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「ボージプリー文化圏の婚姻儀礼と民俗歌謡（その 2）」

八 木 祐 子

. はじめに

本稿は、筆者が、2018年に、北インド、ウッタル・プラデーシュ（Uttar Prade ásh）州東部のアザ

ムガル（Azamgarh）県で調査をおこない、婚姻儀礼のさいに収集した民俗歌謡の事例報告の続きで

ある。調査地域はボージプリー（Bhojipuršƒ）というヒンディー語の東部方言を話す地域に属し、様

々な民俗歌謡がうたわれる地域として知られている［八木 1990］。婚姻儀礼は、シャーディー

（ ÁS šadšƒ）、ゴウナー（Gaun ša）、ドーゲー（Doge）の 3 段階にわたっておこなわれる。そのなかでも最

も主要なシャーディーについて記述する。これらの様々な儀礼ごとに、婚姻儀礼の民俗歌謡（Viv šah

K ša Gšƒt）が、主に既婚女性たちによってうたわれる。1 日目～6 日目は、花嫁、花婿双方の家で儀礼

がおこなわれる。前号の「ボージプリー文化圏の婚姻儀礼と民俗歌謡（その 1）」で、婚姻儀礼の概

要と 1 日目のウルド・チャーワル・チャンナー儀礼の民俗歌謡について報告した［八木 2020］。今

回は、4 日目のウルド・カー・ドイヤー・ドーナー、及び 5 日目のマンダップ・ウタルナーのさいに

うたわれる民俗歌謡について報告する。当該地域の先行研究や婚姻儀礼の詳しい過程、社会変化につ

いては、別稿を参照していただきたい［八木 1990, 1991, 1992, 1999, 2010, 2015］。なお、とりあげ

る民俗歌謡の事例は前回に続いているので、番号は前回の続きとする。

なお、本報告は、文部科学省の科学研究費基盤研究 C「北インド、ボージプリー文化圏の民謡に関

するジェンダー分析」（課題番号17K02032）の助成を受けており、本報告は、その成果報告の一部

である。

. 日目の民俗歌謡

～については、前回、報告しているので、ここでは省略する。

. 日目の民俗歌謡

 ウルド・カー・ドイヤー・ドーナー

4 日目には、花嫁・花婿双方の家で、親族の女性たちが近所の女性ともに、歌をうたいながらウル

ドマメを洗って、黒い皮をむく儀礼がおこなわれる。ウルドマメは、吉兆な豆と言われ、婚姻儀礼な

どおめでたい儀礼で食される。ウルドマメの黒い皮をとりのぞく行為からわかるように、黒く悪いも

のをのぞき、白く良いものだけ残ってほしいという願いがこめられており、災厄をとりのぞくという

象徴的意味をもつ。事例11は、ウルド豆を洗うときの歌で、親族や近所の人々の名前を即興で入れ

てうたっている。また、事例12は、花嫁の美しさを讃えた歌である。1 日目のウルド・チャーワル・

チャンナーや、このウルド・カー・ドイヤー・ドーナーのさいに女性たちがうたう定番であり、少し
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歌詞が違うが、1980年代の婚姻儀礼にさいにもうたわれている［八木 201539］。

（事例11）

ke more maid ša tor šav šal ša urud šu chhuv šavai.

kavan dešƒ gotin bol šavai tau dhoiy ša dhov šavai.

R šadheshy šam r šam maid ša tor šavai urud šu chhuv šavai.

Urmil ša chhinaro gotinšƒ bol šavai tau dhoiy ša dhov šavai.

Kanchan chhinaro gotinšƒ bol šavai tau dhoiya dhov šavai.

M šadhuršƒ chhinaro gotinšƒ bol šavai tau dhoiy ša dhov šavai.

Sunšƒt ša chhinaro gotinšƒ bol šavai tau dhoiy ša dhov šavai.

Binod r šam maid ša tor šavai tau urud šu chhuv šavai.

Up šasan ša chhinaro gotinšƒ bol šavai tau dhoiy ša dhov šavai.

chhotakšƒ amm ša chhinaro gotinšƒ bol šavai tau dhoiy ša dhov šavai.

Lakshmšƒn ša chhinaro gotinšƒ bol šavai tau dhoiy ša dhov šavai.

Vakšƒl r šam maid ša tor šavai tau urud šu chhuv šavai.

Bandan ša chhinaro gotinšƒ bol šavai tau dhoiy ša dhov šavai.

誰が私の小麦を（水で）こねて、ウルド豆にさわりますか。

誰か女性の親戚を呼んでください。（ウルド豆を）洗います。

ラディシャーム・ラーム（花嫁の甥）が、私の小麦を（水で）こねて、ウルド豆にさわります

ウルミラー（ラディシャームの妻）チナロ（嘲りの言葉）を呼んでください。（ウルド豆を）洗いま

す。
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カンチャン（花嫁の甥ジャヤラームの妻）チナロを呼んでください。（ウルド豆を）洗います。

マードゥリー（花嫁の甥マンの妻）チナロを呼んでください。（ウルド豆を）洗います。

スニーター（花嫁サンギータの姉）チナロを呼んでください。（ウルド豆を）洗います。

ビノード・ラーム（近所の男性）が、私の小麦を（水で）こねて、ウルド豆にさわります。

ウパーサナー（花嫁の兄オキールの妻）チナロを呼んでください。（ウルド豆を）洗います。

小さなアンマー（花嫁の兄のお母さん）チナロを呼んでください。（ウルド豆を）洗います。

ラクシュミーナー（ビノードの妻）チナロを呼んでください。（ウルド豆を）洗います。

オキール・ラーム（花嫁の兄）が、私の小麦を（水で）こねて、ウルド豆にさわります。

バンダナー（近所の男性インドラジーの妻）チナロを呼んでください。（ウルド豆を）洗います。

（事例12）

ek sundar n šari nagšƒna d. agar bšƒche t.h šadhi.

ghod.av ša chadhal šavai r šaj ša kai chhokad.av ša ho,

ek bahiy ša pakad. i ke bait.h šašƒ d. agar bšƒche t.h šadhi.

chhod.u chhod.u r šaj šav ša re mor d šahin bahiy ša,

moršƒ bahiy ša alap sukuari d.agar bšƒche t.h šadhi.

kiya t šuhšƒ b šat šu r šanšƒ sachav ša ka s šanchali,

kiya t šuhai gadhel ša son šar dagar bšƒche th šadhi.

n šahšƒn ham b šatšƒ r šaj ša sachav ša kai s šanchal.

n šahšƒn hamai gad.hel ša son šar d. agar bšƒche t.h šadhi.

maiy ša kokhiy ša ham janamasšƒ ho,

moršƒ s šurati urehai bhagv šan,d.agar bšƒche t.h šadhi.

一人の美しい女性が、道の真ん中に立っています。
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馬に乗ってきました、ラージャー（王様）のチョカラワー（ボージプリー語で「息子」）が。

片方の腕をつかんで座りました。道の真ん中に立っています。

放してください、放してください、王様よ、私の右手を。

私の腕がとても弱くなります。道の真ん中に立っています。

あなたは、女王よ、鋳型でつくられたのですか。

あなたは金でつくられたのですか。道の真ん中に立っています。

いいえ、私は、王様よ、鋳型でつくられたのでもないし、

金でつくられたものでもありません。

マイヤー（お母さん）がつくりました。私は産まれました。

私の美しさを神様が与えました。道の真ん中に立っています。

. 日目の民俗歌謡

5 日目には、マンダップ（mand. ap）と呼ばれる結婚式場を家の中庭につくる。マンダップは、ボ

ージプリー語で、ベディヤー（bediy ša）やマードー（m šad. o）とも言われる。マンダップは、花嫁、

花婿双方の家でつくるが、花嫁の家に花婿一行が訪れ、花嫁、花婿が揃っての重要な儀礼がおこなわ

れるため、花嫁の家の方が大きくつくられる。マンダップはシャーデイー儀礼から 1 年間そのまま

置かれる。式場となる部分をナーイー・カースト（床屋カースト）の女性、ナウンが牛糞を水で溶い

たもので清める。親族や近所の男性たちが協力して、切り出した竹で儀礼の場をつくっていく。その

さいに、親族の女性や近所の女性たちが歌をうたう。

 マンダップ・ウタルナー

事例13、事例14は、マンダップをつくる過程をうたっている。事例13では、結婚式場の竹を 4 つ

の隅、中央に竹を立てたり、カルサという壺を 4 隅に、中央には結婚の水（ガンジス河の水）の入

った壺を置くなど、マンダップをつくる状況をうたっている。事例14では、花嫁の女性親族や近所

の女性たちが、マンダップをつくる男性親族や近所の男性たちの名前を即興で読み込んでうたってい

る。名前の後につくラームは男の子の意味である。歌詞のなかで、竹はカンバー（khambh ša）やボ

ージプリー語でトゥニヤー（thuniy ša）が使われている。事例15～事例17では、家族のもとを離れる

花嫁自身や花嫁が嫁いでいく家族や親族の寂しさをうたっている。

（事例13）
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ban ša baithi k šat ša e b šab ša khambhav ša pach šas

ch šar khambh ša g šad. ša e b šab ša ch šaro kon.

ek khambh ša g šad. ša e b šab ša bediy ša ke bšƒch.

ch šaron kalas ša dhar ša e b šab ša ch šaro kon.

ek kalas ša dhar ša e b šab ša bediy ša ke bšƒch.

ch šar diyan ša b šar ša e b šab ša ch šaro kon.

ek diyan ša b šar ša e b šab ša bediy ša ke bšƒch.

ジャングルに座って、切ってください、バーバー（おじいさん）よ、50本の竹を。

4 本の竹を立ててください、バーバーよ、4 つの隅に。

1 本の竹を立ててください、バーバーよ、結婚式場の真ん中に。

4 つのカルサ（壺）を置いてください、バーバーよ、4 つの隅に。

1 つのカルサを置いてください、バーバーよ、結婚式場の真ん中に。

4 つの灯りをともしてください、バーバーよ、4 つの隅に。

1 つの灯りをともしてください、バーバーよ、結婚式場の真ん中に。

（事例14）
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kavane r šam angane thuniy ša dal hoy.

kavaner šam duarav ša e b šab ša m šad.o chh šaval j šay.

R šamadh šar angane thuniy ša dal hoy.

Krishn šamohan r šam cholhikav ša e b šab ša m šad.o chh šaval j šay.

Bipin r šam duarav ša e b šab ša m šad.o chh šaval j šay.

Madan r šam cholikav ša e b šab ša m šad.o chh šaval j šay.

kavane r šam anganav ša thuniy ša dal hoy.

kavane r šam cholikav ša e b šab ša m šad. o chhaval j šay.

M šan r šam cholikav ša e b šab ša m šad.o chh šaval j šay.

R šadheshy šam angane re thuniy ša dal hoy.

R šahul r šam cholikav ša e b šab ša m šad.o chh šaval j šay.

kavane r šam angane thuniy ša dal hoy.

kavane r šam cholikav ša e b šab ša m šad.o chh šaval j šay.

Vik šas r šam angane re thuniy ša dal hoy.

Krishn šamohan r šam cholikav ša e b šab ša m šad.o chh šaval j šay.

Jayr šam angane re thuniy ša dal hoy.

Vik šas r šam cholikav ša e b šab ša m šad.o chh šaval j šay.

kawane r šam cholikav ša e b šab ša m šad.o chh šaval j šay.



―  ――  ―

kavane r šam angane re thuniy ša dal hoy,.

Kariy ša r šam cholikav ša e b šab ša m šad.o chh šaval j šay.

Gorakh r šam cholikav ša e b šab ša m šad.o chh šaval j šay.

kawane r šam angane re thuniy ša dal hoy.

Satyendra r šam cholikav ša e b šab ša m šad.o chh šaval j šay.

Satyam r šam cholikav ša e b šab ša m šad.o chh šaval j šay.

Ashok r šam cholikav ša e b šab ša m šad.o chh šaval j šay.

Parat. r šam angane thuniy ša dal hoy.

Binod r šam duarav ša e b šab ša m šad.o chh šaval j šay.

Sodhe r šam cholikav ša e b šab ša m šad.o chh šaval j šay.

Mul šayam r šam cholikav ša e b šab ša m šad.o chh šaval j šay.

Ashšƒsh r šam cholikav ša e b šab ša m šad.o chh šaval j šay.

Vidh šayak r šam cholikav ša e b šab ša m šad.o chh šaval j šay.

Bijendra r šam cholikav ša e b šab ša m šad.o chh šaval j šay.

Mah šan r šam cholikav ša e b šab ša m šad.o chh šaval j šay.

ÁShivam r šam cholikav ša e b šab ša m šad.o chh šaval j šay.

どこの男の子のアンガン（中庭）に、竹を立てますか。

どこの男の子の入口に、バーバー（おじいさん）よ、結婚式場をつくりますか。

ラームアダール（花嫁サンギータの父）のアンガンに竹を立てます。

クリシュナモーハンラーム（花嫁のいとこ）の入口に、バーバーよ、結婚式場をつくります。

ビピンラーム（花嫁のいとこ）の入口に、バーバーよ、結婚式場をつくります。

マダンラーム（花嫁のいとこ）の入口に、バーバーよ、結婚式場をつくります。

どこの男の子のアンガンに、竹を立てますか。

どこの男の子の入口に、バーバーよ、結婚式場をつくりますか。

マンラーム（花嫁の甥）の入口に、バーバーよ、結婚式場をつくります。

ラディシャーム（花嫁の甥）のアンガンに竹を立てます。

ラフルラーム（花嫁のいとこ）の入口に、バーバーよ、結婚式場をつくります。

どこの男の子のアンガンに、竹を立てますか。

どこの男の子の入口に、バーバーよ、結婚式場をつくりますか。

ヴィカースラーム（花嫁のいとこ）の入口に、バーバーよ、結婚式場をつくります。

クリシュナモーハンラームの入口に、バーバーよ、結婚式場をつくります。

ジャイラームがアンガンに竹を立てます。

ヴィカースラームの入口に、バーバーよ、結婚式場をつくります。

どこの男の子の入口に、バーバーよ、結婚式場をつくりますか。

どこの男の子のアンガンに、竹を立てますか。
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カリヤーラーム（花嫁のいとこ）の入口に、バーバーよ、結婚式場をつくります。

ゴーラクラーム（花嫁のいとこ）の入口に、バーバーよ、結婚式場をつくります。

どこの男の子のアンガンに、竹を立てますか。

サテンダルラーム（花嫁の兄オキール）の入口に、バーバーよ、結婚式場をつくります。

サトヤラーム（近所の男性の息子）の入口に、バーバーよ、結婚式場をつくります。

アショクラーム（近所の男性）の入口に、バーバーよ、結婚式場をつくります。

パラートラーム（近所の男性）がアンガンに竹を立てます

ビノードラーム（近所の男性）の入口に、バーバーよ、結婚式場をつくります。

ソーデラーム（近所の男性）の入口に、バーバーよ、結婚式場をつくります。

ムラヤムラーム（近所の男性の息子）の入口に、バーバーよ、結婚式場をつくります。

アシーシュラーム（ムラヤムの弟）の入口に、バーバーよ、結婚式場をつくります。

ヴィダヤークラーム（近所の男性の息子）の入口に、バーバーよ、結婚式場をつくります。

ビジェンドララーム（近所の男性）の入口に、バーバーよ、結婚式場をつくります。

マハーンラーム（ビジェンドラの息子）の入口に、バーバーよ、結婚式場をつくります。

シヴァムラーム（花嫁のいとこ）の入口に、バーバーよ、結婚式場をつくります。

（事例15）
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šuche tor lilarav ša e bet. šƒ m šadhur toršƒ boli.

kaise kaise bh šuli hai e bet. šƒ sudhiy ša tuh šar.

dv šare pe lagavaih ša e amm ša nebul ša ek an šar.

auro lagavaih ša e amm ša ghan basavari.

ut.hatai kai dekhih ša e amm ša ek nebul ša an šar.

auro se dekhih ša e amm ša ghan basav šari.

aise aise bh šuli hai amm ša sudhiy ša ham šar.

šuche tor lilarav ša e bet. šƒ m šadhuri toršƒ boli.

kaise kaise bh šuli hai e bet. šƒ sudhiy ša tuh šar.

dv šare pe lagavaih ša e ch šachšƒ nebula ek an šar.

auro lagavaih ša e ch šachšƒ ghan basavari.

ut.hatai kai dekhih ša e ch šachšƒ ek nebul ša ek an šar.

auro se dekhih ša e ch šachšƒ ghan basav šari.

aise aise bh šuli hai e ch šachšƒ sudhiy ša ham šar.

šuche tor lilarav ša e bet. šƒ m šadhuri tuharšƒ boli.

kaise kaise bh šuli hai e nanado sudhiy ša tuh šar.

dv šare pe lagavaih ša e bh šabhšƒ ek nebul ša an šar.

ut.hatai kai dekhih ša e bh šabhšƒ ek nebul ša ek an šar.

aise aise bh šulih ša e bh šabhšƒ sudhiy ša ham šar.

上の方に、あなたの額があります。ベーティー（娘）よ。甘くあなたは話します。

どのように、どのように、（私は）忘れますか（あなたを）、ベーティーよ。美しさを、あなたの。

入口で、育っています、アンマー（お母さん）よ。レモンと 1 つのザクロが。

そしてまた育っています、アンマーよ。たくさんの竹が。

朝に起きて見てください、アンマーよ。1 つのレモンとザクロを。

そしてまた見てください、アンマーよ。たくさんの竹を。

そのように、そのように、（私を）忘れます（あなたは）、アンマーよ。美しさを、私の。

上の方に、あなたの額があります。ベーティーよ。甘くあなたは話します。

どのように、どのように、（私は）忘れますか（あなたを）、ベーティーよ。美しさを、あなたの。

入口で、育っています、チャーチィー（父方の叔母さん）よ。レモンと 1 つのザクロが。

そしてまた育っています、チャーチィーよ。たくさんの竹が。

起きて見てください、チャーチィーよ。1 つのレモンと 1 つのザクロを。

そしてまた見てください、チャーチィーよ。たくさんの竹を。

そのように、そのように、（私を）忘れます（あなたは）、チャーチィーよ。美しさを、私の。

上の方に、あなたの額があります。ベーティーよ。甘くあなたは話します。

どのように、どのように、（私は）忘れますか、ナナド（義理の妹）よ。美しさを、あなたの。
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入口で、育っています、バービー（兄嫁）よ。1 つのレモンとザクロが。

起きて見てください、バービーよ。1 つのレモンと 1 つのザクロを。

そのように、そのように、（私を）忘れます（あなたは）、バービーよ。美しさを、私の。

（事例16）

mai tuhai barajaino b šab ša ho,jhajharai mad.uv ša jin chhav šay ša.

jhajhar mad.uv ša e b šab ša,s šuraj kai jotiy ša, goršƒ badaniy ša komhil šay.

khoravan khoravan bet.šƒ, dudhav ša pšƒyavalo ho,dahiy ša khiyavalo s šadhid šar.

ekah šu bachan n šahšƒn manal šu t šu bet. šƒ ho,bhail šu sughar bar s šath.

basav ša kat šašƒ dihanai mad.uv ša chhav šai dehanai.

私は、あなたを拒否します、バーバー（おじいさん）よ。すきまを結婚式場につくらないで。

すきまを結婚式場に（つくると）、バーバーよ。太陽の光で白い肌が焼けます。

小皿で、ベーティー（娘）よ。牛乳を飲ませます。ダヒーを食べさせます、上等のダヒーを。

（私に）少しも話さない、少しも従わない、あなたは。ベーティーよ。行きなさい、バル（美しい夫）

と一緒に。

竹を切って、マンダップをつくってください。

（事例17）



――――

mammšƒ je garajai p šap ša šage ho, bet. šƒ bhainšƒ say šan.

jab bet. šƒ rahanšƒ lad. ikapan ho, pat.i rakhanšƒ ham šar.

ab betšƒ bhainšƒ sajan joge ho, pat.i rakhalo na j šay.

sinha je garajai sinh šasan ho,megha garajai as šad.h.

ch šachšƒ je garajai ch šachšƒ šage ho, bet. šƒ bhainšƒ say šan.

jab bet. šƒ rahanšƒ lad. ikapan ho, pat.i rakhanšƒ ham šar.

ab bet. šƒ bhainšƒ sajan joge ho, pat.i rakhalo na j šay.

sinha je garajai sinh šasan ho, megha garajai as šad.h.

bh šabhšƒ je garajai bhaiy ša šage ho, nanad ša bhainšƒ say šan.

jab nanad ša rahanšƒ ladikapan ho, pat.i rakhalo na j šay.

マミー（お母さん）よ。大変、怒って言います、パパ（お父さん）が。ベーティー（娘）が大きくな

りました。

ベーティーが小さかったときに、尊敬されていました、私たちは。

今、ベーティーは、女性に（なりました）、サジャン（夫）のために。（だから）尊敬されなくなりま

した。

ライオンが、大変、怒って言います、ジャングルで。雷が大きな音をたてて鳴っています、アサール

月に。

チャーチィー（父方の叔母さん）よ。大変、怒って言います、チャチャ（父方の叔父さん）が。ベー

ティーが大きくなりました。

娘が小さかったときに、尊敬されていました、私たちは。

今、娘は、女性に（なりました）、サジャンのために。（だから）尊敬されなくなりました。

ライオンが、大変、怒って言います、ジャングルで。雷が大きな音をたてて鳴っています、アサール

月に。

バービー（兄嫁）よ。大変、怒って言います、バイヤー（兄）が。ナナド（義理の妹）が大きくなり

ました。

ナナドが小さかったときに、尊敬されていました、私たちは。

今、ナナドは、女性に（なりました）、サジャンのために。（だから）尊敬されなくなりました。

本稿では、シャーディーの 4 日目と 5 日目の儀礼について民俗歌謡を紹介した。6 日目は、マット

マンガラ（マットは「土」、マンガラは「吉兆」を意味）の日とよばれ、7 日目におこなわれるビヤ

ーフの準備に関わる一連の儀礼がおこなわれる。次回は、6 日目以降の儀礼のさいに、女性たちによ

ってうたわれた民俗歌謡を紹介したい。



――――
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〈参考資料〉

（写真 1～3）ウルド・カー・ドイヤー・ドーナー儀礼で、花嫁の親族の女性と近所の女性あわせて 5 人がウル

ド豆を洗っている。「5」はヒンドゥー教で吉兆な数字である〈写真 1〉。近所の女性たちが事例11～12の歌をうた

う。右端の食器に入ったウルド豆は黒い皮がとれて白くなっている〈写真 2〉。洗ったウルド豆と小麦粉、香辛料

を混ぜ、水でこねたものを丸めて、乾かしていく。それを、7 日目に花婿一行がきたときにふるまう〈写真 3〉。

〈写真 1〉 〈写真 2〉

〈写真 3〉



――――

（写真 4～7）マンダップ・ウタルナー儀礼で、まず、マンダップ（結婚式場）の結婚の柱をたてる。マンダッ

プの中央に、花嫁と親族の男性あわせて 5 人が穴をあける〈写真 4〉。親族の男性たちが中央、四隅とその間の部

分あわせて 9 カ所に穴をあけ、竹を立てていく〈写真 5〉。近所の女性たちが作業を見守りながら、事例13～17の
歌をうたう〈写真 6〉。マンダップの上の部分に萱を組み合わせた屋根をとりつける〈写真 7〉。

〈写真 4〉 〈写真 5〉

〈写真 6〉 〈写真 7〉


