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研究ノート

北インド・ヒンドゥー祭事暦（２）
虫賀幹華

はじめに
筆者は 2014 年 7 月から 2019 年 10 月まで、 調査と留学のために北インドのふたつの街、 ガヤー
とイラーハーバードに滞在した。 詳細は 「北インド ・ ヒンドゥー祭事暦 （１）」 に譲る。 同記事では、
ガヤーとイラーハーバードの間に位置するバナーラスという街におけるヒンドゥーの祭事を扱った宮
本久義の研究に言及し 1、 地域や観察する側の性別の違いによる記述の差異を指摘した。 加えて、
宮本が留学していた 1970 年代から 80 年代にかけての状況と、 筆者がインドにいた 2010 年代の様
子は当然ながら、大きく違う。 宮本が留学していたのは 1991 年の経済自由化前であるし、特に昨今、
経済成長著しいインドは大転換期を迎えている。 筆者がはじめてインドを訪れたのは 2008 年のこと
であるが、 その頃と、 留学をはじめた 2014 年、 そして 2019 年では人びとをとりまく環境が大きく変
わり、 外国人としてインドにいた筆者自身もその変化を身をもって感じた。 それゆえに、 2010 年代
に北インドのふたつの田舎町で観察された祭事、 それに関連したヒンドゥーの人びとの営みや考え
方を記録しておくことは意義があるだろう。
2019 年 7 月～ 9 月の祭事

日付 （2019 年）

月名

7 月 12 日

7 月 16 日

ティティ

祭事名

白 11

ハリシャヤニー ・ エーカーダシー

アーシャーダ

白 15 （満月） グル ・ プールニマー
チャンドラ ・ グラハン
8月5日
白5
ナーグ ・ パンチャミー
8 月 15 日
シュラーヴァナ 白 15 （満月） ラクシャー ・ バンダン
8 月 15 日
－
独立記念日
8 月 19 日
黒4
バフラー ・ ガネーシャ ・ チョウト
8 月 21 日
黒
6
ハル
・ チャット
バードラパダ
8 月 23 日
黒8
クリシュナ ・ ジャナム ・ アシュタミー
9月2日
白3
ハリターリカー ・ ティージュ
9月2日
白4
ガネーシャ ・ ウトサヴ
9 月 12 日
白 14
アナンタ ・ チャトゥルダシー
9 月 14 ～ 28 日
黒1～1
ピトリ ・ パクシャ
9 月 17 日
－
ヴィシュヴァカルマー
・ プージャー
アーシュヴィナ
9 月 22 日
黒8
ジーヴィト ・ プトリカー （ジーウティ
ヤー）
9 月 23 日
黒9
マートリ ・ ナウミー
9 月 28 日
黒 15
ピトリ ・ ヴィサルジャン
9 月 29 日～ 10 月 9 日
白1～9
ナヴ ・ ラートリ
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前回は、 4 月から 6 月、 春から酷暑期にかけての祭事を扱った。 本稿は 7 月から 9 月という雨季
から秋にむかう季節、 ヒンドゥーの暦ではアーシャーダ月、 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記述する。 北インドの多くの地域での祭事は、 太陰太陽暦のヴィクラマーディ
ティヤ暦に基づいて定められる。 この暦の 1 か月は、 満月の翌日から新月までの 15 日より成る
こくぶん
はくぶん
「黒分」 と、 新月の翌日から満月までの 15 日より成る 「白分」 で構成される 2。 正確には 15 「日」
ではなく、 満月の翌日から新月までおよび新月の翌日から満月までを 15 の 「ティティ」 に等分し
ている。 前頁の表の 「ティティ」 の列、たとえば 「白 11」 は白分の 11 ティティ目のことである。 なお、
ヒンドゥー ・ カレンダーの仕組みについては前回、 簡潔に記述したが、 祭事名にもなるティティの
呼び名は表 1 に、 月の名前と関係するサンクラーンティ （太陽が黄道十二宮のある宮から別の宮
へと移動する瞬間） は表 2 にまとめたので 「北インド ・ ヒンドゥー祭事暦 （１）」 を参照されたい。
アーシャーダ月の白分 11 日目から、 アーシュヴィナ月の翌月であるカールティカ月の白分 11 日
目までの期間は、「チャートゥルマースヤ」 と呼ばれる 3。 アーシャーダ月の白分 11 日目は 「ハリシャ
ヤニー ・ エーカーダシー」 である。 この日、 ハリすなわちヴィシュヌ神が 4 か月間の眠りにつくとさ
れる （シャヤナは眠ること、 横たわることを意味する） （写真 1）。 ヴィシュヌ神が眠ってしまっている
ので、 チャートゥルマースヤの間には結婚式など吉事を行えない。 修行者は一所に留まるべきであ
るとされる。 仏教でいう 「雨安居」 である。 1 年間の祭事を紹介するヒンディー語の本 『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 ）』 によれば、
チャートゥルマースヤ中に唯一認められる聖地巡礼は、ブラジュ巡礼である。 ブラジュとは、ウッタル・
プラデーシュ州西部にあるヒンドゥーの聖地マトゥラーとヴリンダーヴァンを含む地域を指す。 この 4
か月、 全世界のすべての聖地がブラジュに集まるという 4。

（写真 1） 大蛇の上に横たわるヴィシュヌ神。 臍から生える蓮の花の上にはブラフマー神が、 ヴィシュヌ神
の右手の先にはシヴァ神を象徴するリンガが描かれている。 この絵は南部ケーララ州の州都ティルアナンタ
プラム （トリヴァンドラム） にある有名なパドマナーバ ・ スワーミー寺院で購入した。 同寺院の本尊はこの
横たわるヴィシュヌ神である。

59

ラーク便り 84 号 （2019 年 11 月 30 日）

アーシャーダ月 （2019 年 6 月 18 日～ 7 月 16 日）
アーシャーダ月は目立った祭事が少なく、 前回の対象期間と合わせても、 取り上げるのは月の最
終日の満月 「グル ・ プールニマー」 のみである。
＊グル ・ プールニマー （師を敬う満月の日）
『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 ）』には次のようにある。 「古代、学生たちは師（グル）の庵にて無料で知識を授けられていた。
師への感謝の気持ちから、 学生はグル ・ プールニマーの日に師に対する礼拝をし、 能力に応じて
お金や贈り物を渡していた。」 5
宮本も書いているように、 ヒンドゥー教徒は人生の師をもつことを非常に重視する 6。 師という導き
手がいなければ本物の知識は得られないし正しい道を選択することはできない。 教師を敬う習慣や
密な師弟関係は、 筆者の所属していた国立大学でも実感したが、 芸能の世界における師の重要
性は別格であった。 筆者は北インド古典音楽を一人の師について習っている。 大学の音楽学部や
公立 ・ 私立の音楽学校もあるが、 現在でもなお、 師から弟子へと直接的に伝授される方法 「グル ・
シシュヤ ・ パランパラー （師資相承）」 での習得、 訓練が至高であるとされている。 師に対しては
最大限の敬意を払わなくてはならないが、 本物の師に出会い、 良い師弟関係を築くことは大変難
しい。 そしてこの師弟関係は一過性のものではない。
学問をする者、 音楽や舞踊を学ぶ者にとって 「グル ・ プールニマー」 はとても大切な日である。
師に会いに行き敬意を示し、 お菓子や贈り物を渡したりする。 学校や大学では、 9 月 5 日の 「先
生の日 （ティーチャーズ・デー）」 も同様に祝われる。 先生の日は、2 代目大統領のサルヴェーパッ
リ ・ ラーダークリシュナン （大統領在任期間 ： 1962 年 5 月～ 1967 年 5 月） の誕生日で、 1962 年
に設置された。
＊チャンドラ ・ グラハン （月蝕）
7 月 16 日の満月の日は月蝕が起きた。 ヒンドゥー教徒にとって月蝕や日蝕は、 見て楽しむイベン
トではなく、 （現代では気にしない人も多いが） 注意して過ごさなければならない不浄な時間である。
妊婦が日蝕や月蝕を見ると障碍児が生まれると信じている人もいる。 手元にある 2019 年 1 月 21 日
の月蝕の日の新聞には、 地元の識者による次のようなコメントが掲載されていた。 「インド時間の午
前 9:04 から午後 12:21 までアフリカ大陸で皆既月蝕。 この月蝕はインドでは見えないので宗教的
に重要ではないが、 惑星や星宿の体系には影響がある。」 この内容を大家の女性に話すと、 すぐ
に両親や知人に電話をして、 「今日は月蝕だから包丁を使わないように、 飲食は月蝕後にして」 と
伝えた。 月蝕のあとの沐浴や布施は効果が倍増するとして、彼女は布施をするための穀物を準備し、
月蝕終了後にガンジス川に出かけた。
筆者がインドではじめて月蝕を体験したのは 2015 年 4 月 4 日であった。 ガヤーに住んでいた頃
である。 数日前に聖職者として働くブラーフマンの友人が長いメッセージを転送してきた。 月蝕は
午後 3 時 45 分から 7 時 15 分までであったが、「スータク」 は午前 3 時 36 分から開始されるとあった。
スータクとは不浄期間のことで、 親族に死者が出たり子どもが誕生したときにもスータクがある。 以
下にメッセージの一部を訳してみよう。
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＜蝕のときにしてはならないこと＞
1. 塗油、 食事、 水を飲む、 排尿排便、 眠る、 髪をとく、 性交、 歯磨き、 洗濯、 鍵を開ける。
2. 蝕のときに眠ることによって、 病気になる。 小便をすることによって家が貧しくなる。 排便によっ
てぎょう虫症になる。 性交によって豚に生まれ変わる。 塗油によってハンセン病になる。
3. 蝕のときに食事をする者は、 その食べた穀粒の数の年数だけ、 アルトゥンダ地獄に住むことに
なる。 そして、 胃腸関係の病気や、 片目や歯抜けで苦しむ人間となる。
4. 日蝕のときは 4 プラハラ （1 プラハラ＝ 3 時間） 前から、 月蝕のときは 3 プラハラ前から、 食
事をすべきではない ［これがスータクの期間である］。 年寄り、 子ども、 病人は 1 プラハラ前まで
食べて良い。
5. 蝕のある日に葉、 茎、 木、 花を切ったり摘んだりしてはいけない。
6. 蝕のあいだに他人の食べ物を食べると、 12 年間積み重ねてきたすべての徳が消滅する。
7. 蝕のときには、 吉兆なことや新しいことは始めるべきではない。
＜蝕のときにすべきこと＞
1. 蝕になる前に水浴びをして、 神への礼拝や神の名の誦唱を行うべし。
2. 月蝕のときに行われた有徳行為 （礼拝、 祈祷、 布施） は 10 万倍の、 日蝕のときのそれは
100 万倍の効果がある。
3. 蝕が終わったら、 水浴びをしてブラーフマンに布施をするのが決まりである。
4. 蝕のあと、 残っていた水や食べ物は捨てて、 新しく食事の用意をすべし。
5. 蝕が完了したあと、 太陽あるいは月の清浄な姿を見てから食事を行うべし。
6. 蝕のあいだに触れた衣類などを浄めるために洗い、 自身も服を着たまま水浴びすべし。
7. 蝕のあいだに牝牛に草を、 鳥に穀物を、 貧しい人に衣類を与えることによって、 通常の何倍
もの徳を得ることができる。
数日前にこれを読んでいた筆者は、 月蝕当日は何が起きるのかとても楽しみにしていた。 ガヤー
で最も大きな寺院は月蝕開始後にも閉まらず、 寺院に行く途中に前を通りがかった菓子屋では、
いつものように大量の揚げ菓子を作っていた。 寺院や通りで出会った人たちも、 月蝕のことをそれ
ほど気に留めていなかった。 しかし帰宅すると、 大家さんが月蝕の終わりを待っていた。 7 時 15 分
になると家族皆が水浴びをし、 食事をした。 どうやら、 小さな寺院は閉まり、 月蝕終了後に本殿が
水で洗われたようであった。 翌日の新聞は、 月蝕のあと池や寺院がとても混んだと伝えた。
シュラーヴァナ月 （2019 年 7 月 17 日～ 8 月 15 日）
シュラーヴァナ月はシヴァ神の月で、 1 年のなかで最も吉兆な月のひとつと考えられている。 普段
は非菜食を食べる家庭でも、 シュラーヴァナ月はヴェジタリアンで過ごしたりする。 シュラーヴァナ月
中に、 シヴァ神の象徴である 「リンガ」 に対して水や牛乳をかけたくさんの供え物をする 「ルドラ ・
アビシェーク」 という儀礼を行う人も多い （写真 2）。 ルドラはシヴァの異名、アビシェークは 「灌水」
の意である。
筆者の過ごした 4 軒の家すべてにおいて、 シュラーヴァナ月の月曜日は穀物を避ける 「ファラー
ハール」 で過ごすという食事の節制が行われていた 7。 月曜日はシヴァの日である 8。 筆者が 3 番
目に住んだイラーハーバードのブラーフマンの家はガンジス川の近くにあった。 シュラーヴァナ月の
毎月曜日、 家で水浴びをすませたあと大家の女性と娘と 3 人で、 川沿いにあるシヴァ寺院に参拝
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（写真 2） シヴァ寺院で行わ
れていたルドラ ・ アビシェー
ク。 家庭で行う場合も多い。

（写真 3） ベルノキの葉は 3
枚の小葉から成っており、 シ
ヴァの持ち物である三叉戟
に似ている。 写真はナーグ ・
パンチャミーの日のシヴァ寺
院の内部である。

にいった。 寺院の前で購入する 20 ルピーの供え物には必ず、 シヴァ神が好むベルノキの葉とチョ
ウセンアサガオの実が含まれていた （写真 3）。 家から少量の牛乳を持っていき、 シヴァリンガにか
けた。 寺院から帰宅して部屋で果物を食べていると、 茹でたじゃがいもをタピオカやピーナッツ、 ト
マトなどと一緒に精製バターとクミンで炒め、 青唐辛子と岩塩で味付けした 「ファラーハール」 の食
べ物を大家さんが持ってきてくれるのが恒例であった。
シュラーヴァナ月のあいだ、 川沿いや駅、 あるいは街中で、 サフラン色の衣類に身を包み、 裸足で、
小さな水のタンクを両脇に括り付けた棒を担いでいる集団に出くわす。 「ボール ・ バム！ （バム （シ
ヴァ神）の御名を唱えよ！）」と威勢よく掛け声をかける者たちもいる。 水タンクを括り付けた棒はカー
ンワルと呼ばれ、 それを運ぶ彼らは 「カーンワリヤー」 と呼ばれる （写真 4）。 聖なる川の水を容器
につめ、 徒歩で有名なシヴァ寺院まで届ける。 イラーハーバードには、 ガンジス川とヤムナー川の
交点があり、シュラーヴァナ月にはその聖水を汲みに来るカーンワリヤーたちであふれかえる。 イラー
ハーバードの駅で見かけたカーンワリヤーたちは、 地べたに座り、 聖水の入ったタンクとカーンワル
をベンチに置いていた。 道中、 聖水の入った容器を地面に置いてはならないという規則があるのだ。
62

ラーク便り 84 号 （2019 年 11 月 30 日）

（写真 4） イラーハーバード大学付近の道路で出
会ったカーンワリヤー。

ガヤーで見かけたカーンワリヤーやガヤーの人
たちは、 ビハール州南のジャールカンド州にあ
るヴァイディヤナートという有名なシヴァ寺院を
目指す人が多い 9。
＊ナーグ ・ パンチャミー （蛇神の第 5 日目）
雨季には蛇が多く出現する。 この日に蛇の
神の寺院やシヴァ神の寺院に参拝し、 家族が
蛇に噛まれることのないように祈る。 供え物は
牛乳に米のポン菓子を入れたものである。 家
では、 屋上に牛乳とポン菓子を置いておく人
や、 台所に黒いペンでにょろにょろと線を書き
蛇神に見立てて礼拝をする人、 家の寺院に安
置されているシヴァリンガに供え物をする人な
ど、さまざまである。西部インドのマハーラーシュ
トラ州出身の筆者の音楽の師は、 ナーグ ・ パ
ンチャミーには包丁やハサミの使用を避けていたが、 イラーハーバードではそのような規則はなかっ
た。
ナーグ ・ パンチャミーのあと、 シュラーヴァナ月の最後の 5 日間には毎年、 ガヤーの最も大きな
寺院であるヴィシュヌパダ寺院の本殿の前にジューラーが設置される。 ジューラーはぶらんこやゆり
かごのことで、 クリシュナ神の像が入れられることが多いが、 同寺院でジューラーに入っていたのは
ヴィシュヌパダ （ヴィシュヌ神の足跡） であった。 先述したブラジュ地方の聖地ヴリンダーヴァンは、

（写真 5） 終演後、 クリシュナと
ラーダーそのもののように敬わ
れる演者。 劇中に彼らが踊りな
がら客席を通ったあとには、 通
り道の地面に触れて敬意を示
す観客も多くいた。
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クリシュナ神が青年期を過ごした場所とされ、クリシュナ信仰が盛んである。 同地にあるジャイ・スィン・
ゲーラーという修道院では毎年この時期に、 「ラースリーラー」 というクリシュナにまつわる演劇が催
される。 2018 年の夏、 筆者は修道院に泊まりながら観劇する機会に恵まれた。 満員状態の会場は
熱気につつまれ、 クリシュナと愛人のラーダー、 牛飼いの娘ゴーピーたちのリーラー （遊戯） が本
当に目の前で繰り広げられているようであった （写真 5）。
＊ラクシャー ・ バンダン （庇護の絆の祭事）
満月の日に行われるこの祭事は、 姉妹が兄弟の右手首にラーキーと呼ばれる紐を結び、 吉兆な
赤い印を眉間につけお菓子を食べさせ、 兄弟は姉妹にお金や贈り物を渡し、 彼女らを守ることを
約束するものである。 『12 か月のヒンドゥーのヴラタと祭り完全版』 は、 「ラクシャー ・ バンダン」 と
は誰かを自分の 「庇護 （ラクシャー）」 のもとに 「結びつけること （バンダン）」 であると説明する 10。
ラクシャー ・ バンダンの数週間前から、 ラーキー専門のポップアップ ・ ショップが立ち並ぶ （写真 6）。
当日に兄弟に会いに行けない姉妹はラーキーを郵便で送る。 ラクシャー ・ バンダン前に郵便局が
混雑するのはこのためである。 兄弟姉妹の関係は、 結婚した後も一生続くのである （写真 7）。
インドの人びとと話していると、 バーイー （兄弟） やベヘン （姉妹） として本当の兄弟姉妹だけ
ではなく、 いとこや、 親族ではない人のことを紹介されることも多い。 他人との距離感の取り方が日
本人とは異なるので面食らう。 ラーキーを結ぶ相手もまた血縁関係をもつ兄弟に限らない。 ただし、
「ラーキーを結ぶ仲」 とは親密である証拠である。
バードラパダ月 （2019 年 8 月 16 日～ 9 月 14 日）
シュラーヴァナ月が終わっても、 祭事は続く。 バードラパダ月には女性が行うヴラタが多い。 ヴラ
タとは特定の目的のために飲食の節制や儀礼などをする願掛けのことである。 その間にクリシュナ
神やガネーシャ神の誕生日があり、 賑やかな日々が続く。 宮本が記録したバナーラスの祭事では、
バードラパダ月黒分 3 日目、 「カジュリー」 という民謡を女性たちが歌う 「カジュリー ・ ティージュ」

（写真 6） 色とりどりのラーキーが売られている。
ラクシャー ・ バンダンだけではなく、 お祭りの前
にはそれぞれに必要なものを売る店が路上に出
現する。

（写真 7） 結婚しても年をとっても、 兄弟姉妹の絆は固い。
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に言及があったが、 イラーハーバードではその翌日の 「バフラー ・ ガネーシャ ・ チョウト」 と 2 日
後の 「ハル ・ チャット」 が重要なヴラタであるとされている。 両方とも息子の健康や成功を願って行
われるヴラタである。 息子がいなければチョウトもチャットもやらないという人もいるが、 男女に差は
ないとして娘しかいないのに行う人もいる。 このふたつはガヤーでは確認できなかった。 他方で白
分 3 日目の 「ハリターリカー ・ ティージュ」 は、 イラーハーバード、 バナーラス、 ガヤーで、 夫の
ための重要なヴラタとして実践されている。
＊バフラー ・ ガネーシャ ・ チョウト （牝牛バフラーに由来するヴラタ）
象の頭をもつ神、 ガネーシャはシヴァ神の息子で、 あらゆる障害を取り除き学問や商売を成功に
導いてくれる神として現代のインドにおいて大変人気がある。 寺院の入口や家の玄関にはガネー
シャの像や写真が置かれ、 儀礼でも仕事でも、 なにかを開始する際にはじめに礼拝される神さまで
ある。 ガネーシャ ・ チョウト （チャトゥルティー） は毎月 2 回ずつ、 黒分と白分の 4 日目に祝われる
が、 そのうちのいくつかが重要で、 バフラー ・ ガネーシャ ・ チョウトはイラーハーバードのクシャトリ
ヤの家の女性にとっては 1 年で最も大切なヴラタのひとつであった。 息子のために行われるこのヴ
ラタの説話は、 バフラーという名の牝牛の子牛に対する愛情を伝える。
チョウトの儀礼は月と関係するので夜に月が見える場所で行われ、 白い花の花輪を用意する。 太
陽の場合はオレンジ色の花輪だそうだ。 「チョウト」 なので 4 つの炎をもつ灯明を用意し、 供える果
物などはすべて 4 つであるという。 供え物の主役は、 水に浸けたチャナ豆のひきわり、 黒糖、 精製
バターをよく混ぜ、 それを皿の上で棒状に成型した 「パハール （山）」 である。 儀礼の前に、 大
家さんは牛糞を塗って場所を浄め、 全粒粉で模様を書いた。 儀礼で最初に礼拝される 「ガウリー
とガネーシャ」 を表す乾燥した牛糞とスパーリー （ビンロウジュの実） を家の寺院から屋上に持って
いく。 ガウリーとはシヴァ神の妻パールヴァティーのことで、 ガネーシャの母である。 これらに礼拝し
たあと、 果物とパハール、 ヒヨコ豆の粉で作ったラッドゥーというお菓子を 4 つ供えた。 ガウリーとガ
ネーシャの前に入れ物を置き、 儀礼の場を一度右繞して、 髪を一房もちながら入れ物に聖水を注ぐ。
これを 4 回行い、 護摩と、 崇拝対象に灯明をかざすアールティーをしたあと、 大家さんは水を飲み

（ 写 真 8） パ ハ ー ル を
硬貨でふたつに分離さ
せている。 写真はマー
ガ月のガネーシャ ・ チョ
ウトのものである。 チャ
ナ豆のひきわりの代わ
りにゴマが使用されて
いる。
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少しの果物を食べた。 翌朝パハールが息子によって壊されてから、 おさがりを分配して、 本人も食
事をとることができる。 この家では、 おばさんの息子よりも早起きである 6 歳の孫 （男児） が、 年に
2 回ある重要なガネーシャ ・ チョウトのパハールを崩す役を務めていた （写真 8）。
＊ハル ・ チャット （第 6 日目の女神を礼拝するヴラタ）
この息子のためのヴラタは、 イラーハーバードでは多くの女性が行っていた。 「ラルヒー ・ チャット」
とも呼ばれる。 クシャトリヤの家の女性の親友は、 夫の転勤でビハール州に住んでいたとき、 ハル ・
チャットの材料がないため自分の分も代わりにやってくれるよう頼み、 テレビ電話で参加した。 この
ヴラタは、 祭壇の作り方、 供物や飲食可能なものが一風変わっている。 土を盛った植木鉢にクシャ
草の束を刺したものが、 「チャティー ・ マイヤー （チャットの女神）」 として崇拝される。 布をかけ、
既婚女性の印であるスィンドゥールを塗り、ビンディー （女性がアクセサリーとして額につける丸い印）
をつけ、腕輪、櫛、鏡などを供える （写真 9）。 供物は、酒の原料にもなるほんのり甘いマフワー （ア
カテツ科高木イリッペ） の花、 水牛のミルクとそれで作ったヨーグルト、 「ファサヒーの米」 と呼ばれ
る赤米である。 これらは 「自然に生えてくるもの」 であるという。 祭事名の 「ハル」 は犂のことであ
る。 この日はクリシュナの兄バララーマの誕生日であるとされ、彼は犂と杵を持つ者として描写される。
一日中、 地面を犂で耕して栽培されたものを食べることは禁じられている。

（写真 9） 中央のチャティー ・ マイ
ヤーの前や横に並べられている
のは、 小さな土製の容器に入れ
られたマフワーと赤米、 ヨーグル
トである。

ブラーフマンの大家の女性は、
供え物を自宅で用意して、 長い
クシャ草を携えて近所の 「義母」
の家に行った。 義母は 15 年ほ
ど前に亡くなっている。 彼女の
夫に 「義母」 の娘が昔から毎年
ラーキーを結んでいるのだそうだ。
自身の義母が生前そこで儀礼を行っており、 その習慣が続いているとのことだった。 彼女の実家で
はハル ・ チャットは行われていなかった。 女性は、 嫁ぎ先で何がどのように行われているかに合わ
せてヴラタを行う。 クシャトリヤの家の女性は毎年ハル ・ チャットをやっているが、 実家に住んでい
る既婚の次女は、 嫁ぎ先の習慣にあわせてハル ・ チャットを行わない。
＊クリシュナ ・ ジャナム ・ アシュタミー （クリシュナ神の生誕祭）
現代のインドでとても人気のあるクリシュナ神は、 ヴィシュヌ神の 8 番目の化身とされている。 ヒン
ドゥー教の時間観では、 4 つのユガ （時代） の千倍が 1 カルパ （劫） で、 ブラフマー神の昼の長
さに等しくなる。 黄金期であるクリタ ・ ユガに始まり、 トレーター ・ ユガ、 ドヴァーパラ ・ ユガを経て
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（写真 10） ヴァスデーヴァがクリシュナを箕に乗せてヤムナー川を渡る場面が再現されてい
る。 雨から彼らを守ったのは大蛇シェーシャであった。

暗黒のカリ ・ ユガが終わると世界が破滅し、 再び創造される。 4 つのユガの合計は 432 万年といわ
れ、 我々はカリ ・ ユガを生きている。 ヴィシュヌ神がクリシュナとしてこの世に降臨したのはドヴァー
パラ ・ ユガのことであると信じられている。 世界の荒廃を憂いた大地と神々がヴィシュヌ神に助けを
求め、 ヴィシュヌ神はブラジュ地方に住むヴァスデーヴァの妻、 デーヴァキーから生まれ世界を救
うことを約束した。 神々はヴィシュヌ神の指示通りに、 のちにクリシュナの育ての親となるナンダとヤ
ショーダー、 そして牛飼いの娘ゴーピーたちとしてこの世に現れた。
クリシュナの誕生を祝うジャナム ・ アシュタミーには、 有名なクリシュナ誕生説話 11 が寺院や家庭
で再現される。 デーヴァキーの兄で凶暴なカンサは、 ヴァスデーヴァとデーヴァキーの 8 番目の息
子が自身を殺すことになるという天の声を聞き、 妹夫婦を投獄した。 牢獄で生まれてきた彼らの息
子をカンサは次々と殺していった。 8 番目の息子として生まれてきたのがクリシュナであった。 クリ
シュナはヴァスデーヴァに、 ゴークル村に住むナンダの幼い娘と自身を取り換えるよう指示した。 牢
獄の警備は厳重であったが、 ヴァスデーヴァが箕の中にクリシュナを入れて出ていこうとすると、 鍵
のかかった扉は自然に開き、 獄吏たちは眠ってしまった。 大雨のなかヤムナー川を渡り、 ゴークル
村、 そしてナンダの家に到着した （写真 10）。 ヴァスデーヴァは眠っているヤショーダーの横にクリ
シュナを寝かせ、 彼らの幼い娘を連れて帰った。 ヴァスデーヴァが牢獄に帰ったあと、 女児の泣き
声を聞いてカンサがかけつけた。 カンサは彼女を石に叩きつけて殺そうとした。 女児は女神の姿を
現し、 カンサにクリシュナの誕生を告げて天へと舞い上がったのだった。 牢獄でクリシュナが誕生し
たのが夜中であったため、 ジャナム ・ アシュタミーの儀礼も夜中になるのを待って行われる。 人びと
は誕生を祝って家庭の祭壇を飾りつけし、 クリシュナへの信仰心を示す宗教歌を歌いながら、 「ラッ
ドゥー ・ ゴーパール」 と呼ばれるクリシュナの子ども時代を表す像に服を着せたり、 ゆりかごに乗せ
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たりしてお世話をする。
＊ハリターリカー ・ ティージュ （夫の長寿を願うヴラタ）
「北インド ・ ヒンドゥー祭事暦 （１）」 で説明した 「スハーグ （夫が存命であることの幸福）」 のた
めのヴラタのなかで、筆者の住んだ地域ではハリターリカー・ティージュが最も多くの既婚女性によっ
て行われていた。 翌朝まで水すら飲むことのできない大変なヴラタである。 夕方に行われる儀礼で
は、 シヴァ神とその妻パールヴァティーが礼拝される。 宮本の報告によると、 未婚女性も 「理想の
夫に巡り合う」 ためにこのヴラタを行うそうである 12。 以下に紹介する説話の内容からすると、 確か
に未婚女性によって行われるのが妥当のように感じるが、筆者はこのヴラタをする未婚女性に出会っ
たことがない。 今どきの若い女の子は結婚相手を探すためにヴラタなどやらないのかもしれない。
ヒマーラヤ山の娘パールヴァティーは、 12 歳のときに厳しい苦行をした。 それを見たナーラダ仙
は、 ヒマーラヤにパールヴァティーとヴィシュヌ神の結婚を提案し、 ヴィシュヌ神も承諾した。 しかし
パールヴァティーは悲しみ、 その理由を友人に打ち明けた。 彼女の厳しい苦行の目的はシヴァ神
との結婚であった。 友人はパールヴァティーを森に連れていき、パールヴァティーは川の畔でシヴァ
との結婚を願って苦行を続けた。 バードラパダ月白分 3 日目、 砂でシヴァリンガをこしらえ、 飲食
を断って徹宵した。 シヴァ神が現れ、 パールヴァティーの望み通り、 彼女を妻として迎えることを認
めた。 翌朝、 パールヴァティーがヴラタを完了させたところに、 彼女を探していたヒマーラヤが到着
した。 パールヴァティーは家を出た理由を話し、 シヴァ神との結婚を認めてくれるよう父親に頼んだ。
ヒマーラヤは二人の結婚を許し、めでたく婚礼の儀が執り行われた。 ヴラタの名 「ハリターリカー」 は、
友人がパールヴァティーを森に連れていったこと （hṛta は 「運ばれた」、「連れられた」 を意味する）
に由来すると考えられる。
＊ガネーシャ ・ ウトサヴ （ガネーシャ神の生誕祭）
ガネーシャはインド全土で慕われている神さまであるが、 中でもインド西部のマハーラーシュトラ州
では大変な人気がある。 それは、 インド独立運動最初期の指導者の一人である、 マハーラーシュト
ラ出身のバール ・ ガンガーダル ・ ティラク （1856 ～ 1920 年） がヒンドゥーの結束強化を目的にガ
ネーシャ祭を祝うよう働きかけて以来のことである。 ガネーシャの誕生日とされるバードラパダ月白分
4 日目は、 イラーハーバードやガヤーの家では重要な祭事と認識されてはいなかった。 筆者は留
学最後の年、 この時期にちょうどマハーラーシュトラ州の州都ムンバイーに滞在しており、 賑やかな
お祭りを体験した。 街のいたるところに、 近所の人びとが出資して大小の仮設寺院が建てられ、 土
製のガネーシャ像が設置された。 毎日儀礼が行われておさがりが配られ、 歌や踊りが繰り広げられ
る。 10 日後の 「アナンタ ・ チャトゥルダシー」 には土製のガネーシャ像が海に流された。 トラックに
像が積まれ、 人びとは大音量の音楽と掛け声とともに行列を作って海へ向かい、 海岸で最後の儀
礼をして海のなかへと運ぶ （写真 11）。 祭りの終了後に神像を海や川に流す （ヴィサルジャン） のは、
ムンバイーのガネーシャ誕生祭に限ったことではない。 例えば秋のナヴ ・ ラートリではドゥルガー女
神の像が、 イラーハーバードではガンジス川に、 ガヤーでは市内の池に流される。 最近では環境
破壊や廃棄物が問題になり、 ヴィサルジャンの直後に像が引き上げられたり、 残物が回収されるよ
うになった。

アーシュヴィナ月 （2019 年 9 月 15 日～ 10 月 13 日）
バードラパダ月の満月のあとアーシュヴィナ月の黒分 15 日間は、 祖先がこの世に戻ってくるとさ
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（写真 11） ムンバイーのジュフー ・ ビーチにて。 次々と運ばれてくるガネーシャ像とマハーラーシュ
トラの人びとの熱気を目の当たりにした。

れる 「ピトリ ・ パクシャ （祖先の半月）」 で、 めでたい雰囲気は小休止する。 ピトリ ・ パクシャが終
わるとすぐに秋のナヴ ・ ラートリがはじまり、 大規模な祭りの多い秋が到来する。 ナヴ ・ ラートリ以
降は次回の 「祭事暦」 で扱うこととする。
＊ピトリ ・ パクシャ （祖先の半月）
ピトリ ・ パクシャはヒンドゥー教徒にとっての 「お盆」 である。 筆者の住んだイラーハーバードとガ
ヤー、 そして宮本のいたバナーラスの 3 つのヒンドゥーの聖地は、 「シュラーッダ」 と呼ばれる祖先
祭祀を行うのに良い聖地である。 祖先の供養のために訪れる巡礼者は年中やむことはないが、 ピト
リ ・ パクシャ中は巡礼者が激増する。 なかでもガヤーでは、 「ピトリ ・ パクシャ ・ メーラー」 というお
祭りが開催され、 普段から巡礼者の世話をする聖職者集団だけでなく、 県庁をはじめとするさまざ
まな団体が準備に勤しむ。 その様子については 『ラーク便り』 第 68 号に掲載された研究ノートで
詳しく述べたため 13、 ここでは、 聖地ではなく家庭でのピトリ ・ パクシャについて記述する。
ピトリ ・ パクシャ中は、 非菜食の料理を避ける家庭が多く、 散髪や髭剃りをしない。 期間中毎日、
祖先のために水を捧げる人もいる。 親族の誰かがガヤーに行き、 それまでに亡くなった人たちの供
養を済ませると、 以後は家で祀る必要がなくなるという信仰がある。 日本の 「弔い上げ」 にあたる
だろうか。 イラーハーバードのクシャトリヤの大家の両親は他界していたが、 彼の兄がガヤーで両
親の供養を済ませたために、 現在、 ピトリ ・ パクシャ中には誰のための儀礼も行われていなかった。
「弔い上げ」 が済んでいない死者がいる場合には、 命日と、 ピトリ ・ パクシャ中の命日のティティと
同じ日に供養が行われる。 例えば、 2019 年 11 月 14 日 （マールガシールシャ月の黒分 2 日目）
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に亡くなった人の供養は 15 日間のピトリ ・ パクシャの第 2 ティティの日に行われる。 ピトリ ・ パクシャ
の第 9 ティティは 「マートリ ・ ナウミー （母のための第 9 日目）」 といわれ、 女性死者の供養はこの
日に行われることもある。 イラーハーバードのブラーフマンの家では、 毎年 「マートリ・ナウミー」 に、
大家の男性の亡くなった母親の供養のために、 川岸で儀礼をし、 そのあと家に年老いた女性ブラー
フマンを呼んで食事をふるまう。 プーリー （揚げパン） と野菜のカレー、 キール （乳がゆ） は必ず
作られるが、 死者の好物が足されたりする。 別れ際にはサーリーとお金を渡す。
毎月、 新月の日は祖先祭祀をするのに良いとされている。 ピトリ ・ パクシャ最終日の新月の日は、
多くの人が祖先に水を捧げる。 「ピトリ・ヴィサルジャン」 といわれ、 祖先が天界に帰還する日である。
戸口に灯明を置く家もある。 日本の送り火のようである。
＊ジーヴィト ・ プトリカー （息子の長寿を願うヴラタ）
ピトリ・パクシャ中に行われる 「ジーヴィト・プトリカー」 は、 ビハールではジーウティヤーとも呼ばれ、
大切にされていた。 太陽神スーリヤに対する儀礼が行われる。 イラーハーバードの大家さんたちは
やっていなかった。
『12 か月のヒンドゥーのヴラタと祭り完全版』 はヴラタの効果として 「生きていない息子が生き返る」
ことと水子の障りがなくなることを挙げる 14。 『12 か月のヒンドゥーの聖なるヴラタと祭り』 は、 「息子
を亡くす悲哀」 がなくなるという 15。 ジーヴィトとは 「存命の」 という意味であるが 「生き返った」 と
いう意味ももつ。 宮本は、 霊鳥ガルダに食べられた蛇たちが、 母蛇に同情したジームータヴァーハ
ナ王の計らいによって蘇らせられたという説話を紹介しながら、 このヴラタでは子どもの無病息災を
祈って女性が断食すること、 水子供養も含まれることを報告している 16。
ガヤーのカティク （果物 ・ 野菜売りカースト） の大家さんの家に住んでいた頃のことである。 スパ
イスを挽くための台座と挽き石を打ち付ける音が部屋の外から聞こえたときに 「誰ですか？」 と呼
びかけた人が次々と亡くなったという噂が街中に広がったことがあった。 新聞でも報道され大騒ぎに
なったものの真相はわからなかったが、 大家さんが 「ジーウティヤーの前は毎年このような奇妙なこ
とが起こる」 と言っていたのを今でも覚えている。
＊ヴィシュヴァカルマー ・ プージャー （ヴィシュヴァカルマー神の礼拝）
ヴィシュヴァカルマーは 「世界の建築士」 として崇拝される神で、 世界のあらゆる手工業品、 神々
の乗り物や装飾品を作ったとされている。 工場や道路局、 発電所、 大工、 車やバイク、 自転車屋、
電気屋、 そして大学の工学部など機械を扱ったりものづくりに関係する場所でヴィシュヴァカルマー
の礼拝が行われる。 日付は他のヒンドゥーの祭事のようにヴィクラマーディティヤ暦に基づいて決め
られるのではなく、 カニヤー ・ サンクラーンティ （太陽が獅子宮から処女宮に移動する日） に行わ
れるとされ、 毎年 9 月 17 日である。 ヴィシュヴァカルマー ・ プージャーの翌日の新聞が休刊となる
のは、 印刷を担う部署が祭事に忙しいからである。

おわりに
本稿の冒頭で、 2010 年代の北インドのふたつの田舎町でのヒンドゥー祭事の実践状況を記録し
ておくことの意義について述べた。 数十年前との違いの描写あるいは数十年後の変化を見据えて
の記録という意味ももちろんあるが、 筆者が現代のヒンドゥーの祭事を記述するのは、 現代の祭事
が歴史的にどのように形作られてきたのかを探るための出発点としたいという意図がある。 実際に
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神々への祈りをささげ、 誕生日を祝い、 息子や夫のためのヴラタをし、 師や兄弟姉妹との絆を確認
しあうような祭礼を楽しんでいるヒンドゥー教徒たちにとってはそれぞれが大切な祭事であり、 『12 か
月のヒンドゥーのヴラタと祭り完全版』 のようなヒンディー語の本はすべての祭事を並べて扱っている。
しかし、 それぞれの祭事や関連する説話の起源、 サンスクリット語の聖典と関係するのかあるいは
土着の信仰の要素が強いのかといった視点から見ようとすると、 種々雑多、 さまざまな要素が入り
乱れて現代のヒンドゥー教の信仰 ・ 実践の体系が形作られていることに気づく。
例えば、 バードラパダ月の 「ハル ・ チャット」 での崇拝対象であった 「チャティー ・ マイヤー」 は、
植木鉢にクシャ草を刺したものが依代とされた。 ハル ・ チャットは聖典を基盤とする正統ヒンドゥー
教ではなく、 特定の地域に根付いた民俗宗教的なヒンドゥー教に属するようにみえる。 起源を詳し
く調べる必要があるが、 少なくとも、 ハル ・ チャットの供物について詳しく述べていたのは、 筆者の
手元にある 4 冊のヒンディー語の祭事本 （イラーハーバード、バナーラス、ゴーラクプル、ハリドワー
ルの各地で出版） のうちイラーハーバードで出版された本のみであった。
各祭事の起源や発展は本連載では扱えないが、 現代において実践されている祭事を１年通して
眺めてみることで見えてくる事柄もあるかもしれない。
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