者の宿泊のために 25
の公立学校 （計 738 の部屋、 8 千人が宿泊可） が開放された （H 9 月 26 日）。 市自治体を
介して、 ガヤーワールは自身の巡礼者を宿泊させるための部屋を学校から借りることができた。
巡礼者 1 人あたり 30 ルピーを市自治体に納めるよう定められた。 学校には教員が交代で 24
時間待機し、夕方には医師も来ていた。 なお、祭り期間中公立学校の授業は全日休講であった。
・ 水の供給 ・ 公衆衛生 （飲料水の供給、 トイレ ・ シャワーの設置など）
・ 電気設備 ・ 電力供給
・ 道路 ・ 下水道
以上 3 つの委員会はそれぞれの整備を担った。
・ 交通 ・ 輸送
普段は運転手との交渉で決まるリクシャー （三輪の車ないし自転車） の料金が県自治体に
より定められ、 駅にも料金一覧が貼り出された。 駅にはプリペード ・ タクシーの受付があった。
重要なヴェーディー （儀礼が行われる祭壇の意だが、 ガヤーでは寺院、 山、 池など祖先祭
祀が行われる場所のことを指す） をまわる巡回バスが準備された。 渋滞の回避のため、 車な
どのルートが定められ交通整理がなされた ［Ibid.: 100-110］。
・ 健康
4 ヶ所 （駅、 ガヤー・カレッジの駐車場、 ヴィシュヌパッド寺院、 ボードガヤーの市立巡礼宿）
には 24 時間の、 他 12 ヶ所では 5 時半～ 19 時に 3 ～ 4 人の医師が常駐する診療所が設け
られた。 薬も無料で配布された。 4 ヶ所に救急車が 24 時間待機した ［Ibid.: 90-99］。
・ 食料供給
県庁より酒の販売禁止、 肉 ・ 魚 ・ 卵の路上での販売禁止、 違反者には 1 万ルピーの罰金
との指令が出された ［Ibid.: 16］。 宿泊施設の付近など 39 の場所で灯油が適正価格で販売さ
れた ［Ibid.: 111-116］。
・ コールセンター
ヴィシュヌパッド寺院前の LHC のオフィスにコールセンターが設置され、 24 時間 3 ～ 4 人の
スタッフが待機し、 巡礼者からの質問を受け付けた。 街のいたるところに電話番号が書かれた
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看板が取り付けられていた。 開設当初から働いているというスタッフによると、 コールセンター
は 7 年前の祭りの際にはじめて設置された。
・ 催し物
ヴィシュヌパッド寺院の前の広場に仮設テント会場が設けられ、 県自治体主催の開会式およ
び閉会式が行われた。 開会のテープを切ったのはマガダ ・ プラマンダル （複数の県を合わせ
たものから成る行政単位） の長、 県行政長官、 警視正であった。 開会 ・ 閉会式ともに、 行政
関係者に加えてガヤーワールの代表者も壇上に座りスピーチをした （H 9 月 28 日、 H 10 月
13 日）。 会場では祭り期間中毎晩、 音楽や説法の催しがあった。
・ 記念誌 ・ 広報
1995 年より毎年、 ガヤー内の知識人や聖職者からガヤーや祖先祭祀などに関する原稿を募
り、 県自治体の編集で記念誌 『タルパナ』 を発行している。 より小さなパンフレットとともに無
料で配布された。 県自治体による祭りの公式ウェブサイトも毎年更新されている。
・ コントロール ・ ルーム
LHC とファルグ川の岸辺にコントロール ・ ルームが設置され、 24 時間行政関係者が常駐し
た ［Ibid.: 12-15］。
・ 全体統括
ここまで、 2015 年の行政による祭りの整備の概要をみてきた。 ガヤーワールの協力は不可
欠であるが、 あくまで行政が主導であること、 こうした整備は行政が行うべきであるとガヤーワー
ル自身も考えていることがわかる。 なお、 2014 年 9 月 3 日付で、 ピトリ ・ パクシャ ・ メーラー
はビハール州公認の祭りとなった ［Ibid.: 3］ （H 2014 年 8 月 27 日）。 2014 年には当時の州
首相ジータンラーム ・ マーンジーが、 州首相でははじめて祭りの開会宣言を行っている （H
2014 年 9 月 9 日）。

2. 行政機関により付与される聖職者の正当性
ガヤーワールは自らを 「ブラフマプラカルピット ・ ブラーフマン （ブラフマー神によって ［布
施の受け取り手に］指定されたブラーフマン）」と呼ぶ。 ヒンドゥー教の聖典『ヴァーユ・プラーナ』
に書かれる、 ガヤーの地での大規模な儀礼で布施を受け取るようブラフマー神が特定のブラー
フマンたちを指定し、 その後もこの聖地での布施を得る権利が認められたという神話に、 彼ら
は自分たちの活動の根拠を求める （5）。
ガヤーワールはそれぞれ、 担当地域の巡礼者の世話をして布施と報酬を受ける権利を持っ
ている。 1 つの県の権利を主張するガヤーワールが複数人おり、 小さな村にいたるまで細かく
分けられている。 彼らは先代から引き継いできた巡礼者記録を保持している。 古いものには藩
王国の王たちの記録もあり、 王から、 自国の住民たちの世話をする権利を得たと主張するガ
ヤーワールもいる。 巡礼者たちは、 その地域の言語や慣習を理解していること、 家族が過去
にガヤーに来ていればその記録が見つかることなどを理由として、 自分の出身地を担当するガ
ヤーワールのところに行くことが勧められる。
彼らは巡礼者に宿泊場所や食事などを提供し、 祖先祭祀を取り仕切る聖職者や儀礼の材料
を手配する。 ただし、 巡礼者がガヤーワールに渡す金銭などはその対価ではなく、 祖先の供
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養のための布施である。 巡礼者がガヤーに何日滞在してどれだけ豪華な儀礼を行うかは各々
のもつお金 ・ 時間 ・ 信仰心に応じてさまざまであるといわれるが、 どのような形態でガヤー巡
礼を行うにせよ、 その最初と最後に避けて通れない過程がある。 それは、 ガヤーワールから
巡礼開始の許可と巡礼完遂の承認を得ることである。 彼らは、 「ガヤーの土地は我々のもので
あり、 所有者の許可なしにどうして儀礼を開始することができようか」 「大金をかけて豪華な儀
礼を行ったとしても、 我々の祝福を得なければそのガヤー巡礼は無効である」 などと言う。 巡
礼の最後に、ガヤーワールに布施を与えて、「祖先たちは満足した」 「ガヤー巡礼は完遂した」
「我々は ［汝の布施により］ 満足した」 という言葉を儀礼的問答の中でガヤーワールから受け
ることではじめて、 ガヤーでの祖先祭祀は完了するというわけである。 しかしながらピトリ ・ パク
シャ ・ メーラー中に限っては、 行政が発行する身分証明書がなければガヤーワールたちは巡
礼者相手に仕事をすることができない。
前節で述べたように、 現在は、 県行政長官を頂点に県 ・ 市自治体や警察のさまざまな部門
が協力してピトリ ・ パクシャ ・ メーラーの準備にあたっている。 行政機関による整備は年々発
展しているが、 行政がこれほどまでに力を注ぐようになったのは、 ラージバーラー ・ ヴァルマー
（在任期間 1992 年 1 月 3 日～ 1995 年 3 月 16 日）が県行政長官を務めていた時が最初であっ
たと思われる。 それまでは、 「ロッジングハウス ・ コミティ （LHC）」 が中心となって必要最低限
の準備をしていたようである。 次節で詳述するが、 LHC は会長に県行政長官を置いた半政府
機関であり、 そのオフィスはヴィシュヌパッド寺院の目の前にある。
ピトリ ・ パクシャ ・ メーラーにおける LHC の主な仕事は、 宿泊施設の調査および許可証の
配布と公立学校の開放、 そしてパンダーの身分証明書の発行である。 しかし、 2015 年 3 月
のパトナー高裁の判決により、 LHC は一時閉鎖となった。 9 月 28 日付の最高裁の判決で
LHC は存続することになったが、 2015 年の祭りに向けての準備は臨時で市自治体が請け負
うことになった。 9 月 8 日、 ガヤーワールの代表たちは市長と面会し、 宿泊施設の許可証とガ
ヤーワールの身分証明書の発行について願い出た （H 9 月 9 日）。 申請手続きは 9 月 10 日
から開始された。 宿泊施設の所有者は許可証の発行のために、収容人数 1 人につき 1 ルピー
／ 5 ルピー （ガヤーワールなどが所有する家 ・ 巡礼宿／ホテル）、 登録料 250 ルピー、 医療
費 5 ルピーを支払うよう定められた （6）。 身分証明書の発行は 1 人あたり 50 ルピーかかり、 9
月 20 日までに申請を済ませるように通知された （P 9 月 9 日）。 身分証明書は、主要パンダー、
主要パンダーの家族 （18 歳以上の男子のみ）、 使用人の 3 種類があり、 祭り期間中のみ有
効である。 祭り終了後に市自治体から申請書類を借りて筆者が集計したところ、 主要パンダー
319 人、 パンダーの家族 731 人、 使用人 950 人の身分証明書が発行された。
祭り期間中にはパンダーを名乗り巡礼者から不当に布施 ・ 報酬を受ける 「偽パンダー」 が
現れるという。 身分証明書の発行は、 「本物の」 パンダーとそうした偽パンダーを区別し、 巡
礼者を守ることが目的である。 駅構内の案内所などに巡礼者を迎えにきたパンダーや使用人
は、 連れて行く先の主要パンダーの名前と自身の名前、 そして身分証明書の番号をノート
に書くことが義務付けられていた。 このようにして、 行政から本物であると認められてはじめて、
パンダーたちは仕事ができるのである。
ここまで、「パンダー」と「ガヤーワール」という言葉を説明することなく使い分けてきた。 「ガヤー
のパンダー」 とガヤーワールは同義であるようで、 ガヤーワールではないパンダーの存在を考
えると、 パンダーはより広いカテゴリーを指すともいえる。 ガヤーには、 ガヤーワール以外にパ
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ンダーを名乗る「ダーミー（ダーミン）」と呼ばれる人たちがいる。 彼らは、ガヤーにはガヤーワー
ルとダーミーという 2 種類のパンダーがいると説明する。 一方でガヤーワールは、 彼らがパン
ダーを名乗ることに批判的である。 ダーミーは、 ヴィシュヌパッド寺院から北 12km に位置する
プレータシラー （幽霊の岩） と呼ばれる山をはじめ市街から離れた 5 つのヴェーディーの所
有権を主張する （7）。 それに対してガヤーワールは、 昔、 未開であったそれらのエリアに巡礼
者を送る際、 自分たちの使用人であったダーミーに付き添いをさせていた、 そのうち自らがパ
ンダーを名乗るようになったと言う。
LHC はダーミーにもガヤーワールと同様の身分証明書を発行してきた。 ダーミーのリーダー
格の中年男性の話によれば、 LHC の開設当初からダーミーの身分証明書も発行されていた
という。 彼は、 ガヤーワールとダーミーの間で争いが何度も起きてきたこと、 裁判や県行政
長官を交えた話し合いなどにおいて常にダーミーが権利を勝ち取ってきたことを話してくれた。
話の真偽は分からないが、 LHC が現在、 ダーミーにも同様の身分証明書を発行していること
は事実である。 ただ、 2015 年の申請人数のうちダーミーは 63 人 （主要パンダーとその家族
の合計） であり、 987 人 （同上） のガヤーワールと比べてかなり少ない。
ガヤーワールはダーミーを 「偽パンダー」 であるというが、 偽パンダーの排除を目的として
発行される身分証明書によって、 ダーミーもパンダーでありガヤーワールと何の違いもないと
行政が認めたことになる。 身分証明書はピトリ ・ パクシャ ・ メーラー期間中のみ有効のはずで
あるが、 古いものを携帯している者もおり、 期間外にダーミーのところで正当性の証明として
それを見せられたこともある。 ただし、 ダーミーはガヤーワールのようにガヤー巡礼の完遂承
認を与えることはできない （しない） し、 それぞれの担当地域を分けたり、 巡礼者記録を保
持してはいない。 自分たちが管理する場所に待機し、 パンダー権を主張して巡礼者から布施
を受けるのみであるが、 近年、 巡礼宿を建設し巡礼者を泊める者も現れている。

3. ロッジングハウス ・ コミティとガヤーワールの緊張関係
ここまでは主に、 今年 2015 年のピトリ ・ パクシャ ・ メーラーについて説明してきたが、 LHC
の概要とガヤーワールが起こした裁判についてもまとめておきたい。 1920 年、 「ビハールおよ
びオリッサの巡礼地法 （Bihar and Orissa Places of Pilgrimage Act. 以下、 巡礼地法とする）」
が制定された。 この法律は巡礼者の住環境の向上を主たる目的として制定され、 地方政府に
税の徴収権を与えるとともに法律執行のためのルールを独自に作成することが指示されている。
同法律の第 20 条に、 巡礼者の宿泊地の整備や清掃、 医療の資金を管理する 「ロッジング
ハウス ・ ファンド」 設立の言及があり、 それに基づいて LHC が設置された。 巡礼者は LHC
から許可が与えられた建物のみに宿泊させられるようになった。1950 年代の L・P・ヴィディヤー
ルティの調査によれば、 LHC は許可証を渡す際に、 ガヤーワールないし建物の所有者から
巡礼者 1 人につき 3 ルピーを徴収するようになった［Vidyarthi 1961: 100］。 ヴィディヤールティ
はピトリ ・ パクシャ ・ メーラーに言及していないが、 現在は宿泊施設に申請をさせ許可証を与
えるのは祭り期間中のみである。
一年中行われている業務は、 LHC 所有の宿泊施設の管理と通行税の徴収である。 宿泊施
設はヴィシュヌパッド寺院からほど近くにあり、 広い敷地に、 24 部屋をもつ建物と 4 つのホー
ルをもつ建物がある。 ヴィシュヌパッド寺院の目の前にあるホテルや寺院前に連なる店も LHC
の所有であり、 使用料を徴収している。 ガヤーの街の東 ・ 南 ・ 西の入り口にあたる 3 ヶ所に
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は LHC の小屋がある。 スタッフが 24 時間待機し、 大型バスから 250 ルピー、 小型バスから
100 ルピー、 車から 50 ルピー （巡礼者のみ対象、 それぞれ 7 日間有効） の 「サーヴィス ・
フィー」 を徴収していた。 ある報道によると、 2001 年までは駐車料金を徴収しており、 現行の
ルールは 2001 年以降に適応された （The Telegraph 2 月 24 日）。 しかし通行税は 2015 年 2
月以降徴収されなくなり、 今後も再開の予定はないとのことである。
現在の LHC は、 ガヤーの県行政長官を会長とし、 県庁の役人 2 人が事務局長と理事を務
め、 5 人のガヤーワールが会員である。 そのうち 2 人は亡くなったが、 新しく会員を加えること
はしていない。 招待会員として、 作家ゴーヴァルダン ・ プラサード ・ サダエと、 聖地ガヤーの
整備のために多額の私財を投じた故シヴラーム ・ ダールミヤー （2014 年 11 月 25 日に死去）
が名を連ねる。 この構成は 2000 年、 当時の県行政長官であったアムリト ・ ラール ・ ミーナー
が編成した。 1920 年の巡礼地法には 「ロッジングハウス ・ ファンド」 の会長にガヤーの収税
官が就任するとあるだけで、 具体的なメンバーシップの言及はなかった。 その他、 助手や宿
泊施設の管理人などスタッフは 7 人おり、 その下に清掃人や運転手、 警備員など 42 人の使
用人がいたが、 一時閉鎖の際に使用人は解雇された。
ヴィディヤールティによれば、 巡礼地法は 「ガヤーワールの激しい反対にも拘わらず、 巡礼
者への対応におけるガヤーワールの独占的役割に幕を下ろす」 ［Vidyarthi 1961: 100］ ため
に制定された。 LHC による祭りに際してのパンダーへの身分証明書の発行は、 1941 年から
開始された。 1963 年には、 ガヤーワールたちがピトリ ・ パクシャ ・ メーラー中の駅のホームへ
の入場制限をもって LHC と鉄道 ・ 駅の関係者を訴え裁判になった。 当時、 祭り中は主要パ
ンダーの身分証明書を持つ者のみ巡礼者を迎えに行くためにホームへの入場が許され、 他
のガヤーワールや使用人は外で待機しなければならなかった。 ガヤーワールたちに雇われた
客引きたちが誤った場所に巡礼者を無理やり連れて行くといった横暴や客引き ・ ガヤーワー
ル間の争いが頻発しており、 入場制限は巡礼者の保護を目的として長年続いていたという。
自分たちの仕事に支障があること、 一市民として駅のホームであれどこへでも自由に出入りす
る権利があることを主張するが、 1963 年 10 月 17 日のパトナー高裁の判決で結局ガヤーワー
ルたちは敗訴する （その後の経緯は不明だが現在は入場制限はない）。
2015 年の祭りの準備や期間中の様子を見た限りでは、 現在、 ガヤーワールたちは LHC お
よび行政とうまく協力しているようであった。 それほど経済力のないガヤーワールは、 自分たち
だけで聖地の整備をすることはできない。 LHC の事務局長は、 行政主導で整備をさせ、 ガ
ヤーの評判が良くなり巡礼者が増え、 自分たちができるだけ多くの布施を受け取ることを彼ら
は期待しているのだと言った。 その一方で彼らは、 自分たちの意に沿わない要請は受け入れ
ない。 以前、 県自治体からガヤーワールに、 巡礼者の便宜のために細かく分けられた担当
地域を載せた名簿の作成を願い出たことがあったという。 しかしガヤーワールたちは応じなかっ
た。 事務局長は、 担当地域の分割は曖昧な部分も多く、 また、 ガヤーワールは自身の担当
外の巡礼者も受け入れたいと考えているのだろうと推察した。
そして、 2015 年 3 月、 LHC を一時閉鎖に追いやった裁判の原告はガヤーワールであった。
その中心人物マニ・ラール・バーリクは、 ヒンドゥー右翼団体ヴィシュヴァ・ヒンドゥー・パリシャッ
ドのガヤー県の代表でもある。 本人には情報提供を拒否されてしまったが、 別のガヤーワー
ルの話では、 ガヤーワール全員が賛同して LHC を訴えたわけではなかった。 バーリク氏は、
祖先祭祀をしにガヤーに来たヒンドゥー教徒だけが通行税を徴収されることに疑問を呈し、 そ
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の訴えは 2012 年 9 月に遡る。 しかし LHC の会長である県行政長官はそれに応じず、 2012
年 11 月にバーリク氏は正式にパトナー高裁に訴えた。 2015 年 2 月 10 日、 高裁は県行政長
官宛に、 通行税は仏教徒やムスリムからも徴税しているのか否か、 2012 年から現在までに徴
収した通行税の総額、 集めたお金によって巡礼者に提供された設備について回答するように
求めた。 県行政長官は、 徴税の対象はヒンドゥー教徒のみであること、 2012 年から 2014 年ま
での税の総額は 871 万 1,465 ルピーであることを報告したが、 巡礼者のための設備について
は特に記述されなかった。 2 月 14 日、 県行政長官は通行税の徴収を停止する指示を出した。
3 月 11 日のパトナー高裁の判決は、 LHC による駐車料金以外の徴税を認めない、 ビハー
ル州は巡礼地法を施行すべきでない、 州政府は Bihar State Religious Trust Board （以下
BSRTB） を通じて委員会を発足させガヤーでの業務を執行すべき、 委員会は巡礼者のため
の設備の準備計画を立てるべき、 3 年間の税の総額は委員会に移譲すべき、 というものであっ
た。 これを受けて LHC は一時閉鎖され、 2015 年のピトリ ・ パクシャ ・ メーラーの準備は市自
治体が請け負うことになった。 しかし、 原告のバーリク氏はこの判決を不服とし、 最高裁に上
告した。 9 月 28 日付で最高裁は、 高裁の判決を棄却し、 徴税権の放棄を命じた上で、 LHC
の存続を認めた。
最高裁の記録には、 原告が 「巡礼地法の本質が疑問視されていない」 と高裁の判決を非
難したとあるが、 LHC 事務局長や別のガヤーワールは、 結果的に LHC が BSRTB の傘下に
入ることを恐れたためバーリク氏は上告したのだと話した。 聖地ガヤーの中心であるヴィシュヌ
パッド寺院はガヤーワールの手中にあるが、 1998 年、 BSRTB はヴィシュヌパッド寺院を州政
府の管理下に入れようとガヤーワール相手に裁判を起こしている。 ガヤー地裁の判決は、 ヴィ
シュヌパッド寺院はブラフマー神から権利を得たガヤーワールたちの私財であるとし、 BSRTB
の要求を退けた。 2011 年 7 月 10 日、 BSRTB がパトナー高裁に申し立てをする意図があると
報じられたが、 現在までに続報はない （8） （Hindustan Times 2011 年 7 月 10 日）。

おわりに
本稿では、 行政機関による聖地マネジメントと、 行政と聖地の所有権を主張するガヤーワー
ルとの関係をみてきた。 ガヤーワールたちは自身の利害に応じて行政と協力するが、 時に両
者の関係は緊張する。 ガヤー巡礼は、 ブラフマー神によって権利を与えられたガヤーワール
に布施をして、 彼らから終了の承認を受けなければ完遂しないという言説があり、 それを巡礼
者たちが受け入れているのは事実である。 しかし、 聖地の整備という点では行政が主導になっ
ていると言わざるをえず、 祭り期間中限定ではあるがパンダーの管理もまた行政が行っている。
最後に、 本稿では扱いきれなかったが、 巡礼税の歴史はイギリス統治時代から続いているこ
とに言及しておきたい。 1780 年代半ば、 ガヤーの収税官であったトーマス ・ ローは、 地主や
役人によってさまざまな場所に設置された税関を廃止して、 巡礼者の保護のために新しい規
則を導入した。 それは、 訪れるヴェーディーの数に応じてガヤー巡礼を 4 種類に分類してそ
れぞれの税額を設定し、 支払い後には色違いの印をつけた許可証を渡すというものであった
［Buchanan 2013 (1936): 103; Cassels 2010: 321］。その後 1840 年の Act X によって、イラーハー
バード （現ウッタル ・ プラデーシュ州）、 ジャガンナート ・ プリー （現オリッサ州） の両聖地と
ともにガヤーでの巡礼税は廃止された ［Chaudhury 1958: 1-2; Cassels Ibid.: 331-336］。 1920
年の巡礼地法によって再びガヤーでは巡礼者からの徴税が行われることになる。 ガヤーの行
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政のトップである県行政長官は、 イギリス植民地政府の収税官の伝統を引き継いだものである。
現在でも県庁は collectorate ともいわれる。 3 月 11 日のパトナー高裁の裁判記録には、 LHC
が活動の根拠としている巡礼地法について 「インドの宗教的活動をやめさせるための目的で
イギリス植民地政府が制定したものであるという印象を受ける」 とあった。 このようなイギリス統
治時代の体制も視野に入れながら、 行政と聖職者の関係を考察するのは別の機会に譲る。
註
（1） 行政区分上は、 聖地ガヤーはビハール州南部ガヤー県ガヤー市に位置する。 「聖地ガヤー」
の定義は、 狭くは現在もその遺構を残す 4 つの門に囲まれた 「アンダル ・ ガヤー （内ガヤー）」
の領域である。 行政機関や裁判所などが置かれる行政上の中心地 （サーヘブガンジと呼ばれる）
は、ムスリムおよびイギリス統治時代に開拓された ［Vidyarthi 1961: 1-3］。 それまでは、ガヤーワー
ルのみが住んでいたと語られる、 アンダル・ガヤーが街の中心であったという。 他方で、 ガヤーワー
ルたちがよく口にする 「pañcakrośaṃ gayākṣetraṃ krośam ekaṃ gayāśiraḥ / (Agni Purāṇa 115.45,
Garuḍa Purāṇa 1.83.3, Skanda Purāṇa 5.1.59, Vāyu Purāṇa 2.43.26, 44.65)」 というサンスクリット語
の成句は、 ガヤー・クシェートラ （ガヤーの大地） が 5 クローシャ （約 15km）、 ガヤー・シラス （ガ
ヤーの頭） が 1 クローシャ （約 3km） の広さであることを示している。 アンダル ・ ガヤーはガヤー ・
シラスであるともいわれる。 これらの範囲は現在のガヤー市と一致しているわけではない。
（2） ある若いガヤーワールはピトリ ・ パクシャ ・ メーラー中の来訪人数について、 せいぜい 20 ～
25 万人ではないか、 ガヤーのような小さな街に 60 万人は収容不可能であると言っていた。 なお、
2015 年 4 月のネパール大地震、 ウッタル ・ プラデーシュ州の干ばつ、 ビハール州下院選挙に伴う
テロへの恐れを理由として、 例年に比べ巡礼者の数は少ないと度々報じられていた （H 10 月 5 日
ほか）。
（3） 『ジラー ・ アーデーシュ （県の指令）』 は、 行政が提供するサーヴィスの全貌、 職員が行うべ
き仕事やシフト、 幹部職員の連絡先などが書かれた 151 頁の冊子である。 職務にあたる行政関係
者や警備員などが手元において参照していた。
（4） 駅には、 県自治体の案内所と併設して、 ガヤーワール、 バジュラング ・ ダル （ヴィシュヴァ ・
ヒンドゥー ・ パリシャッドの下部組織）、 ビハール州観光局によるテントも張られていた。 テントを訪
れた巡礼者の多くは、 自身のガヤーワールを探していた。 ガヤーワールの名前ないし巡礼者の出
身地とともに、 該当する者が駅構内にいればテントに来るようにとの放送が流れていた。 担当地域
を経由してガヤーに来る列車の到着時刻に合わせて、 多くのガヤーワールたちが巡礼者を探しに
駅に来ていた。 原則として、 別のガヤーワールが担当している地域の巡礼者はそちらに引き渡すこ
とになっているが、 自分の巡礼者が取られないよう彼らは必死なのである。
（5） 「brahmaprakalpitān viprān havyakavyādinā ’ rcayet / tais tuṣṭais toṣitāḥ sarvāḥ pitṛbhiḥ saha

devatāḥ // ブラフマー神によって ［布施の受け取り手に］ 指定されたブラーフマンたちをハヴヤカ
ヴヤ （神と祖先に捧げる供物） などで崇拝すべし。 彼らの満足によって、 すべての神々は祖先た
ちとともに満足する （Vāyu Purāṇa 2.43.21）」 （2.43.42 および 2.49.92 にも全く同じ成句が現れる）。
この成句を明確に、 自分たちの権利の拠り所として挙げるガヤーワールもいる。 ただし、 ガヤーワー
ルの起源に関して彼らが語る神話は、 大筋は大差ないもののそれぞれのアレンジが加えられている。
実際には 『ヴァーユ・プラーナ』 で言及されていない話まで、 同書に書かれているとして彼らは語る。
（6） 例年よりも申請開始が遅れたようで、 祭り開始の 3 週間前、 「毎年この時期には巡礼者を泊め
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る自宅の調査や学校の部屋を借りるための申請などがはじまっていた。 LHC の閉鎖は痛手である。
もし学校の部屋が提供されなかったらどこに巡礼者を泊めようか」 と嘆いていたガヤーワールがいた。
（7） ダーミーたちは 5 つのヴェーディーの他、 ヴィシュヌパッド寺院から南西 2km のブラフマヨーニ
山、 ヴィシュヌパッド寺院から北 2km、 ファルグ川沿いにあるシータラー女神の寺院、 ヴィシュヌパッ
ド寺院の裏手にあるスーリヤ神の寺院、 ヴィシュヌパッド寺院のすぐ隣に建つガダーダラ神の寺院を
管理している。 彼らは、ガヤーワールはヴィシュヌパッド寺院だけのパンダーであるが、我々はガヤー
の全体を管理していると言う。 なかでも、 ガダーダラ寺院の所有権は彼らの正当性を示すのに重要
であるらしく、 「ガヤー ・ ガダーダラ ・ ダーミー ・ パンダー ・ サミティ」 という名前のコミュニティを作っ
ている。 ただし、 ガダーダラ寺院の所有権の半分はガヤーワールであるドゥベー家が持っている。
（8） これまでに複数のガヤーワールから、 「BSRTB がヴィシュヌパッド寺院を自分たちから奪おうとし
ている。 ヴィシュヌパッド寺院が取られてしまったら生計を立てることができなくなる」 といった話は何
度も聞いている。
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