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ulka : A Less Known Term for Woman’s Property and Dharma stra 

Dr.Anagha Joshi 

Assistant Professor, 

Centre of Advanced Study in Sanskrit, 

Savitribai Phule Pune University, Pune 

411007(INDIA) 

The term ulka has been used in Dharma stra sometimes in connection with the sura form 
of marriage and sometimes to signify a form of woman’s property i.e. str dhana. The word 
str dhana is constituted of two words namely, str  and dhana. They are connected by the 
relationship between possessor and the object possessed. The word str dhana in its 
etymological sense expresses the idea of wealth or property belonging to a woman. Though the 
term has been used by Dharma strak ras the germ of the concept of women’s personal 
property may be traced back to Vedic literature. K ty yana (400-600 A.D) for the first time 
attempts to define ulka as गृहोपस्करवाह्यानाां दोह्याभरणकिर्मणाम् । मूल्यां लब्धां तु यत् ककिचचु्छ ल्कां तत् पररकीमर्तित् ॥ Here, 

the description of ulka as the price of the household gear and other necessaries may 
reasonably be explained as the specific purpose of accepting it for the establishment of the 
newly married couple. This wealth is to be owned by the maiden and should be treated as a 
token of honour to the maiden. According to Sm ticandrik , she alone is entitled to enjoy it 
and the husband is not entitled to enjoy it except in the case of distress. In this paper an 
attempt is made to understand and explain the concept of ulka as woman’s property. The 
Paper is divided into following heads:  
i. Introduction
ii. The Concept of Woman’s Property i.e str dhana and Dharma stra 
iii. ulka as Woman’s Property and Dharma stra 
iv. Observations
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　日本とインドは2011年に包括的経済協定（EPA）を締結している。その枠組みの中で、看護

師・介護士の受入も検討対象となっており、将来的にインドからの受入の可能性がある。本報告

は、看護師・介護士需要の高い日本と、これらの供給側であるインドの関係性を考える上で新た

な知見を提供するものである。
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Wartime Sinhalese (in Sri Lanka): Continuity and change of their ethnic consciousness from 
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Sport for development and peace (SDP) organizations and the sustainable development goals (SDGs) 
of Nepal

Jeet Sapkota

University of Tsukuba 

The potential of sports to contribute to development and peace, especially in 
disadvantaged and highly fractionalized areas is already established in the literature (e.g., 
Schulenkorf and Sugden 2011). Consequently, several United Nations’ Resolutions have been 
passed by its General Assembly and numerous international, national as well as local efforts 
have been made aiming to optimize the use of sports to achieve international development 
goals, especially the United Nations’ Millennium Development Goals (MDGs) before 2015 and 
the Sustainable Development Goals (SDGs) after 2015 to 2030. Consequently, there is 
growing empirical evidence of sport’s positive impacts on socioeconomic development and 
some progress in theorizing sport as a vehicle for social change. It led a rapid growth of Sport 
for Development and Peace (SDP) organizations indicating great potential of the SDP sector 
that can play a significant role in achieving sustainable development goals (SDGs), 
particularly in the least developed countries (LDCs). However, local SDP organizations and 
related government policies in LDCs have rarely been studied, and to the author’s knowledge, 
there have been no studies conducted focusing on Nepal so far. Given the post-conflict 
situation of the multi-ethnic country struggling even for the basic level of human development 
together with the theoretical claim and empirical evidence of sport’s potential contribution on 
peace and development, it is worthwhile to examine the SDP sector in the context of its 
potential usefulness to policymakers as well as development practitioners.  

Therefore, this paper explores the grassroots SDP organizations in Nepal and their 
potential contribution to peace and development of the nation. The national nongovernmental 
organizations (NGOs) data is gathered from the NGOs database of the Social Welfare Council 
(SWC) of Nepal, and the national SDGs framework and other policy documents are reviewed 
thoroughly. The results show that ‘Youth and Sport’ related NGOs are proliferating since 1990, 
increasing from 157 to 3,799 in 2000, and recently reaching 11,886 in July 2017. These NGOs 
contribute to the achievement of SDGs in many ways, such as helping grassroots 
participation, boost social capital, reaching remote areas where the government cannot reach, 
and empowering women and other socially disadvantaged groups. However, the government 
has had no independent and organized SDP policy so far, and the related policies reviewed in 
the several policy documents are also not well linked with the national SDG framework and 
remain far apart from the global SDP movement. To develop a well-functioning SDP sector in 
countries like Nepal, we suggest further exploration of the ‘Youth and Sport’ NGOs to 
understand the ground reality of these ever-escalating number of grassroots NGOs. 
Developing a comprehensive, independent national SDP policy that accelerates the 
achievement of SDGs in Nepal is also intrinsically valuable. 
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Memories of The Second World War and Tourism Industry in North East India: Community’s 
Way of Narrating War Experience 

Haruna Watabe  

University of Delhi 

The aim of this paper is to examine how the Nagas narrate their experience during the 
Second World War, and the process of war tourism emerging in Nagaland and Manipur. The 
Nagas inhabit in North-eastern part of India such as Assam, Nagaland, Manipur, Arunachal 
Pradesh, and India-Burma border. During the Second World War, fierce battles took place in 
both Nagaland and Manipur, and the Nagas were heavily involved in the war. It is referred as 
“The Imphal invasion” in Japanese history, where the Japanese and the Allied forces fought in 
the region. Although the Nagas were dragged into outsider’s war, they were rarely mentioned 
in any books published by Japanese veterans. On the other hand, many stories about the 
Japanese soldiers are told among the Nagas. Recently, the growing touristic interest for the 
region has led some villagers to not only speak of, but present their stories in other ways, such 
as constructing private museums and monuments. This phenomenon may indicate that the 
interest towards the war from the outside has shaped the Nagas understanding of their 
experience in a certain way. Hence, this paper will consider the Nagas attitude towards the 
past, and how the past experience is shaped or modified in the present society. 
As many historians have pointed out, histories inevitably speak to and of the present. The 
Nagas narratives concerning the war may contradict or differ from time to time, and some 
narratives have a potential to omit complex social issues. Therefore, the war experience is 
narrated and being modified in the present, and this process creates “new” narratives. In 
addition, several factors such as interviewers themselves (gender, age and nationality), types 
of listeners, and political situations may affect to form the patterns of storytelling. For 
example, privately owned stone monument in Manipur has a Japanese inscription, which 
shows that the purpose of constructing the monument is not only limited for the village, but 
also for visitors, especially the Japanese.  
Globally, preserving the war experience is regarded as an urgent matter. Therefore, to collect 
narratives from those who experienced the war has a significant meaning. This paper will 
encourage us to consider the meaning of preserving war memories, and to understand the 
background of the narratives. Furthermore, it will examine the tourism industry in the region 
which could explain the formation of their narratives. This attempt will show us a different 
aspect of the Second World War in Northeast India, which has not been focused by the 
Japanese. As a result, this gives not only a broad view on the history of contemporary Naga 
society, but also an understanding of the war from the perspective of the Nagas. 
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The Law Related to the Sexual Minorities in Pakistan: 
Contradiction between ideal and reality 

Liu Gaoli Kyoto 

University 

Pakistani law is based upon the legal system of British India; thus, ultimately on 
the common law of England and Wales. On the other hand, Islamic Sharia law is 
also incorporated into Pakistani law, as well as a system of law employing 
traditional methods persists at the local level. Both common law and Islamic law 
influenced the country's judicial development and people’s views. Since 2009, the 
supreme court of Pakistan gave a judgment of protecting the transgender rights 
and ordered the National Database Registration authority to issue the legal ID 
card on transgender identity. Following the order, each province of Pakistan has 
made its own legislation and provincial rules on transgender protection as an 
active response. Most recently, in March 2018 the Senate approved a bill of 
empowering transgender to determine own gender identity. Meanwhile, some 
Islamic leaders also made voice admitting transgender rights from religious 
aspects. The legal environment for the transgender people seems friendly and 
fulfilled the ideal of the human rights protectors. But, the sexual minority group 
claimed that they had not benefited from the laws. They want real rights. Their 
voice was listened by the OHCHR in 2017. A local representative made the first 
ever shadow report of Pakistan under the International Human Rights Law 
system. 
   This paper makes a summary on the series developed laws and rules in 
Pakistan since 2009 related to the sexual minorities and compares it with the 
rights requested from the local community thus suggested by the UN OHCHR. It 
examined the contradiction between the real legal situation and the ideal of the 
local community, as well as the contradiction between the local interest on 
protecting transgender with the protection of human rights of sexual minorities 
under the interest of International law. 
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パキスタンにおける障害の開発協力へのメインストリーム：当事者の声を反映して
Mainstreaming disability into development cooperation: Learning from the voice of disabled people



インド州政府の産業政策：政治経済学的分析
Industrialization Policy by Indian State Governments: A Political Economy Explanation
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Armed Conflict and the Peace Process in Nepal

Purna Bahadur Karki, Ph.D. Post-doctoral 

research Fellow Institute of Global Studies, 

  Tokyo university of Foreign Studies 
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Temple Tanks and Sanitation: Analysing Colonial Urban Policies of Varanasi

Mahesh Madhav Gogate 

Asian and African Area Studies, Kyoto University 

    Varanasi, one of the age-old cities of India once had a huge network of interconnected temple 

tanks and ponds with streams and river Ga g . For the ages, these water tanks are eulogized as 

sacred water places and considered as an integral part of the social, cultural and religious activities. 

The city came under the direct colonial administration in 1794 and predominantly thereafter 

the temple tanks and ponds were strategically reshaped, filled in and converted into public spaces 

such as roads and parks. This paper argues that colonial urban policies marked the decline of these 

ancient water reservoir system. The colonial urban policy of the ‘dry city’ dominated the city planning. 

    This paper mainly draws references from the topographical map prepared by James Prinsep, 

a British officer stationed at Varanasi. Prinsep published the map of the city in 1822 and mapped the 

numerous temple tanks and ponds along with temples and main streets. This research study mainly 

analysed the James Prinsep’s map of 1822 and map of 1914 and compared it with the satellite 

imagery and field observations conducted in 2016 and 2017.The Geographical Information System 

(GIS) tools were used to map and calculate the existing water bodies. This exercise revealed that 

many titled and untitled water tanks are completely vanished in last two hundred years. These 

findings are important and explains the urgency for further comprehensive research of sacred water 

bodies.  

    This paper specifically addresses a gap in the literature concerning the decline of sacred water 

bodies and explored the colonial discourse which had significant impact on the urban planning. The 

paper analyses the history of the emergence of municipal bodies, colonial discourses of 

sanitation and safety, centralization of natural resources, urban transformation and its impact on 

surface water bodies in Varanasi. 
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Inscriptions on Large Objects  
as a Source for the History of Bihar and Bengal of the P la Years (9-12th centuries) 

Alexander Stolyarov
a) Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences

b) Russian State University for the Humanities

The whole set of North Indian Early Mediaeval Inscriptions may be roughly divided into three groups: a) 

land grants written mainly on copper plates or partly on stones, b) inscriptions on large objects, and c) 

inscriptions on small objects. While land grants may be regarded as a separate group with its own 

properties, it is not easy sometimes to tell the difference between inscriptions on large and small objects. 

However, inscriptions written on rocks or stones as well as on columns, stelas, details of architecture, 

etc., may be named as the inscriptions on small objects. 

There are 30 inscriptions on large objects discovered at present that mention the name of a certain P la 

ruler, and their number is steadily growing from decade to decade. 

These 30 inscriptions dating from the beginning of the 9th till the second half of the 12th centuries 

are distributed on vast areas of modern Indian states Bihar, West Bengal, and also Bangladesh.  

Being in their essence texts written by feudatories like medium rulers, ministers, army 

commanders, etc., of by some communities like monks or merchants, they carry valuable pieces of 

information regarding the social, economic, and religious position of persons described, their 

surroundings and interrelations. 

So, it is possible to divide them by centuries, by regions of concentration, by social and religious 

affiliation, etc. 

The peculiarities of spatial and temporal distribution of these inscriptions under study as well as their social, 

economic, and religious meaning are to be discussed in this presentation. 
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Kinship as Fiction: Exploring the Dynamism of Intimate Relationships in India 

Chair 

Yoko Taguchi, Hitotsubashi University 

Presenters 

Anindita Majumdar, Indian Institute of Technology-Hyderabad 

Yoko Taguchi, Hitotsubashi University 

Chihiro Nakayashiki, Kyoto University 

Yumiko Tokita-Tanabe, The National Museum of Ethnology 

Discussant 

Mizuho Matsuo, The National Museum of Ethnology 

This panel aims to explore the idea of kinship as ‘fiction’ through ethnographic analysis of intimate 

relationships in India. Focusing on ‘fiction’, we look into how particular fictions are narrated and enacted 

within the constraints of reality, and how reality is in turn generated by fiction in the context of kin and 

other intimate relationships.  

   This panel invokes both classical and contemporary studies of kinship since the essential 

question of what kinship is has returned to anthropology with a newfound vigour. Studies of South Asian 

kinship, including the structuralist formulations of Louis Dumont and the transactional relations 

explicated by McKim Marriott, have inspired anthropological theories in general. As Janet Carsten 

discusses, anthropology of kinship has come to discover broader forms of ‘relatedness’, reconsidering the 

established binary of nature and culture, or the biological and the social. Relatedness has gained 

renewed interest also in South Asia, beyond the traditional caste hierarchy, including relations 

mediated by science and technology such as blood donation, organ transplants, and surrogate 

motherhood. In short, the concept of relatedness enables us to see more dynamic and processual aspects of 

kinship. 

To further contribute to this field, this panel investigates kinship as fiction. In classical 

anthropological theory, kinship was synonymous with the taken-for-granted biological relatives. 

In this vein, relations in the form of ritualized cohorts, friends, or mimicked blood ties were 

considered ‘fictive’ in opposition to a ‘real’ biological standard. Over time, however, fictive kin have 

become ‘real’ in different ways. In Kath Weston’s privileging of ‘kinship by choice’ amongst LGBTQ 

communities, or in Carol Stack’s understanding of neighbourhood ties amongst African-American 

women, the new kinship studies seek to re-engage with kin from the standpoint of ‘fictions’ that 

generate reality.  

Engaging with transnational commercial surrogacy, middle-class householding in Mumbai, 

Tibetan relatedness in Spiti Valley, and relationships of care in Odisha, the panel attempts to contribute 

to existing scholarship on kinship by examining the role of fiction and narrative in intimate relationships. 

(Co-authored by all the panel presenters)  
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Of the fictionalised real:
Parentage in disputed commercial surrogacy cases between India and foreign countries 

Anindita Majumdar 

Indian Institute of Technology-Hyderabad 

This paper begins with the problem of de-recognition of children born through commercial gestational 

surrogacy in India to foreign couples—and the ‘manufactured’ parentage that legitimizes their 

nationality, and identity. The focus is on two cases in particular: Japanese Baby Manji who was unable 

to travel back to Japan due to the complex laws there regarding surrogacy and parenthood; and the 

German Balaz Twins who were restricted from travelling to Germany due to the ban on commercial 

surrogacy.  

Juxtaposed with ethnographic data from India amongst foreign and Indian couples, the aim is to 

reflect on how kinship occupies a fraught terrain of choreographed relationships that are created for the 

sole purpose of legality and identity. In this process kinning’ often involves deliberate misrecognition, 

in order to mimic kinship in its ‘idealised’ form. Here, I suggest that such a process is different from 

the one pursued in transnational and domestic adoption, as documented by Signe Howell, in the fleeting 

temporality that these relationships cling to. I explore the role of the ‘mother’, ‘father’ and ‘surrogate’ in 

the elaboration of kinship as fiction, and vice versa. 

The fiction of ‘fluid nuclear units’:
Domestic workers and middle-class householding in Mumbai 

Yoko Taguchi 

Hitotsubashi University 

This paper discusses contemporary middle-class householding in Mumbai, focusing on domestic 

work and the fiction of the nuclear family. Householding refers to the active creation and maintenance of 

the site of life, not restricted to family through marriage and biological relation.  

David Schneider’s depiction of American kinship as a symbolic system of code  and 

substance  highlighted cultural differences regarding kinship, and this was extended through the idea of 

inseparable substance-code  in Indian kinship. However, as this idea traveled from the USA to India to 

Melanesia to global reproductive technologies, the focus increasingly became the transaction of bodily 

substances. Indeed, the real-ness of this ‘hard’ biological substance, the main criticism raised by this 

line of anthropological kinship studies, has reemerged with the development of technologically-

mediated kinship studies. Meanwhile, the 
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sharing, maintenance, and creation of substance-codes seems relegated to the softer side, along with 

shared time, memories, and imagination. 

This paper, therefore, extends the idea of substance-code in classic Indian kinship studies 

and looks at the more mundane but equally essential formation of relatedness through 

householding. Studies on the global movement of domestic workers and the subsequent 

reconfiguration of householding urge us to think beyond the modern social imaginary of the 

nuclear family. Nevertheless, this imaginary of the nuclear family retains real significance, often 

serving as people’s motivation to try out different kinds of householding and thus causing the 

above-mentioned changes. To address this phenomenon, this paper employs the idea of fiction as a 

narrative form of the social imaginary. The way we imagine, narrate, and create fictions are constrained 

by reality, but we also generate reality by creating fictions within the constraints. Focusing on one 

Mumbai household, this paper investigates how domestic workers and the nonconventional relations of 

family and in-laws are mobilized around what an informant calls “fluid nuclear units.” It thereby 

examines the pursuit and creation of a particular nuclear family fiction. 

Doubting kinship: 
A case of kinship among Tibetan people in North India 

Chihiro Nakayashiki 

Kyoto University 

This paper aims to clarify how people in Tibetan society in North India recognize their own kinship 

relationships and are affected by the tactically-created kinship through examining the concepts of 

‘fiction’ and ‘reality’. 

In Spiti valley, there is a category of kinship, called nirin , which is different from 

genealogical ties, but is created through relatedness in people’s daily lives. Nirin  are kindred in nature 

recognized through both patrilineal and matrilineal lines by ego and also including affinities of an 

especially close relationship. In the election campaigns, however, party members decide tactically 

who they call nirin and try to behave as if they have been nirin . Those who have genealogical ties but 

aren’t usually recognized as nirin  are called nirin  and receive pressure from party members. In this case, 

they doubt their relationship as being nirin . Conversely, people sometimes recognize their friends or 

neighbors as real nirin . In short, people ascertain whether their relationship is doubtful or not. 

Nevertheless, the nirin  being doubted sometimes affects people’s voting behavior. In other words, the 

fiction of nirin , in which nirin should help each other in any difficult situation, shapes people’s reality.  

This paper tries to show that the phenomenon which is mentioned above cannot be understood by the 

concepts of tactics and morality in kinship studies which are related to the 
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level of the motive. It is necessary to understand the phenomenon by the concept of fiction. This paper 

tries to think about ‘fiction’ and ‘reality’ as forms of recognition of kinship for local people. This way of 

understanding the concept of fiction is different from the one in fictive kinship studies. 

A house of one’s own: 
Fiction of new kinship narratives in emerging opportunities for women in rurban Odisha 

Yumiko Tokita-Tanabe 

The National Museum of Ethnology 

This paper examines how new narratives on kinship in rurban areas of coastal Odisha generate 

conditions that enable women to buy and build their own houses, hitherto an unimaginable feat 

under patrilineal, virilocal norms of the region. By ‘rurban’, I refer to newly developing residential areas 

which are spatially located in-between rural and urban zones. In such areas, we find hybrid sets of 

values that combine village and city aspects. Rurban residents do not have to contend with 

imposing extended families or blatant caste discrimination as they would in villages where everyone 

knows each other. At the same time, they are not faced with alienation and loneliness of city life 

where people are indifferent towards their neighbours. Rurban residents maintain a mutually 

understood, comfortable distance with each other. It is precisely this novel relationship between people 

which allows women to exercise agency that counters patriarchal, patrilineal, virilocal 

conventions. Availability of educational and employment opportunities nearby, as well as affordable 

land prices and building costs also make it easier for rurban women to buy property and build houses 

close to their natal homes. Moreover, what is significant about the rurban area in my study is that it is not 

only the well-educated middle class women who take advantage of the new openings. Poorer women 

without much education are also able to exercise agency in returning to live where they were born and 

brought up. Hence there is a wide range of women from different socio-economic backgrounds who do not 

act according to the traditional kinship norms and conventions. Breaking these conventions involves 

fiction of new narratives about ideal kin and human relationships that justify the women’s actions. This 

paper explores the mutual construction and affirmation between such narratives and the lived 

realities of kinship and intimate relationships. 
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日本南アジア学会 30 周年記念シンポジウム(金沢開催)

	「ヒンドゥイズム再考：時代を超えた変動とその余白」	

司会

井田	 克征（龍谷大学/人間文化研究機構） 
小川	 道大（金沢大学）

報告者

高島	 淳（東京外国語大学）

山畑	 倫志（北海道科学大学）

小倉	 智史（東京外国語大学）

澁谷	 俊樹（横浜市立大学非常勤講師）

足立	 享祐（東京大学）

コメンテータ

舟橋	 健太（龍谷大学）

[趣旨] 
ヒンドゥー原理主義者が主張する、統一的で高潔なヒンドゥーの伝統は空想でしかなく、ヒン

ドゥイズムの概念自体が近代化の中で構築されたものであることは、すでに繰り返し指摘されて

きた。長期のインドの歴史の中でみえてくるヒンドゥーの伝統は、地域によって、時代によって、

場面によって異なり、一つの概念に収れんするものではなかった。イスラーム教やジャイナ教な

ど他宗教を時に取り込み、時に排除し、時に競い、その関係が固定化されることはなかった。近

世期にはムガルの平和の中でムガル宮廷や 18世紀の後継国家の宮廷の間で人的交流がみられ、ヒ
ンドゥーの伝統が広域で共有された。ヒンドゥーの伝統が近代においてより恣意的に、より鋭く

共有される中でヒンドゥイズムの思想が生まれたわけであるが、これもまた一つの動きに過ぎず、

インドの分離独立の現場においてさえ、凝集性をもつヒンドゥー集団やムスリム集団という意識

が顕在化しない言説は存在したのである。すなわち中世、近世、近代という時代を超えてヒンド

ゥーの伝統はたえず変化して全インドに普遍的に共有されることはなく、それと同時に常に他宗

教や多文化を受容する余白を内包していたのである。本シンポジウムでは前植民地期・植民地期

といった時代区分を超えて、インドの様々な地域・時代を取り上げて、ヒンドゥーの伝統の可変

性や余白を包含しうる柔軟性を通時的に示す。
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ヒンドゥー教とは？

高島	 淳

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所

ヒンドゥー原理主義者は hindutva という言葉でヒンドゥー教を言い換えているが、その定義は
概念的なものではなく、インドにおいて生まれた宗教として、ヒンドゥー教の他に仏教、ジャイ

ナ教、シク教を含むものとしている。彼らはそれを sanātanadharma（古来永遠の宗教[法]）と
呼んでいるが、宗教学の立場から見るとき、このような考え方はまったく認めることができない。

宗教学的な観点からは、ヴェーダ以来の伝統に基づくバラモン教に対する革新がヒンドゥー教

であると、断絶を強調する視点が一般的である。ルイ・デュモンはこのような断絶の中心的契機

を「現世外個人」として理解しようとした。具体的にはサンニヤーシン（現世放棄者）のことで

あるが、「現世内人間」が相互依存的な関係性の共同体に取り込まれて個人性や主体性を持ち得な

いのに対して、一挙に世捨て人になることによって現世を外から見る超越的な視点を獲得し、ウ

パニシャッドの哲人やブッダのように新たな宗教的地平を切り開くことができるのである。

このような現世外個人の視点からは、現世のあり方は輪廻と業の原理に基づいて流転を繰り返

す儚いものとして捉えられ、そこからの解脱を目指す運動として仏教やジャイナ教やヒンドゥー

教が展開していくが、それらは現世的な社会秩序を何らかの形で越えようとして多種多様な革新

的宗教運動を生み出していくことになる。

狭義のヒンドゥー教については、バクティとタントリズムという二つの側面から見ることがで

きる。文献的に古いものとしては『バガヴァット・ギーター』の教えが行為自体ではなく行為の

結果の否定という弱められた現世放棄としてのバクティを説いており、現世放棄というラディカ

ルな教えを弱めることで保守的な立場にも受け入れられる形を与えることとなった。しかしバク

ティの本当のあり方は熱情的なもので、絶対者への愛によって現世を超越することを目指し、究

極的な形としては一切の社会秩序すら超越することになるが、現実にはカーストの超越などは巡

礼のような高揚の瞬間においてのみ現れることになる。

タントリズムは、解脱を探求することが自己（アートマン）の主体性の放棄として行なわれる

なら、そうした探求の結果としてのブラフマンは一切の主体性を欠いているが故に死体に等しい

ものであるとしてそうした絶対者を拒否し、完全なる知と行為の主体としての人格的絶対神こそ

が究極の存在であるとしてその存在との一体化を追求する宗教運動と言える。したがって絶対神

に対するバクティ的信仰を持つ点ではバクティと共通であるが、タントリズムにおいては神と一

体化しようとするのが異なる。タントリズムの絶対者は浄不浄の対立を越える存在であってそう

した存在との一体化を目指すことは本質的には社会秩序を越えることになるが、それを実践する

のはごく少数で、多くの場合は象徴的な形あるいは外見を取り繕う形で行なわれることになる。

また一部ではスーフィズムとごく親しい形の現れを取るものもある。

バクティもタントリズムも究極のところは少数のエリートしか追求できないものであるので、

こうした理念形を中心に述べることは現実態の無視と思われるかもしれないが、人が輪廻する世

界では究極の理想を今の生で絶対に追求する必要はなく、心に理想を懐きつつ現世においては社

会秩序に妥協しながら暮らすことができるように様々な儀礼などが用意されているのである。
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中世ジャイナ教における聖地信仰の形成

山畑倫志

北海道科学大学

現在、北インド西部の代表的なジャイナ教聖地としてはギルナール山やシャトルンジャヤ山、

アーブー山があるが、これらの聖地の主要寺院は 11～12世紀以降に建立されたものが多い。一方、
同時期の当該地域の文学作品の特徴として、古グジャラート語などの地域言語使用の活発化、ラ

ーソーをはじめとした新たな文学の流行、そして聖地を称揚する聖地文学の登場があげられる。

聖地文学が登場するまでのジャイナ教文学の動向を見ると、5世紀ごろから 12世紀ごろまで、
ジャイナ教の教義上の重要人物とされる 63 偉人の伝記からなるチャリタ文学が多く書かれてい
る。チャリタ文学は偉人の伝記に様々な要素が付加され、また技巧的にも洗練されていく。12世
紀にはチャリタ文学を著す言語としてマハーラーシュトラ語、サンスクリット語およびアパブラ

ンシャ語が列挙され、修辞や韻律についても整備が進む。

ジャイナ教の祖師たちを除けば、その偉人たちの中でも詳細な記述があるのは、ラーマとクリ

シュナである。チャリタ文学が多く作成された背景には、ラーマ信仰やクリシュナ信仰に対する

ジャイナ教の立場からの対応という側面があるものと思われる。そのため、『パウマ（＝ラーマ）

チャリウ』やクリシュナ物語が大部分を占める『リッタネーミ（＝第 22祖師ネーミナータ、クリ
シュナの従兄弟）チャリウ』のような作品が多く著される。

一方、チャリタ文学が成熟する 12 世紀にはラーソーやバーラマーサーといった新しい文学形
式が登場する。ジャイナ教の聖地文学はその一つであるラーソー文学に含まれる。新しく現れた

文学ではチャリタ文学と比較して主題が限定的になり、ラーマやクリシュナの伝記全体を扱うこ

とはなくなる。偉人伝の体裁をとりながらも多様な要素を包み込んでいたチャリタ文学から聖地

称揚や男女の別れのような明確な主題を前面に出すようになる。また、それらの作品は多くが古

グジャラート語で書かれたため、それまでの文学作品とは言語面でも一線を画する。聖地文学は

ジャイナ教文学の蓄積の上に新たな文学が生みだされた大きな変化の中で生じてきた。

聖地信仰の視点に立ち戻ると、ジャイナ教の聖地信仰の伝統はあまり古い時代に遡ることはで

きない。冒頭にあげた聖地は主に祖師の寺院から構成されるが、現在見られる寺院の建立は聖地

文学の登場と同時期である。ギルナール山はジャイナ教聖典にも祖師ネーミナータと関連付けた

言及が見られるが、ネーミナータ寺院の建立は 12世紀である。シャトルンジャヤ山は現在では祖
師リシャバと強く関連付けられているが、その関係も 11世紀より以前の文献は確認できない。非
ジャイナ教のヒンドゥーの伝統ではさらに以前より聖地巡礼の習慣があったと考えられるが、そ

れをジャイナ教徒たちも採用し、聖地の実質化ともいうべき方向に向かった理由は判然としない。 
ただ、この時期はグジャラート・ラージャスターン地域が政治的に大きな変化を被った時期に

当たる。そのためジャイナ教団や信徒集団にも少なくない影響があったと推測されるが、それを

直接的に示す記述は当時の文献には見られない。そこで本発表では文学形式の変化と聖地の実質

化という二つの事象をジャイナ教共同体の変質という視点と関連させて論じていく。
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近代以前の「ヒンドゥー」をめぐる自己・他者認識 

小倉智史

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所

ウィルフレッド・キャントウェル・スミスの『宗教の意味と目的』を端緒として、ポストコロ

ニアル研究の潮流の中で、「ヒンドゥー教」概念は植民地期に西欧世界との接触によって構築され

たものである、という議論が展開されている。他方サンスクリット学や歴史学の分野からは、近

代以前にも「ヒンドゥー教」につながる概念はインドの人々の間に存在したという主張がなされ

ている。議論の争点となるのは、大要以下の 3点である。1) 近代以前の「ヒンドゥー」の自己・

他者認識、2) ヒンドゥー教として括られる信仰や実践の多元性・雑種性、3) 近代的な宗教概念を

南アジアの宗教現象に適用することの妥当性。本発表はこのうち 1) に注目し、近代以前の「ヒン

ドゥー」をめぐる自己・他者認識を扱う。

前近代のヒンドゥー教徒自身によって「ヒンドゥー」という語が用いられる場合、「ヒンドゥー」

はインド土着の人間と外来者を区別するものでしかなく、信仰集団としての意味を持たない、と

いうのが「ヒンドゥー教」が英領期に構築されたものであるというのがポストコロニアリストの

立場である。確かに外来者と区別される土着の人間として「ヒンドゥー」が用いられる例は多い。

しかし 15世紀カシミールのサンスクリット年代記において、火葬する慣習を持つ、牛を屠畜し

ない、年中儀礼を順守する伝統を保持している人々を指すものとして「ヒンドゥー」が用いられ、

死者を土葬するなどイスラームの信仰を実践するムスリムと対置されている。「ヒンドゥー」とム

スリムの違いを説明するために用いられているのは哲学を意味する「ダルシャナ」である（ここ

では「世界観」程度の意味であろう）。また 16 世紀ベンガルのヴィシュヌ教文学作品の中では、

「ヒンドゥー」に対して「ダルマ」の語が後接し、イスラームと対置される用例がある。このよ

うな例においては、「ヒンドゥー」は信仰集団と捉える方がより妥当である。これらの文献を編纂

した「ヒンドゥー」たちは、自分たちすなわち「ヒンドゥー」を信仰集団と捉える面もあった。

他方、16 世紀にムガル宮廷で編纂されたペルシア語文献においては、「ヒンドゥー（複数形フ

ヌード）」という語に、「宗教」を意味する「ディーン」「ミッラ」、「宗派」を意味する「マズハブ」

が結びつく用例が頻出する。「ディーン」「ミッラ」「マズハブ」はイスラームやキリスト教、ユダ

ヤ教やゾロアスター教など、宗教一般に対して用いられる用語である。更に、「ヒンドゥー」は仏

教と対立する信仰を持った集団であるという記述も見られ、単にインドの人々全体の宗教として

「ヒンドゥー」を用いていたわけではないことが分かる（ただしジャイナ教と「ヒンドゥー」と

の関係は微妙である）。

これらの例から分かる点は、近代以前に信仰集団として「ヒンドゥー」を理解していたり、あ

るいはアイデンティティを持っていた者たちは、多くの場合多言語を駆使するポリグロットだっ

たということである。また、土着の「ヒンドゥー」のイスラームへの改宗も、現地人と外来者と

いう分類に改宗されない「ヒンドゥー」とムスリムの差異への理解を「ヒンドゥー」自身に促し

た。
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19 世紀の「ヒンドゥイズム」から後景化されたもの―ベンガルの祭祀から 

澁谷俊樹

横浜市立大学非常勤講師

	 ベンガルのガジョン祭祀は今日、歴史や起源に関して、「ヒンドゥイズム」とは区別された諸概

念で語られることが多い。第一に、担い手となる人々は、非アーリヤの指定カーストやトライブ

であり、第二に、自傷行為を伴う儀礼を裏付けるようなシャーストラやヒンドゥー神話は存在し

ないからであるという。しかし本報告は、これら二点は、19世紀コルカタの歴史のなかで構築さ
れた側面があることを論じる。

	 ガジョン祭祀はシヴァ神を祀る新年の行事としてベンガル地方で知られ、棘のある植物や刃物

の上を転がり、皮下や舌に太い針金などを貫通させる自傷行為を伴う。最終日には縄に結ばれた

2本の鉄鉤を信徒の背中に突き刺し、「チョロク」と呼ばれる構造物から信徒を吊るして観衆の頭
上を旋回させる儀礼がしばしば行われる。英領インド期、これらの自傷行為がインド内外から批

判を招き、1865年に法律で禁止されるに至った。 
英領期にはインド内外から様々に批判された「現地人の慣習」があり、それが結果的にイギリ

スによる支配の正当化に利用されたことが知られる。寡婦殉死、いわゆる「サティー」をめぐっ

ては、高カーストや上流階級の間でも自らの慣習として擁護する立場が見られた。これに比べる

とガジョンの場合、運営はともかくとして儀礼の担い手には低カーストが多かったため、擁護す

るエリートも少ないという状況が生じた。他方では、ヒンドゥー改革派もヒンドゥー保守派も、

典拠たりうるテクストがあるか否かによって慣習を批判し、あるいは擁護しようとしたことが知

られる。つまりヒンドゥー保守派といえども、根拠たりうる聖典に基づくものこそが正統なヒン

ドゥイズムであるという、キリスト教的な「宗教」観の影響を免れなかったのである。ガジョン

については、19世紀前半には僅かとはいえ一部のベンガル人に語られていた典拠が、禁止法が成
立する時代にかけて語られなくなるということが起こった。わけてもその自傷行為は、ヒンドゥ

イズムの本来の発祥地とされたインド北西部には普及せず、典拠となるシャーストラのない、低

カーストによる捏造とみなされた。この点は南アジア南部の鉤吊についても同様である。

インド大反乱の鎮圧後、ヴィクトリア女王は宣言のなかで宗教祭典への非介入を公言したが、

その僅か数年後にこの祭典の自傷行為が禁止されるに至ったわけである。その主要な背景には、

19 世紀初頭以降の宣教師たちによる、「現地人の慣習」への必要以上の介入を渋る統治行政への
働きかけと、ガジョンのパトロンであったベンガルの地主やエリート層に対して行ってきた批判

や交渉がある。すなわち、批判を受けたエリートたちの多くは、彼らの間でも議論が進展する過

程で、禁止法が成立するまでに、ガジョンから次第に手を引いていったのである。

本報告には、19世紀の変動のなかで形成されつつあった「ヒンドゥイズム」が一枚岩であった
とか、批判を受けるまで、ガジョンがインド人エリート層の誰から見ても「ヒンドゥイズム」に

含まれていたと論じる意図はない。今日「なきもの」として語られる、ガジョンの担い手と高カ

ーストやエリート層との関わりや、テクストへの言及が、短期間とはいえ、19世紀前半には見ら
れたということを指摘する。ガジョンは単純な「低カーストの文化」ではなかった。ガジョンを

担う「低カースト」は、「高カースト」や「エリート」と、平行して交わらなかったわけではない

のである。
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ヒンドゥーイズムとコミュナリズム  ～Bhīshm Sāhnī  “Āj ke atīt  ”に見る分断の経験～ 

足立享祐  

（東京大学附属図書館アジア研究図書館上廣倫理財団寄付研究部門） 

                   

 本報告では、ヒンディー文学者、ビーシュム・サーへニー(1905-2003)の自伝である『今日の過去 Āj ke atīt』を題材として、

彼の辿った人生と重ね合わせながら、コミュナリズムとナショナリズムの昂揚の中でヒンドゥーイズム、そして南アジアにおい

て宗教が持つ意味について再考する手がかりを得ることを目的とする。 

 ビーシュム・サーへニーは、1915 年、英領インド・パンジャーブ州ラーワルピンディー（現パーキスターン領)に生まれた。

居住区住民の大半がムスリムでありながら、ヒンドゥー、スィクも共存するパンジャーブという歴史社会的環境下、サーヘニ

ーはヒンドゥー復古的改革派であり、シュッディ・サンガタン運動を展開していたアーリヤ・サマージの敬虔な会員の家庭に

生まれ、グルクルそして後には DAV スクールで教育を受け、育っていった。 

 インド独立運動の中、ビーシュム・サーへニーは国民会議派が主導するクイットインディア運動に参加したが、やがて

1947 年のインド・パーキスターン分離独立を迎えると、生地ラーワルピンディーではヒンドゥー・ムスリム・スィクの宗派間暴動

が発生した。避難民救援委員会の活動にも従事している。ビーシュム・サーヘニーは兄バルラージ・サーヘニーと共に

IPTA(インド人民演劇協会)に参加し、また進歩主義作家協会で重要な役割を占めていったことで知られる。社会における

人々の立場で創造を行うという一つの潮流の中にいた文学者であると言えよう。 

 多くの作品を残したビーシュム・サーヘニーであるが、代表作の一つが 1972 年に刊行された『タマス』である。インド文学

アカデミー賞受賞作でもある。作中では文学的想像力を加えつつも、分離独立時の宗派間暴動という自身の体験を下敷き

にしつつ、物語は展開される。モスクへの侮辱を契機にムスリムは暴動を引き起こし、平凡で優しいヒンドゥーの青年は通過

儀礼を経て殺人を犯し、スィクの女性たちは祈りを捧げつつ貞節を守るため自死を選択する。自衛の名の下での異教徒の

殺害や強制的改宗が描かれるが、それは個人の内面に引かれる外部から境界線としての暴力による分断と、ヒンドゥー（あ

るいはムスリム、スィク）"である"ことと、それらに"になる"という問題を投げかけるものであった。 

 1947 年の分離独立から 20 年以上を経て書かれたこの作品の契機は、1970 年にマハーラーシュトラ州ビワンディーで発

生した反ムスリム暴動であった。社会的不安によって普通の人々がその心理を変化させ、暴力によって街が引き裂かれる

中で生み出された文学であったが、宗派間対立の文学的表現は、幾重にも折り重なった言説の構造を示している。1988年、

『タマス』がドゥールダルシャンで放送が計画されると、ボンベイ高等裁判所に上映差止請求が出された。ビーシュム・サー

ヘニー自身は、『タマス』の表現について特定のコミュニティを批判することは否定していたが、BJP を中心にはその表現が

多数派コミュニティに暴動の責任を帰しているとした。表現がむしろ社会的緊張を助長しているという批判であった。一方、

大学や作家を中心とするタマス支援委員会は、国民が経験した悲劇の真正な描写であると訴えた。この論争は公益訴訟

の観点から法的議論にまで至るものとなった。 

 一文学者の視点として、ビーシュム・サーヘニーにとってのダルマ、宗教とは、詞華集のようなものであると『今日の過去』

の中で述べられている。そのテクストはガーヤットリー・マントラ、ギーター、あるいはバクティ詩人たちの作品のみならず、イ

クバールやハムレットまで包摂するものであり、あくまでも良き人となるためのものであった。一方で組織化された宗教には、

儀礼や規則が含まれるが、徐々にその役割は義務的なものとなり、本来の信仰から離れ、数の専横に至ると考えていた。

宗教が特に過去に関する魅惑的なロマン主義的形態を有している一方、それが進歩の障害となることを危惧していたので

ある。人の数だけ存在する、個々のヒンドゥーイズム、宗教をめぐる経験に対して我々はどのように向かうべきだろうか。 
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