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研究ノート②

北インド・ヒンドゥー祭事暦 （１）
虫賀幹華

はじめに
2014 年 7 月から開始された筆者のインドでの留学生活は、 季節を彩るヒンドゥー教の祭りとともに
あった。 5 年間のインド生活の集大成という意味もこめて、 3 か月ごと計 4 回の連載で、 筆者の実
体験を交えて 1 年間のヒンドゥーの祭事をまとめる。 留学前、 あるいは短期調査でインドに通うよう
になる前には、 ごく普通のヒンドゥー教徒たちが普段どのように過ごしているのか、 どのような宗教行
事や習慣があるのかといったことについて、 先行研究の少なさも手伝って、 ほとんど想像できなかっ
た。 唯一絶対の聖典も教義もなく、 地域や階層ごとに多様性をもつ 「ヒンドゥー教」 を定義するこ
とは難しい。 本稿も、 紹介できるのは筆者が観察することのできた範囲に限られてしまうが、 1 年間
の祭事をまとめることを通して現代のヒンドゥー教の実態を少しでも記録できればと思う。
留学生活のはじめの約 2 年間は、 北インドのビハール州南部のガヤー県ガヤー市に位置するヒ
ンドゥー教の聖地ガヤーにて、 博士論文のためのフィールドワークを行った。 所属大学は、 ビハー
ル州の西に位置するウッタル ・ プラデーシュ州東部のイラーハーバード県イラーハーバード市 1 に
あり、 フィールドワーク後にはイラーハーバードに移り、 3 年以上過ごした。 イラーハーバードもま
た、 古来 「プラヤーガ」 の名で知られるヒンドゥー教の聖地である。 ヒンドゥー教徒にとって聖なる
川であるガンジス川とヤムナー川の交点が聖地の中心である。 ふたつの街は、 広いインドにおいて
は相対的に近く、 気候、 食文化、 言語、 慣習などで類似性が確認できるが、 相違点も少なくなかっ
た。 本稿と同じように現地での経験を生かして 1 年間のヒンドゥーの祭事をまとめた研究には、 宮本
久義による報告がある 2。 宮本が対象としたのは、 ガヤーとイラーハーバードのちょうど間に位置す
る、 ウッタル・プラデーシュ州のヒンドゥー教の聖地バナーラス （ベナレス、 ヴァーラーナスィー、 カー
シーとも呼ばれる） の祭事であり、 筆者が観察したふたつの街での様子と異なる。 この相違は、 場
所の違いだけではなく、 男性である宮本と女性である筆者にとってアクセス可能であった範囲の違
いが大きく影響していると思われる。 筆者は、 家の外での祭事の調査には夜に出歩けないなど制
限をたびたび感じたが、 その代わりに、 女性を中心とする家の中での祭事に参加することができた。
外国人の調査者としてあくまでよそ者として暮らしたガヤーと、 博士課程の学生という立場で社会の
一員として暮らしたイラーハーバードでは、 見えるものが自ずと異なっていた。 なお宮本は 7 年間、
博士課程の学生としてバナーラスに滞在した。
合計で 4 軒の家に住んだことによって、 カーストや貧富、 考え方の違いなどに基づく相違点にも
多く気づくことができた。 ガヤーでは、 2014 年 8 月から 11 月まではカーヤスタ （書記カースト） の
家の屋上にある物置のような部屋を一時的に借り、 その後 2016 年 4 月まで滞在した部屋の大家さ
んは、 カティクという果物 ・ 野菜売りカーストに属する未亡人であった。 夫が残した財産で、 路地
裏の空き家を購入し、 収入は毎月の家賃のみで家計は非常に厳しかった。 3 人の娘のうち 2 人は
結婚し、高校生の長男と三女と 3 人暮らしであった。 ガヤーに拠点を置いているあいだ、イラーハー
バードで用事がある際には大学の女子寮にも滞在した。 そこでは家庭とは異なる状況を見聞きする
ことができた。 2016 年 4 月にイラーハーバードに引っ越してから 2017 年 7 月までは、 2009 年以来
付き合いのあるブラーフマン （バラモン） の家族のところで部屋を借り、 その後留学生活の最後ま
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で 2 年以上、 クシャトリヤの裕福な家で暮らした。 ブラーフマン、 クシャトリヤ、 カーヤスタは、 イン
ド憲法が定める 「ジェネラル ・ カテゴリー」 に属する上位の 3 階級である。 カティクは 「その他後
進階級 （OBC）」 に属する。 ヴァイシャ （商人階級） といった方がわかりやすいかもしれない。 カティ
クの家に住んでいた別の借家人は、 カハール （伝統的には井戸の水汲みと運搬、 かごかき、 家
事の雑役、池や沼でのヒシ栽培を生業とするカースト） といういわゆる 「不可触民」 （ダリト、ハリジャ
ンとも呼ばれる） に分類される貧しい夫婦であった。 イラーハーバードのクシャトリヤの家庭に住み
込みで働いていた使用人の少年もカハールであった。 イラーハーバードのブラーフマンの家では、
別のブラーフマンの家族が筆者の隣の部屋を借りていた。 彼らはあまり裕福ではなく、 村の出身で
奥さんは読み書きもできなかった。 以上のような人たちと共に暮らし、 さまざまなことを見せてもらい、
教えてもらった。 それらが本稿の執筆において最も重要な一次資料である。

1． ヒンドゥーの暦
現在でこそ、 西暦に則ってインド社会も動いているが、 ヒンドゥー教徒の頭の中には 「ヴィクラマー
ディティヤ暦」 というもうひとつの暦が常に意識されている。 西暦の日付とともに、 ヴィクラマーディ
ティヤ暦に基づいた祭事の情報が書かれているカレンダーを置いていない家を筆者は知らない。 カ
レンダーにはさまざまな種類があるが、 ガヤーでもイラーハーバードでも最もよく出回っているのが、
バナーラスで出版されている通称 「タークル ・ プラサード」 の暦である （写真 1） 3。 先には街ご
との差異について言及したが、 他方で、 より広範な
地域における基準を定める宗教的な中心都市があり、
ガヤーもイラーハーバードも 「バナーラス文化圏」 に
入るといえるだろう。 1 年間の祭事を概観する一般向
けのヒンディー語書籍や、 各祭事の方法や関連する
神話を掲載する薄い冊子は各地で数えきれないほど
出版され、 街の書店や寺院の売店などで安価で販売
されている。 筆者の手元にある書籍は、 イラーハー
バードで出版された 『12 か月のヒンドゥーのヴラタと
祭り完全版 （Bārahon Mahīne ke Sampūrṇ Hinduon
ke Vrat Tyauhār ）』 と、 インド全土で宗教関連本を流
通させている大きな出版社 「ギーター ・ プレス」 の
『ヴラタの知識 （Vrat-Paricay ）』、 そしてバナーラスの
「ルペーシュ ・ タークル ・ プラサード ・ プラカーシャ
ン」 （註 3 参照） の 『12 か月のヒンドゥーの聖なるヴ
ラタと祭り （Bārah Mahīnon ke Hinduon ke Pavitra Vrat
aur Tyauhār ）』 である。 「ヴラタ」 とは、 ある目的のた
めに食事の節制や儀礼などをする願掛けのことである。 （写真 1） 壁にかけられた 「タークル ・ プラサー
冒頭から用いてきた 「祭事」 という言葉には、 ヴラタ ド」 のカレンダー。 2019 年 8 月のページである。
国旗が掲揚されたデリーの 「レッド・フォート」 （上
と祭り （トヨーハール） の両者を含めている。
現在の北インドの祭事の日程を定めるヴィクラマー 部） は 15 日の独立記念日を表している。 ヒン
ディティヤ暦は、 太陰太陽暦である 4。 一か月は、 満 ドゥーの神クリシュナの幼少期の絵が描かれて
いるのは （下部）、 23 日がクリシュナの誕生日
月の翌日から新月までの「クリシュナ・パクシャ（黒分）」
だからである。
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と新月の翌日から満月までの 「シュクラ ・ パクシャ （白分）」 で構成される。 黒分と白分はそれぞれ、
15 の 「ティティ」 より成る 5。 ティティの呼び名は、祭事名に度々採用されるので、表にまとめておこう。
第 1 および 15 ティティは特殊だが、 第 2 ～第 14 ティティの呼び名はサンスクリット語の序数が用い
られている。
このように月の数え方は太陰暦に基づくが、 太陽
表 1 ティティの呼び名
の動きも重要である。 太陽が黄道十二宮のある宮
から別の宮に移動する瞬間を 「サンクラーンティ」
1
プラティパッドあるいはプラティパダー
と呼ぶ。 それぞれの月は、 表 2 のようにサンクラー
2
ドヴィティーヤ （祭事名ではヒンディー
ンティと関係する。 約 3 年に一度、 サンクラーン
語の 「ドゥージュ」 が採用されること
ティをもたない月が現れ、 「閏月 （マルマース、 ア
もある。 以下同様。）
ディクマース、 プルショーッタムマース）」 とされる。
3
トリティーヤー （「ティージュ」）
4
チャトゥルティー （「チョウト」）
閏月中は、 結婚式などの通過儀礼や新築祝いな
5
パンチャミー
ど吉事は避けられる。 逆に、 閏月中に行うことに
6
シャシュティー （「チャット」）
よって効果が倍増する宗教行為もある。 純粋な太
7
サプタミー
陰暦のヒジュラ暦が西暦とずれ続けて約 33 年でほ
8
アシュタミー
ぼ 1 年多くなるのに対し、 太陰太陽暦のヴィクラ
9
ナヴァミー （「ナウミー」）
マーディティヤ暦では、 祭事の日付は毎年ずれる
10 ダシャミー
11 エーカーダシー
ものの、 実際の季節との対応は保たれる 6。 北イ
12 ドヴァーダシー
ンドでは、 1 年間は 6 つの季節に分けられる （表
13 トラヨーダシー
3）。 マカラ・サンクラーンティからカルカ・サンクラー
14 チャトゥルダシー
ンティまでの半年が 「ウッタラーヤナ （太陽の 「北
15 アマーヴァースヤー （黒 15 ＝新月）
行」）」、 カルカからマカラまでが 「ダクシナーヤナ
／プールニマー （白 15 ＝満月）
（南行）」 と呼ばれる。 マカラ ・ サンクラーンティは
冬至の頃、 カルカ ・ サンクラーンティは夏至の頃にあたる。
表 2 月名とサンクラーンティ

月名 （サンスクリット語／ヒンディー語）
チャイトラ
チェイト
ヴァイシャーカ
バイサーク
ジェーシュタ
ジェート
アーシャーダ
アサード
シュラーヴァナ
サーワン
バードラパダ
バードーン
アーシュヴィナ
クワール
カールティカ
カールティク
マールガシールシャ
アグハン
パウシャ
プース
マーガ
マーグ
ファールグナ
ファーグン

西暦との対応
3 月～ 4 月
4 月～ 5 月
5 月～ 6 月
6 月～ 7 月
7 月～ 8 月
8 月～ 9 月
9 月～ 10 月
10 月～ 11 月
11 月～ 12 月
12 月～ 1 月
1 月～ 2 月
2 月～ 3 月

サンクラーンティ
メーシャ （白羊宮）
ヴリシャン （金牛宮）
ミトゥナ （双子宮）
カルカ （巨蟹宮）
シンハ （獅子宮）
カニヤー （処女宮）
トゥラー （天秤宮）
ヴリシュチカ （天蠍宮）
ダヌス （人馬宮）
マカラ （磨羯宮）
クンバ （宝瓶宮）
ミーナ （双魚宮）

現在、 北インドではチャイトラ月の白分から新しい年が始まるとされている。 今年は、 4 月 6 日が
チャイトラ月 ・ 白分 ・ 第 1 日目にあたり、 その日からヴィクラマーディティヤ暦 2076 年が始まった。
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2075 年に閏月が入ったために、 今年の祭
事は後ろにずれている。 4、 5、 6 月の祭事
を取り上げる本稿では、 新年から記述を始
めることができるというわけである。 それでは、
次節から具体的な祭事の説明に入ろう。

表 3 月と季節の対応

季節
春 （ヴァサンタ）
夏 （グリーシュマ）

月名
チャイトラ
ヴァイシャーカ
ジェーシュタ
アーシャーダ
シュラーヴァナ
バードラパダ
アーシュヴィナ
カールティカ
マールガシールシャ
パウシャ
マーガ
ファールグナ

2． チャイトラ月、 ヴァイシャーカ月、 ジェー
シュタ月の祭事
秋 （シャラド）
2019 年 4 月から 6 月まで、 チャイトラ、 ヴァ
イシャーカ、 ジェーシュタの 3 か月間の主な
晩秋 （へーマンタ）
祭事は次の通りである。 カレンダーや 「ヴラ
タと祭り」 を概観するヒンディー語の書籍に
寒季 （シシラ）
はさらに多くの祭事が記述されるが、 ここで
は、 筆者が関わってきた人びとが重要視し
ていると筆者が感じたもの、 換言すれば筆者が観察することができたものだけを抜粋してとりあげる。
なお、 月名はサンスクリット語読みで統一したが、 祭事名は現地の言い方に最も近くなるように適宜
ヒンディー語読みを採用した。 ヒンドゥーの暦によって日付が決まるわけではない祭事は、 ティティ
の欄が 「－」 となっている。
雨季 （ヴァルシャ）

表 4 2019 年 4 月～ 6 月の祭事

日付 （2019 年）
4 月 6 ～ 13 日
4 月 11 日
4 月 13 日
4 月 14 日
4 月 17 日
4 月 19 日
4 月 27 日
5月7日
5 月 18 日
6月2日
6月3日
6月5日
6 月 12 日
6 月 13 日

月名
チャイトラ

ティティ
白 1 ～白 9
白6
白9
－
白 13
白 15 （満月）
－
ヴァイシャーカ 黒 8
白3
白 15 （満月）
ジェーシュタ
黒 15 （新月）
－
白 10
白 11

祭事名
ナヴ ・ ラートリー
チャイトラ月のチャット
ラーム ・ ナウミー
アンベードカル ・ ジャヤンティー
マハーヴィール ・ ジャヤンティー
ハヌマーン ・ ジャヤンティー
グッド ・ フライデー
シータラー ・ アシュタミー
アクシャイ ・ トリティーヤー
ブッダ ・ プールニマー
ヴァタ ・ サーヴィトリー ・ ヴラタ
ソームヴァティー ・ アマーヴァースヤー
イード ・ アル＝フィトル
ガンガー ・ ダシャハラー
ニルジャラー ・ エーカーダシー

ヒンドゥー教の新年は、 春のナヴ ・ ラートリーとともにはじまる。 春とはいえ、 4 月初旬にはすでに
最高気温 40 度を超していた。 短い春が終わったあと、 一年で最も気温の高く乾燥した酷暑期が
おとずれる。 5 月下旬から 6 月初旬にかけて 45 度以上の日が続く。 今年は 40 年来の記録を破り、
6 月 10 日に 48.9 度を記録した。 しかし最も過ごしにくい気候は、 雨季 （モンスーン） に入る直前、
気温も湿度も高い期間である。 筆者がインドに来たのは 2014 年 7 月 7 日で、 イラーハーバードに
着いた翌々日、 寮に入った日に大雨が降った。 暴風雨のなか、 寮の敷地内で走り回る女学生た
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ちを見て信じられなかったが、 モンスーンの雨を今か今かと待ち続けるようになった現在ではその気
持ちが分かる。
＊ナヴ ・ ラートリー （九夜祭）
ナヴ ・ ラートリーは名前のとおり 9 日間続くお祭りで、 9 つの姿で現れるドゥルガーというヒンドゥー
女神への祈りがささげられる。 ナヴ ・ ラートリーは 1 年に 2 度、 春と秋に祝われるが、 女神信仰の
要素は秋のナヴ・ラートリーの方が強く現れる。 特にイラーハーバードでそう感じたが、 2 度のナヴ・
ラートリーは 1 年のうちで最も重要な祭りのひとつであると捉えられている。
ナヴ ・ ラートリーの前になると、 露店に一斉に小さな土製の壺が並ぶ。 ナヴ ・ ラートリーの初日、
適した時間帯 （「ムフールタ」 と呼ばれる） を見計らって家のなかの寺院の前に壺を設置する。 祭
壇の前に土を敷いて大麦を撒き、 その上に、 生米、 ゴマ、 硬貨を入れてココナッツで蓋をした壺を
置く （写真 2）。 ヒンドゥー教徒の家には、 部屋の一角に置かれた祭壇や棚に神像などを並べてつ
くられた 「寺院」 がある。 寺院専用の小さな部屋がある家もある。 これまで住んできた 4 軒の家で
はどこでも、 水浴びをしたあと家庭の寺院で毎朝 （夕方も行う人もいた）、 神像をきれいにし、 線香
を焚き、砂糖菓子などを供え、小さな鐘を鳴らすなど、費やされる時間に差はあれど必ず礼拝 （プー
ジャー） が行われていた。
こうした日々の礼拝に加え、 ナヴ ・ ラートリーの期間中には 『ドゥルガー ・ サプタシャティー （ドゥ
ルガーの七百頌）』 7 という聖典を読誦する人が多い。 どのように読むかは人それぞれで、 例えば
イラーハーバードのクシャトリヤの家のおばさんは、 毎日 13 章と 3 つの補遺すべてをヒンディー語
で読む。 サンスクリット語で 「守る （rakṣati ）」 というべきところを 「食べる （bhakṣayati ）」 と唱え続
けた人の妻が、 ナヴ ・ ラートリー終了後に亡くなってしまったという話を聞いてから、 サンスクリット
語には 「力」 があり少しでも間違うと危険だとして、 理解できるヒンディー語で読むことにしたのだと
いう。 ブラーフマン家族のおじさんは、 『ドゥルガー ・ サプタシャティー』 の重要な 5 章を 9 日間毎
日唱える。 クシャトリヤの家には、なじみの年老いた聖職者が期間中毎日来て、礼拝と 『ドゥルガー・
サプタシャティー』 のサンスクリット語での読誦を済ませ、 食べ物や布施を受け取って帰っていく。
期間中には、 近所に住む女性たちが夕
方にひとつの家に集まって、 女神への信
仰心を表す宗教歌 （バジャン） を歌う会
が催されたりする。 8 日目や 9 日目に、 9
人の少女 （初潮を迎える前の 「カニヤー」）
を家に呼んで食事をふるまう。 食事のあ
と、 贈り物を渡すこともある。 彼女たちは、
まるでドゥルガーのように敬われるのであ
る。 家に呼ぶ少女が見つからない場合に
は、 食事がふるまわれる日と知っている貧
しい子どもたちが女神の寺院に集まって
いるので、袋いっぱいに揚げパンやカレー
を詰めて持っていく。 9 日目には護摩 （ハ
ヴァン） をして、壺に入れてあった米、ゴマ、 （写真 2） 写真では、 大麦を撒いた土の上に壺は置かれて
硬貨とすっかり芽が出た大麦をガンジス川 いない。 向かって左下に写っているのが 『ドゥルガー ・ サ
プタシャティー』 である。
に流す。
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宮本が観察したバナーラスのナヴ ・ ラートリーでは、 ドゥルガー女神の少女期の 9 つの局面を象
徴するガウリーとよばれる像が市内の 9 つの寺院に祀られており、毎日順次礼拝するという 8。 イラー
ハーバードやガヤーでは 9 つの寺院を巡るという習慣は確認されなかった。 しかし、 両街とも有名
な女神の寺院が参拝客で非常に混雑する。 本尊の入口には長蛇の列ができ、 寺院の前は交通規
制がしかれる。 イラーハーバードのブラーフマンの家に住んでいた頃は、 大学に行くまでの道に大
きな女神の寺院があったために、 ナヴ ・ ラートリー中は迂回しなければならなかったことをよく覚え
ている。 ガヤーで最も大きな女神の寺院では、 依頼者 （ヤジュマーン） のために 『ドゥルガー ・
サプタシャティー』 を読む聖職者たちもたくさんいた。
ナヴ・ラートリー期間中に行われるもうひとつの重要なことは、食事の節制である。 先述のように 「ヴ
ラタ」 とは願掛けのことであるが、ナヴ・ラートリー初日の朝、大家のおばさんに 「ヴラタする？ （vrat
rakhoge? ）」 と聞かれたら、 それは穀物を避ける 「ファラーハール （ファルは果物、 アーハールは
食事の意）」 で一日過ごすかどうかという意味である。 食事の節制はナヴ ・ ラートリーのみに行われ
るわけではないが、 ここでまとめておきたい。 クシャトリヤの家のおばさんは、 ナヴ ・ ラートリーの期
間中ずっとファラーハールで過ごす。 穀物を食べるのは 10 日目である。 通常の台所とは別に、 寺
院の部屋の前に自分のためだけのキッチンを作り、 ヴラタ用の食事はそこで調理される。 他の家族
のメンバーも、 6 歳の男の子以外は、 ナヴ ・ ラートリーの初日と 8 日目は 「ファラーハール」 で過
ごすのが慣例である。 ブラーフマンの家族では、 おじさんは全日程ヴラタをするが、 他の家族たち
は初日と 8 日目のみであった。 8 日目をヴラタの日とするのは、 9 日目は午前中に護摩をしたあと
プラサード （おさがり） を食べるので、一日中ヴラタをして過ごすことのできる最後の日だからだという。
ヒンドゥー教徒がよく行う 「ファラーハール」 はムスリムがラマダーン月に行う、 日の出後日没まで水
すら口にしないローザー （断食） とは異なる。 穀物以外は原則何を食べても良いが、じゃがいも、ナッ
ツ、 タピオカ、 マカーナー （オニバスの実） などがよく食べられる。 とうもろこしや豆類を食べる人
はいない。 牛乳やヨーグルト、 牛乳から作られるお菓子も食べられる。 ラームダーナー （ヒユ科草
本スギモリケイトウ） のお菓子はクシャトリヤの家のヴラタ食の定番であった （写真 3）。
インド人の日常に欠かせないチャーエ （ミルクティー） も良い。 シンガーラー （ヒシの実） を粉に
したものでプーリー （揚げパン） やハルワーというお菓子を作ることもある。 友人の家でいただいた
シンガーラーの粉のプーリーは、 水の代わりに
サトイモを混ぜて捏ね、 伸ばし棒ではなく手で
広げ、 油で揚げたものであった。 通常の海水
から作られる塩ではなくセーンダー・ナマク （岩
塩） を使い、 北インドで最もポピュラーなから
し菜油は禁じられているので、 ギー （精製バ
ター） や大豆、 ゴマ油が使用される。 通常の
台所は、 ヴラタでは禁止されている油や塩を
使って調理されているので、 混じらないように、
ヴラタ用の食事を作るキッチンを別に設置する
のである。 なお、 チキンや魚、 卵など非菜食
料理を作る台所はまた別にあるが、 ナヴ・ラー （写真 3） ファラーハールの一例。 左の写真、 向かって
トリー期間中は決して稼働しない。 玉ねぎや 左は自家製のポテトチップス、 上は牛乳と砂糖で甘く煮
たタピオカ、 下は煎ったピーナッツとマカーナー。 右の写
ニンニクすら避けられる。
真はラームダーナーのお菓子。
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ただ、 ヴラタをするとはファラーハールの規則の範囲で何でも食べていいということではない。 食
べ物を口にするのは一日に一度だけであると言った友人もいた。 なお、 ナヴ ・ ラートリー中のように
一日中ファラーハールで過ごすヴラタもあれば、 日中はファラーハールをし、 夕方に儀礼をして食
べ物を神さまに供えたあと、 食事をする場合もある。 特定のものを食べるよう規定するヴラタもある。
水すら飲むことのできないヴラタも存在する
が、 それは特別なヴラタであると認識されて
いる。 例えばクシャトリヤの家のおばさんは、
一年に 4 度 （ニルジャラー ・ エーカーダ
シー、 バフラー ・ ガネーシュ ・ チョウト、 ハ
リターリカー ・ ティーズ、 マーガ月のガネー
シュ ・ チョウト） すると決めている。 ガヤー
の大家さんが使っていたが、 ヴラタのときに
はニーム （インドセンダン） の木の枝を歯
ブラシとする人もいる （写真 4）。
＊ラーム ・ ナウミー （ラーマ王子の生誕祭） （写真 4） ニームの枝の歯ブラシはこのように売られている。
叙事詩 『ラーマーヤナ』 の主人公であり、
ヴィシュヌ神の化身とされるラーマ王子は、現代のヒンドゥー教徒に大変人気がある。 春のナヴ・ラー
トリーの最終日でもあるチャイトラ月の白分 ・ 第 9 日目には、 ラーマとその妻スィーター、 弟のラク
シュマナなどを本尊とする寺院や、 ラーマに忠誠をつくした猿神ハヌマーンの寺院で、 ラーマ王子
の誕生日が祝われる。 ラーマ王子の誕生の地とされるウッタル ・ プラデーシュ州のアヨーディヤー
では特に盛大に祝われる。 現在のラーマ王子人気は、 16 世紀の詩人トゥルスィーダースが地元の
アワディー方言で記した 『ラーム ・ チャリット ・ マーナス』 の影響が大きい。 トゥルスィーダースがそ
の執筆をアヨーディヤーで開始したのはラーム ・ ナウミーの日であったとされている 9。
ガヤーのカティクの家では、 ラーム ・ ナ
ウミーの日に 「サッティヤ ・ ナーラーヤナ ・
カター」 が行われた。 ガヤーでもイラー
ハ ー バ ー ド で も、 満 月 な ど 吉 兆 な 日 に
家庭で行われる最もポピュラーな儀礼は
「サッティヤ・ナーラーヤナ・カター」 であっ
た。 イラーハーバードのクシャトリヤの家で
は、 6 歳の男の子の誕生日にこの儀礼を
行うのは恒例で、さらに年に 2、3 回はやっ
ていると思われる。ナーラーヤナはヴィシュ
ヌ神の別名である。 ヴィシュヌ神の象徴で
ある黒く滑らかな 「シャーリグラーム （菊
石）」 が祭壇に置かれ、 たくさんの果物や、
パンチャームリタ （牛乳、ヨーグルト、ギー、
（写真 5） バナナの葉で飾られた祭壇の中央、 赤い布の上に
蜂蜜、 砂糖を混ぜた飲料）、 小麦粉に砂 は、 黒くて丸いシャーリグラームが置かれている。 この写真
糖とギー、 ドライフルーツなどを混ぜて作 のサッティヤ ・ ナーラーヤナ ・ カターは、 ヴィシュヌの寺院内
で満月の日に行われていたもの。
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られるパンジーリーと呼ばれるお菓子が供えられる （写真 5）。 「カター」 とは説話という意味である。
一通り儀礼が済むと、 「サッティヤ ・ ナーラーヤナ ・ カター」 と題された説話が聖職者によって読み
上げられる。 その後護摩と、 崇拝対象に灯明をかざすアールティーが行われる。
ガヤーの大家さんと息子さんは、 朝からファラーハールのものすら食べない断食をしていた。 複
数の家を回っていた聖職者がなかなか来ず、 儀礼が開始されたのは午後 4 時半頃であった。 親
戚や友人の家族も集まった。 説話の読み上げ、 護摩のあと、 家の屋上に設置されてある旗を新し
いものにとりかえる 「ダジャー ・ スタープナー （旗の設置）」、 アールティーが行われた。 この赤や
サフラン色の旗はハヌマーンの象徴であり、 毎年この日に新しい旗にとりかえられる （写真 6）。
ガヤーでは、 ハヌマーンは 「ブラフマチャーリン （独身で禁欲生活を送る者）」 で、 女性は触れ
てはならないと教えられた。 旗の設置は息子の役目であった。 旗は、 イラーハーバードのブラーフ
マンの家にはなかったが、 クシャトリヤの家でも毎年ラーム ・ ナウミーの日に新しいものにとりかえて
いた。 ただ、クシャトリヤのおばさんによると、旗には 「オーム」 という聖音が書かれており、ハヌマー
ンの象徴ではないとのことである。 また彼女は、 毎日ハヌマーンの礼拝をし、 家の寺院にあるハヌ
マーンの像に触れている。 ガヤーでは女性はハヌマーンに触れてはならないという規則があったと
いうと、 たとえブラフマチャーリンであっても、 女性が触れたくらいで影響されるわけがないとの返答
であった。 地域ごと、 家ごとの信仰 ・ 実践は、 このように非常に多様なのである。
ラーマ王子の誕生日の 6 日後、 チャイト
ラ月の白分・第 15 日目の満月は、ハヌマー
ン ・ ジャヤンティー （ハヌマーンの生誕祭）
が祝われる。『ヴラタの知識』によれば、カー
ルティカ月の黒分 ・ 第 14 日目も誕生日で
あるとする見解があるという 10。 ハヌマーン
の像は、 シンドゥール （辰砂。 既婚女性
が髪の分け目に塗る） が塗られて全身が
サフラン色であることが多い。 これは、 ラー
マが妻のスィーターにしているように自分も
慕われたいと願ったハヌマーンが全身をシ （写真 6） 竹の棒に新しい旗を取り付けたあと、 線香をかざ
すガヤーの大家の息子。
ンドゥールまみれにしたという逸話に基づ
いている。
＊アクシャイ ・ トリティーヤー （不滅の 3 日目）
ヴァイシャーカ月の白分・第 3 日目は、貴金属、車やバイクを買うのに縁起がいいとされる 「アクシャ
イ ・ トリティーヤー」 である。 1、 2 週間前から、 新聞やインターネット上で広告が出る。 TITAN と
いう店で腕時計を買った数日後、 アクシャイ ・ トリティーヤーをうたい文句にセールが始まって後悔
したことがある。
アクシャイとは 「不滅の」 という意味である。 この日に行った護摩や念誦、 苦行、 沐浴、 布施な
どの効果は不滅になるといわれる。 クシャトリヤの家のおばさんは、 ガンジス川に沐浴に行き、 米、
ひきわりの豆 （ダール）、 ウコン （ハルディー。 インド料理には欠かせないもので、 これを入れな
い食事を作るのは喪に服しているときだけである）、 塩、 芋などを川沿いで待機しているブラーフマ
ンに布施し、 お金を渡した。 ヴラタには、 その起源や効果を伝える説話 （カター） が必ず存在し、
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ヴラタを行う人はそれを読むと良いとされている。 『12 か月のヒンドゥーのヴラタと祭り完全版』 に掲
載されるアクシャイ ・ トリティーヤーの説話のひとつを紹介しよう。
「昔々、 マハーデーヤという名前の商人がいた。 彼はある聖職者からアクシャイ ・ トリティーヤー
の重要性を説く話を聞き、 その日にガンジス川で沐浴をして祖先のために水を捧げ、 サットゥー （煎
り豆の粉）、 穀物、 塩、 米、 黒糖、 金、 衣類などを多くのブラーフマンに施した。 後日、 その商
人はクシャヴァター国の王として生まれ変わった。 自身の財が尽きることがないのを不思議に思い
聖職者に尋ねたところ、 聖職者はアクシャイ ・ トリティーヤーの説話を語り始めた。 前世の記憶が
呼び起こされ、 不滅の財の理由を悟ったという。」 11
＊ヴァタ ・ サーヴィトリー ・ ヴラタ （バンヤンジュとサーヴィトリーのヴラタ）
イラーハーバードの大家さんはどちらもこのヴラタをやっていなかったが、 ガヤーでは、 大家さん
の結婚した娘、 親戚、 下に住んでいた借家人の女性など、 既婚女性は皆行っていたほど、 重要
なヴラタであった。 ヴァタとはバンヤンジュのことで、 ピーパル （インドボダイジュ） とともに、 聖なる
木として大切にされている。 バンヤンジュの下で団扇を用いて儀礼をし、 木を右繞して赤い糸を巻
き付け、 愛と献身によって冥界の王ヤマ
から夫の命を取り戻した女性、 サーヴィ
トリーの有名なカターを読む （写真 7）。
木の下には、 訪れる女性たちのために
簡易的な儀礼をし、 説話を読んで聞か
せる聖職者たちが待っていた。
貞女の鏡であるサーヴィトリーにならい、
このヴラタは、 「スハーグ」 のために行わ
れる。 スハーグとは、 夫が存命である幸
福のことである。 ヒンドゥーの女性は、 ス
ハーグの状態で亡くなることを望まれてい
る。 未亡人は不幸の象徴である。 スハー
グであるための条件は、 夫よりも先に死
ぬことである。 そうあることを願って、 女
性たちが水すら飲まないヴラタ （次回扱
うハリターリカー ・ ティーズなど） をすると
いうのは、 外国人の筆者には到底理解
できなかった。 ヴラタをする既婚女性た
ちは、 綺麗に化粧をして一張羅に身を包
む。 特にガヤーのような田舎町で、 筆者
がそこに部屋を借りていたようなあまり裕
福でもなく高等教育も受けていない家に
おいて、 女性は外で働くなどもってのほ
か、 買い物などの用事のために外出する
こともほとんどない。 ヴラタは、 女性のた （写真 7） バンヤンジュの元で儀礼を行ったり、 説話を聞く女
めのエンターテインメントであり、 着飾って 性たち。 既婚女性の印であるシンドゥールを、 ヴラタの際に
鼻までのばすのはビハール地方でよく観察される。
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外出する機会でもある。 ガヤーで筆者の周囲にいた女性たちよりは都会的なイラーハーバードの大
家さんたちは、 「ティーズ ・ スペシャル」 などとキャプションをつけて SNS に着飾った写真を投稿す
るのが毎年の恒例となっている。
＊ソームヴァティー ・ アマーヴァースヤー （月曜日の新月）
新月の日と月曜日 （ソームワール） が重なる 「ソームヴァティー ・ アマーヴァースヤー」 は、 沐
浴や布施をするのに大変に良い日であると考えられている。 1 年に 1、2 回ある機会である。 この日に、
沈黙したまま沐浴をすると、 千頭の牝牛の布施と同じ効果があるといわれる。 ピーパルの木を右繞
し、 赤い糸を巻く人たちもいる。 クシャトリヤの大家さん夫妻は、 ソームヴァティー ・ アマーヴァース
ヤーには早朝にガンジス川に沐浴に行き、 布施をする。 おばさんによると、 例えばオニバスの実を
布施する場合、 108 個の実をとりわけて、 ひとつずつ手に持ちながらピーパルの木の周りを合計で
108 回右繞するとのことである。
ここで、 ヒンドゥーの人びとの曜日感覚について記しておきたい。 彼らにとっても、 それぞれの曜
日は呼び名 （ソームワール、 マンガルワール、 ブドワール、 ブリハスパティワール、 シュクラワール、
シャニワール、 ラヴィワール） があらわすように惑星 （月、 火星、 水星、 木星、 金星、 土星、 太陽）
と関係している。 加えて、 月曜日はシヴァ神、 火曜日と土曜日はハヌマーン、 木曜日はヴィシュヌ神、
日曜日は太陽の神スーリヤと関係し、それぞれを祀る寺院に行ったりする。 ガヤーでは、マングラー
ガウリーという女神の寺院が有名であったからか、 女神の日は火曜日 （マンガルワール） であると
認識されていたが、イラーハーバードでは金曜日が女神の日であった。木星を冠した「ブリハスパティ
ワール」 という呼び方以外に、 木曜日は 「グルワール」 ともいわれ、 師 （グル） の日として大切
にされる。 油を購入することはできない。 黄色の衣類を身につけると良いとされる。 土曜日はシャニ
という土星の神の日であり、 重要であり注意をしなければならない日である。 土星神シャニを祀る独
立した寺院もあるほど重視されている。 イラーハーバードのブラーフマンの家には、 土曜日の午前
中、 シャニの布施を請いに同じ老女が毎週来ていた。 大家さんや隣に住んでいた別の借家人の家
族が、 硬貨を添えて少しの油を渡していた
（写真 8）。 油や鉄製品の布施をすべきとさ
れ、 それらの購入は避けられる。 蜘蛛の巣
の掃除には土曜日が良いとされている。 黒
色の衣類を着用する。 非菜食を避けるべき
と考えられているのは、 イラーハーバードで
は火曜日と土曜日であったが、 太陽とヴィ
シュヌ神崇拝の盛んなガヤーでは、 木曜日
と日曜日とされていた。 ただ、 こうした規則
は地域だけでなく各家庭の習慣に基づき異
なる。
本稿の対象は季節のヴラタだが、 特定の
曜日に毎週行われるヴラタもある。 願掛け
の内容によって、 何曜日にヴラタをすると良 （写真 8） 土曜日に 「シャニの布施」 を請いに来る老女。
いのかが決まっている。 クシャトリヤの家で 彼女が手に持つスチールの入れ物の中央にはシャニを表
は、 長男が火曜日に、 次女が木曜日のヴ す人型がみえる。 からし菜油を入れ、 シャニに礼拝をする
大家の娘。
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ラタをしている。 願い事があるときに、男性はハヌマーンの日である火曜日にヴラタをするのだそうだ。
木曜日は夫や財に関連した願い事があるときに行われるという。 ブラーフマンの家の長女は、 金曜
日に女神のヴラタをし、 21 回目でウディヤーパン （ヴラタの完結） をして、 7 人の未婚女性に食事
をふるまった 12。
＊ガンガー ・ ダシャハラー （10 の破壊者ガンジス女神の祭礼）
ガンガーとは、 ヒンドゥー教徒にとって女神であり母であるガンジス川のことである。 天界に流れて
いたガンジス川が、 バギーラタ王によって地上に降下された日を祝うのが、 ガンガー ・ ダシャハラー
である。 ダシャハラーは 「10 （の罪） の破壊者」 という意味で、ガンジス川の別名である。 この日に、
川で沐浴し、布施、念誦礼拝、断食をすると、10 の罪が破壊されるという。 『ヴラタの知識』 は、『マ
ヌ法典』 の記述を註に引用しながら、 10 の罪のうち 3 つは身体に、 4 つは言葉に、 3 つは心に関
するものであるとする 13。
叙事詩 『マハーバーラタ』 に掲載される 「ガンガー降下神話」 は大変有名である。 （ただし、 ガ
ンガーが地上に降下したのがジェーシュタ月の白分 ・ 第 10 日目で、 その日を 「ガンガー ・ ダシャ
ハラー」 とするようになったのは後代であると思われる。） 「アヨーディヤーのサガラ王には 2 人の妻
がいた。 1 人目の妻との間にアサマンジャスという名の 1 人の息子を、 2 人目の妻との間には 6 万
人の息子をもうけた。 サガラ王がアシュヴァメーダ （馬犠牲祭） という名の儀礼を行う際、 インドラ
神が犠牲となる馬を盗み、 苦行中のカピラ仙のところに隠した。 6 万人の息子たちは馬を探し、 見
つけた際に大声で叫んだ。 苦行を邪魔されたカピラ仙は激怒し、 目から放った火でサガラの 6 万
人の息子たちを灰にしてしまった。 6 万人の息子の葬儀を行う任務をアサマンジャスに託し、 サガラ
は亡くなった。 アサマンジャスとその息子のアンシュマーンも達成できなかったこの任務を、 アンシュ
マーンの息子のバギーラタが引き継いだ。 バギーラタはガンジス女神を念想しながら苦行を続けた。
ガンジス女神がバギーラタの前に現れ、 望みを聞いた。 彼は女神に、 灰のままでいる 6 万人のサ
ガラの息子たちの供養を願い出た。 女神はそれを叶えることを約束したが、 彼女が地上にそのまま
降下するには衝撃が強すぎるため、 シヴァ神のもつれ髪をつたって降りることを提案した。 バギーラ
タはシヴァ神の住むカイラーサ山に行き、 千年間苦行をした。 満足したシヴァ神はバギーラタの要
請を受け、 ガンジス女神はシヴァ神の髪に入った。 出口が見つからず、 女神は千年間シヴァの髪
の中にいた。 再びバギーラタがシヴァ神に頼むと、 シヴァは頭を一振りした。 髪から一滴の水が地
上に落ち、 それがガンジス川となった。 ガンジス川はサガラ王の 6 万人の息子の灰まで流れ着き、
彼らの供養を完了させた。」 14
イラーハーバードのクシャトリヤの家族は、 ガンガー ・ ダシャハラーの日の午前中に連れ立ってガ
ンジス川の方へ出かけた。 ガヤーに流れるファルグ川は、 雨季前のこの時期は完全に干上がって
しまっている。 川沿いでは沐浴する人の混雑もなければ、 儀礼や催し物もなかった。 ガヤーでは、
複数の人がガンガー ・ ダシャハラーは 「マンゴーを食べる日」 であると言っていた。 インドの人び
とが 「果物の王様」 と呼ぶマンゴーは、 酷暑期から出始めるが、 ガンガー ・ ダシャハラー頃から雨
季にかけて最もおいしくなる。
＊ニルジャラー ・ エーカーダシー （水なしの第 11 日目）
黒分・白分の第 11 ティティである 「エーカーダシー」 は 1 年間に 24 回ある。 ヴィシュヌ神に関係し、
吉兆な日である。 ガヤーの大家さんは白分のエーカーダシーのみ （1 年で 12 回）、イラーハーバー
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ドのクシャトリヤのおばさんは 24 回の
すべてのエーカーダシーでファラー
ハールのヴラタをしていた。 未亡人の
大家さんはよく、 「エーカーダシーは自
分のためのヴラタである」 と言っていた。
先のヴァタ ・ サーヴィトリー ・ ヴラタや、
今後紹介する多くのヴラタが、 夫や息
子のためであるのに対し、 エーカーダ
シーは自分のためのヴラタであるという
ことである。 これらのエーカーダシーの
なかでも特に重要なエーカーダシーの
ひとつが、 ニルジャラー ・ エーカーダ
シーである。 ニルジャルとは 「水なし」
という意味で、 ヒンドゥーのヴラタでは
数少ない、 水すら摂取することのでき
ないヴラタである。 この時期は 1 年で
最も暑く、 乾燥しており、 水分を摂ら
ずに一日過ごすのは命がけの行為で
ある。 筆者の手元にある 3 冊の本はす
べて、 このエーカーダシーを行うと、 1
年間のすべてのエーカーダシーのヴラ
タの果報が得られると説明する 15。
ニルジャラー ・ エーカーダシーの日
の夕方、 ガヤーで最も大きな寺院であ
るヴィシュヌパダ （ヴィシュヌの足跡）
寺院と、 その東側を流れるファルグ川 （写真 9） 寺院に集まり布施を行う人びとと、 「アカンド ・ ラーマー
の岸辺を訪れた。 川沿いも寺院のな ヤナ」。
かも、 ブラーフマンに布施をしに来た
人びとでごったがえしていた。 寺院内で一夜を過ごす人びとも多くいた。 布施された穀物（エーカー
ダシーの日に穀物の布施はしないという人もいる）、 豆類、 果物などの山とともに座っていたブラー
フマンは、朝 10 時から同じ場所で待機し、夜は寺院内で宿泊するとのことであった。川沿いでは、「ア
カンド・ラーマーヤナ」 と呼ばれる、24 時間続く 『ラーマーヤナ』 の詠唱が行われていた （写真 9）。
昼の 12 時からはじまり、 翌日の昼 12 時まで続いた。
個別に説明をしなかった表 4 中の祭事について、 補足しておく。 チャイトラ月のチャットとは、 秋
のカールティカ月に行われる、 太陽を崇拝する 「ダーラー ・ チャット」 が春にも行われるというもの
である。 ダーラー ・ チャットの方が重視されており規模が大きいので詳細はそちらに譲る。 シータ
ラー・アシュタミーは、 天然痘を司る女神シータラーを敬う日である。 「タークル・プラサード」 の 『12
か月のヒンドゥーの聖なるヴラタと祭り』 には、 シータラー ・ アシュタミーの日には料理をしてはなら
ず、前日に作ったものを食べるべきとある 16。 ガヤーには有名なシータラー女神の寺院があり、年中、
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天然痘にかかった人が治癒を祈願しに、 また回復した人がお礼参りに来ていた。
表 4 は、 純粋なヒンドゥーの祭事以外の祭りも含んでいる。 すなわち、 インド共和国の初代法務
大臣で憲法の起草者である B・R・アンベードカルの誕生日 （アンベードカル・ジャヤンティー）、 ジャ
イナ教の開祖マハーヴィールの誕生日 （マハーヴィール ・ ジャヤンティー）、 キリスト教の聖金曜日
（グッド・フライデー）、 ブッダの誕生日 （ブッダ・プールニマー）、 ムスリムたちが断食をするラマダー
ン月明けに祝われるイード ・ アル＝フィトルである。 第 2 節で言及したヒンドゥーの祭事を詳しく収
録する 「タークル ・ プラサード」 の暦は、 これらについての情報も含み、 さらに母の日や父の日な
ども掲載している。
2011 年の人口調査によれば、 インドの全人口 12 億人強のうち、 ヒンドゥー教徒が約 80％、 イス
ラーム教徒が約 14％、 キリスト教徒が約 2.3％、 スィク教徒が約 1.7％、 仏教徒が約 0.7％、 ジャイ
ナ教徒が約 0.4％である 17。 多言語 ・ 多宗教国家であるインドは、 世俗主義国家であることを憲法
に明記しており、全国共通の祝日は共和国記念日 （1 月 26 日）、独立記念日 （8 月 15 日）、マハー
トマー ・ ガーンディーの誕生日 （10 月 2 日） の 3 日のみである。 地域ごと、 宗教ごとにさまざま
な祭事があり、 3 祝日以外の祝日は、 学校や会社はもちろん、 銀行や郵便局までばらつきがある。
筆者の所属する国立大学は、 上記の B ・ R ・ アンベードカルの誕生日、 マハーヴィールの誕生日、
聖金曜日、 ブッダの誕生日、 イード ・ アル＝フィトルすべての日を祝日としている。 クシャトリヤの
家の 6 歳の男の子が通っている小学校は、 イギリス統治時代に創設された、 イラーハーバードでは
有名なキリスト教系の学校である。 祝日はキリスト教の祭事に基づいており、 ヒンドゥー教徒にとって
の祭日は休みにならず、 家族たちが嘆いていた。
他方でヒンドゥー教徒たちは、 ムスリムやキリスト教徒など、 他の宗教に属する人びとが普段どのよ
うに暮らしているのか、 どのような祭りを祝っているのかほとんど知らず、 また興味もないようであった。
イードがあると学校が休みになる、 イード明けには学校のムスリムの友人にお菓子をもらったことが
ある、 日本ほどではないが、 クリスマスを祝う人たちがいるなど、 それくらいである。 ムスリムの祭事
「ムハッラム」 の日、 大家さんは 「ムスリムのなにかの祭りのための休日」 と認識し、 詳しくは知ろう
ともしていなかった。 ヒンドゥーに次いで多いムスリムの居住地域は別にあり、 そこに好んで住むヒン
ドゥーはいない。 ヒンドゥー教徒の家族とともに暮らし、 ヒンドゥー教の歴史と現状を対象として調査
するなどして、 5 年間、 ほとんどヒンドゥー社会の内側で過ごした筆者もまた、 他宗教の人びとの生
活習慣には全く触れられなかった。 所属していた古代史 ・ 文化 ・ 考古学学科では、 教授はほとん
どがヒンドゥー教徒のブラーフマンかカーヤスタであった。 十数人いる講師のうち 2 人はムスリムで、
学生にもヒンドゥー以外の宗教の人はいなくはなかったが、 少数であった。 服の仕立て屋や卵 ・ 鶏
肉のお店などはムスリムが多く、 そうした店に行くことが唯一の交流の機会であった。

おわりに
ここまで、2019 年 4 月から 6 月まで、「ヴィクラマーディティヤ暦」のチャイトラ、ヴァイシャーカ、ジェー
シュタ月にあたる 3 か月間の祭事について記述してきた。 連載の初回である本稿では、 筆者が暮
らした家のことや、 ヒンドゥーの暦についても概観した。 ここで結論を出すことは控えるが、 筆者が
見聞きしてきた祭事をまとめることを通して、 一般のヒンドゥー教徒の暮らしぶりや感覚、 考え方を垣
間見ることができた。 次回は 7 月から 9 月、アーシャーダ月、シュラーヴァナ月、バードラパダ月、アー
シュヴィナ月の祭事を扱う。 雨季のまったただなか、 お祭りの多い季節である。
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