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Georges Dumezilの研究に照らして見た，

スキュタイ，韓宇島，および日本の榊話の関係

吉田敦彦盆

しはじめに

フランスの紳話学者だった， 故Georges Dumezilは， Tit山 Liususや

Sanco Grammaticusなどの杯史書， また「アエネイス」や「マノ¥ パ 弓

タ』などの紋事詩を次々に取り上げ， それらの文学作品を比較榊話学的な

方法で，鮮やかに分析した。1) それによってこのような文学作品の中にし

ばしば古い神話の構造が，細部にまでわたって，驚くほどよく保存されて

いる場合のあることが明らかになった。同じ )j法で、Dumezilはまた I十旧二

にわたり非常な熟;誌をもって， コ カサス地方のオセット人のあいだに

口承されている「ナルト紋事計』の研究を，俗まずに続けた。Z) そしてそ

の中で語られている英雄伝説から， 古代ギリシアの歴史書などに書き止

められたほんの僅かの断片を除いて， 大部分が失われてしまったと考え

られてきた，古代のスキユタイ人が持っていた神話の内谷が，かなりの程

度までよく復元できることを明らかにした。

このDumezilの膨大な研究に照らしながら，そのようにして復元できる

'日本製習院大学

1) GoDumezil， Mythe et epopee 1 ~m ， Editions Gallimard(Paris)， 1968， 

1971， 1973; Du mythe all γ口7旧日π，Press巴sUniv巴rsifaires d日 France 

(Paris)， 1970などを参照

2) Dum白i!， Legendes SllT les NaTtes， Librairie Ancenne Honore Champion 

(Paris)， 1930; Le Live des HeTOS， Editions Gallimard(Paris)， 1965; 

lvfythe et ep口'peeI，pA39 -575 ; Rom日πsde scythie et d'αlentollT， Payot 

(Paris)，19781.ょど」
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と忠、われるスキュタイ人の神話の内容を， 一方で「二三閣史記』や「三圃造

事J. また他方で、「古事記」や「日本書記」などの記事と比較してみると，そ

れらのあいだにはいろいろな点で. とってい偶然の所掃とは忠えぬほど

額著な類叫が数多く見出せる。il"古事記」とT日本書記』に記された日本紳

話のいたるところに， 韓半島の神話から強い影響と受けた明瞭な痕直が

見られることは，すでに三品彰英らの研究:Hによって，周知のことになっ

ている c だがそのことは.Dumezilの偉大な業績を参考にしながら碑半

島および日本の神話を， スキユタイ人の!神話と比較してみることによっ

て，さらに一層はっきりと確認できると忠われる。

韓宇島と日本の抽話は， 広大な戚野を持った大榊話学者一デュメジルに

よっても， 直伝には研究の対象にされることがなかった。 だが彼の研究

の成果を利用することによってわれわれは， これらの地域の神話の成立

過程や影響関係の解明も， 多くの点で確実に前進させることができる。

本稿ではそのことを，日本神話と高句麗の神話の関係，なか人ずく前者の

まさに中心に位置を占める女神アマテラスと， 高句麗の王家の組母榊で

あった女神柳花のあいだに見られる， きわめて密接な親近性の問題に焦

点を絞って，非力の及が範囲で明らかにしてみたい。

ll. オセット人の結事詩伝説

北コ カサス地方に住み，現在でもスキユタイ語の系統を引く言語を話

し続けているオセット人のあいだには， 口伝えで豊富な絞事詩的英雄伝説

が伝っている。 その中で活躍する英雄たちがナjレトと呼ばれていること

から，専門家はごの伝説を，オセットの「ナ/レト披事詩」と呼人でいる。

この伝説に語られてL、hるナ/レトたちの所行の中には， いろいろな点で，

3)三品彰英「増補日鮮J神話伝説の研究.JJ(1f"三品彰英論文集J，第 4巻)，卒凡I止.

1972年，など。
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現庇の オセット人よりは.古代ギ 1シアの歴史家のHerodotusが伝えて

いる。当時のスキユタイ人の風習と，奇妙と思えるようなところまで，ず

っとよく一致しているものが. 数多く見出せる。 たとえばなるとたちの

中でも特に大勇士であったゾスランはあるとき， 在分の武勇をし:やが上

にも際立たせようとして， 大勢の敵を殺しその頭と上唇の皮を剥~ ，だ、D

そしてそれらを材料にして女たちに，人間の皮でできた外套を経わせた。4

)また別の大勇士のパトラズも.これとほとんど同じことをし了こと語られ

ているJ これとまさにそっくりの風習は，スキユタイ人のあいだに実祭

にあった。 He了odotusはそのことは，次のように伝えているつ

スキュタイ人は(戦闘で殺した敵の)首級の皮を次のようにして剣ぎ~."るー

耳のあたりで丸く刃物を入わ， 首級をつかんでゆすぶり， 国皮と.un葉 t自を離

す。それから牛の肋骨をF和、て， lkから肉をそぎ落し手で探人で柔軟にす

ると一種の手巾ができ上がる巴 それを自分の乗馬の馬靭にかけて誇るので£

る。 またスキュタイノ人の仁hには，剥し、だ皮も羊飼の着る皮衣のように椛い合

わせ~白分の身につけるト衣まで作る者も少なくない(1'歴史~4 ， 64，)。引

ナルトたちはまたしばしば. アレガテという家の広間に集まって宴舎

を聞く。 そのおりには， この家に大切に保管されている。彼らの型宝の

i酒杯が持ち出され，ナ)L-']，たちは順番に立ち上がって，千柄話をせぬばな

らないっ もしその話が本当であれば， この魔法の酒杯は自然に酒でいっ

ぱいになる O そして空中に浮かび，話し手の口許まで動いて行って， {皮に

美酒を飲ませる G だが話が臨であれば，この奇跡は起こらない。それで

話し手は酒が飲めぬ上に， 人前で、話せるような手柄を1"Jもあげていない

ことを暴露されてしまって，前座の中でひどい恥をかかなければならぬ

，1) Dumezil， Le Live des HeTOS， pc81ロ

5) Dumezil， Legendes sur les NaTtes， pc58c 

6)ヘロドトス「暦¥}:'，仁1:'dl (松平千秋訳)，岩波);:.庫， 1972年， 40頁c
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ことになるとされている。7') スキユタイ人のあいだパは.これとよく似た

実祭にあった。そのことをわれわれは， Herodotusの次のような記述から

知ることができる。

年に一度各1也の長官はその管轄区で， 水を割った酒の整を周忌し， スキユ

タイ人のうち戦場で敵を打ちとった手柄のあるものだけがこの酒を飲むc そ

のような武功のないものはこの酒を飲むことが許されず， 恥婦を忍人で、離れ

た席に坐っている。スキユタイノヘにはこれが最大の汚陣なのである (u歴史~4，

66) 0 B) 

これによればスキュタイ人のあいだでも， ただ手柄をあげた者だけが

慣を飲むことのできる公式の酒宴が，定期的に聞かれていた。

そしてその酒宴の場で酒が飲めぬことほど男にとって大きな恥辱はな

いと考えられていたわけだ。 ナjレトたちがアレガテ家に集まってすると

言われている宴会は， 大筋で明らかにこのスキユタイ人の習慣と吻合し

ている。 なぜならおもな相泣点はただ， スキユタイ人のあいだではそれ

ぞれの地区の首長によってされていた，酒を飲む資格の有無の判定が，ナ

ルトたちの酒宴の場では， 魔法の酒杯によって下されたとされているこ

とだけだと思われるからだ。

その上また，この紋事詩の中で活躍しているおもなナル卜たちは，人間

の英雄だったことになっているが，その性質は実祭には，人間より刷1話の

神々にずっとより近いコ たとえばパトラズは， 全身が鍛えられた銅識で、

できており，ふだ人は天上で暮らしている。 そして下界を見張っていて，

自分の武勇が必要とされる事態が発牛すると，地上に降下してくるコ そ

のときには彼は.身体が赤熱するのを冷ますために， Etiに氷河!の塊を載せ

ているので， 降下の途中でそれが解:?? その水がす1)然たる豪雨になって，

7) Dum吾zil，Romans de Sりihieet d'alentour， po225-236など C

8)前掲訳書， 41頁 G
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地上に降り注ぐと言われでいる。 このパトラズの性質はこのよろに， あ

らゆる点でまさしく， 赤熱し rl~ を伴て地上に落下してくる雷の利lを的怖

させる 09)

またソスランは，母の肢からではなく，川岸で大きな岩の中からiL1JE11L

たじに，太陽の娘と結附したことになっている。その L:に，太陽の熱と光

がもっとも強くなる正午に.式勇で、も他のことでも，品大の力を話料する

ことができた。 また身体につけた護符から発せられる舷しい光によって，

敵の日をくらませて， 111Lいに勝つこともあったと物語られている c この

ソスランの性質は， いろいろな点

-z 1(1) 
も)0 

これらの点から見て IFナノレト絞I}i討』は全体として，スキユタイ刷l話が英

雄伝説に質化しながら，現代まで口伝えで伝承されてきたもので，その中

に古代の神話の内容が，きわめてよく保存されていることが，作実だと忠

われるのだ。ととろでその「ナルト故事詩」は，次のような話によって始

まっている O 11) 

ナJレトたちの村の果樹園には， イiのりンゴの木があったの その果実

には，どんな傷でも病気でも治す，不思議な力があった。だが実は 日に

つしかならず，その日のうちに熟してちょうど食べごろになるが，夜の

あいだにきまって，何者ーかによコて盗人の安を目撃したものもなかった。

ある夜エフザルトエフセルテグという隻児の兄弟が， 見張いの役をつ

とめることになった。 兄弟は二人とも勇士で弓の名人だったが， 弓の腕

前にかけても他の武勇でも，弟の方が兄よりもいっそう点越していた。

弟は兄を眼らせ，一人で終夜見張いを続けた。夜明け間近に，どこから

ともなくて:81の鳩が飛人で来て，光を放ちながらいンゴの木によまり，実

9) Dumezil， Legendes SUT les NaTtes， po 179 -189など。
10)同書 pこ190-199など。
11 i Dum吾zil，Le Liue des Heγos， po24-3L 
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をついばもうとした。 エフセルテグはすかさず矢を射て， _.;j~の鳩に傷

を負わせた。だがその鳩は，他の二~~といっしょに，たちまち逃げ去って

しまった。

地面には鳩の傷から流れ務ちた。血の跡が見られた。ヱフセルテグは，

その血のしずくを拾い上げ， 絹の布に包人で、常にはさんだ。 モ交が明l7る

と彼は兄といっしょに， 血の跡をたどって行った。 すると海過に行き着

き，そこで跡が途絶えていた O エフセルテグは兄に r一年間ここで自分

の帰りを待っていてもらいたし iJと言い残して，一斑で海低に降りて行っ

てみた O

そうするとそこには，壁は螺鋼，床は青ガラスでできていて，天井には

成が輝いている肱しい建物があった。 それは悔の支配者のドンベツテコ

ルと，その家族の住居だった。中に入ると広聞があり，ドンペッテユlレの

七人の息子と， その姉妹である二人の美女が坐っていた。 彼らは悲|撲に

くれている様子だったので，わけを尋ぬると，兄弟は口をそろえてこう言

っfこ。

「われわれには三人の姉妹があり，毎夜，ナルトのりンゴの実を盗みに

行っていたが，昨夜その一人のゼラセが，エフセルとエフセルテグが射た

矢に当たって，中傷を負って帰って来た。彼女をこんな目にあわせた，憎

いあこんのナルトが，どうか創でだがいに刺しあって，二人ともに横死を

途げるようにJo

ゼラセの傷を治す方法はないのかと尋ねると，彼らは r彼女が流した

血を集めて来て，吹きかけてやる以外には，治療法はない」と答えた，ま

た「傷を治せせば， {可を報酬にもらえるか」と質問すると，彼らは rその

者には，ゼラセを妻として与える」と言った C エフセルテグはそこで，自

分がだれであるかを打ち司け，血を集めて持って来ているので，傷を治療

しようと申し出た。

病室に行ってみるとゼラセは.編入だ黄金の髪が床まで重れ，顔には太
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[国の笑みを，乳房には月のti↓iきを宿した，肢しい美女だった。血を吹きか

けると.たちまち傷が癒え，それまでよりさらに七倍も美したなって，寝

床から跳び、起きた c

エフセルテグはこの美女と夫婦になり， しばらくは海低で夢のように

幸幅に暮らした。だがある日，とつぜんI兄のことを d日、い出し，ゼラセにわ

けを話 Lて，地上に帰らねばならないと言った。するとゼラセは「それと

らば， 白分も司行する」と言って，黄金の髪を一筋抜き，それで自分と夫

をたちまち，二尾の大魚に挺えた。

海岸に泳ぎ着いた二人が，人間の姿に戻って上陸してみると幹のつ、

岸があヮたコ それはエフセ iVが， 弟のJ局りを待つために建てたものだっ

たが，エフサjンは狩に出かけていて留守だった。 エフセ lレテグはそこでー

妻をこの小岸‘の中で休ませておいて，兄を探しに行ったっ

そうするとそれとちょうど入れ違いに， エサルが小岸に帰って来た。

兄弟は見庁けがつかぬほど，よく似ていた。ゼラセはそれで，てっきり1こ

が煽って来たと思いこみ，近寄って話しか行たごエフサルは，ゼ、ラセが弟

の連れ帰った妻て、あるらしいと察し恨み深く口を喋人だまま，官女から

遠ざかった。 ゼラセはそのために，大が他界から来た白分を邪魔に思い，

知らぬ揺りをしていると思いこんで，憤慨したコ

夜になるとエフサルは，自分の外套を敷いた上にゼラセを寝かせ，上か

ら弟が残して行った外套をかけてやったコとの組切で，ゼラセの心も，い

くらかなごみかけた。 ところがエフセルはそれから却を抜き， それを眠

っているあいだ、に身体が般れ合わぬように， 自分とゼラセの中間に置い

た。ゼラセはそれで、つlJIに，怒リ心Dj(に発して立ち上がり，部岸の隅に行

って.うずくまって泣き出した。

ちょうどそのよき， エフセルテグが小犀に帰って来た。 そしてこの様

子をJtて，妻が兄から凌厚を受げたと早合点し，ゃにわに剖を抜き，兄を

恥し殺してしまった。
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そのあとでゼラセから事情を説明されて，彼は白分が.妻に対して一点

の非の打ち所もない振舞をした見を， 早まって殺してしまったことを知

った。絶望した彼は，やにわに創を，柄を兄の死体の胸に当ててi也立させ

たC そしてその上に倒れ. 白分の心臓を剣で貫いて死人だこれによって

ゼラセの兄弟たちが， 海低の舘をエフセルテグ、が訪れたときに口にした，

「エフサルとエフセルテグが， 剣でたがいに刺し合して横死するように」

という呪いの言葉が，その通りに成就したことになった。

ゼラセはこのあと， 空中から降りて来たリワステユ lレジという精震に

墓を作らせ，そこに犬とその5Lの死体を埋葬させてから，いったん海底に

帰った c だが彼女は，ずで、にエフセルテグの子を維娠していた。臨月に

なると彼女は rナルトの子は，ナルトの村で牛ーまねばならぬ lと母に言わ

れ， また陸に上がってナルトの村にやって来た。 そして古分が死人だエ

フセルテグの未亡人で，彼の子を性もうとしていることを，ナルトたちに

告げてから，亡夫の家に行き，その家畜小岸:に入って，そこでウリュズメ

グとへミュツという堕見の男の子を，あわただしく出産した o

E 日本神話とスキユタイ神話の類似

オセット人の伝説の中のこの話にはまず，いろいろな点で明らかに，日

本神話の中の山幸彦のホヲりまたはヒゴホホデミとトヨタマピメの結府

の話と，よく叫たところがある。なぜならまず，この話の主人公のエフセ

ルテグには，エフサルという笠見の兄がいる。これは言うまでもなく.山

幸彦のホヲりと， その元の海幸彦のホデ 1)との関係とそっぐりだ。 その

上エフセノレテグは?弓の名人だ、ったとされているので，この点でもホヲり

が， 弓矢で控物を狗F り取る名人の ~~I幸彦だったのと吻合している。 また

ヱブセノレテグ(-;;:，鳩る矢を射当てながら逃げられてしまって，その跡を迫

って海低に行ったごとになっている。 ホヲ 1)は釣針を取り戻すために，
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河川の'古に行ったロ つまりどちらも，獲物を取り逃がしたことがきっか

けになって，r勾仁ドし乃{主J4 を;Vjl:，~することになったとされているわけだ}

どちらの話でも主人公は， 海の支配者の1土麗り住居を発見 Lてハるつ

「日本書紀」に I其'~r?，'也 J~え ltl 長華，槙圭~:l:麗」とも，また対{二喋撃むl，三r，'了玲

瀧」とも言われて， この世にはあり得ぬ目映さと美しさを強詞されて L、hる

iGli刊の官の描寓は， DumeziJによって次の梅雨市の訳されている r に十 jレト

j弘事詩」の中のドンペッテユ Jしめ簡の描潟と月らかに吻合するところが

あるように感じられる。

Voi口 comment邑taitc81ie maison : des murs de nacr日. un pl日nch己]' C巴

verre bteu， et， au plafond， l' etoil巴 dumatinc "， 

このような治の支配否，')11"，1苦で，どちらの主人公も，その1'1白山主の

娘と結婚している C そしてそこでしばらくのあ1{¥だ， 夢のよろに幸耐な

界らしをしている c

そのあとでどちらの詰の二人公も， ある日とつぜん兄とした約束を思

レ出して，地上に帰る。そしてどちらの話でも主人公は.児と淑 Lぃ衝突

をしたことになヮている。

どちらの話でも主人公の妻は，:Yーを牛むために，淘から!-llて陸に Lーがつ

て来ている。 トヨタマピメは IF古事記」によれば，そのときこう言ったと

されている。

妾己l仔身。今i"主主時コ此念，ヲミ耐え御子，不可斗j海l京。技，参'!'至Ijill 0 

これもゼラ-t:が咽 Dumezilの訳i二よれば，母にこう言われた Q

Va tinst.aL忠rsm la colline des Nartes， Ils sont ainsi faits que celui quin'est 

pas ne sur leur colline， ils ne :巴 r巴connC1SS日ntpas p白ur]'und' euxo 13) 

J2i 二トそ っハ
尺 Eョ， po.0口。

13) 王7書， po30c 
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それで出産のために，海から出て，丘の上にあるナルトの村にやって来

たとされているのと，弘たところがあると思える。またゼラセが，亡父の

家に来ても，その母民に当たる部分には入らず，家畜小原の部分であわた

だしく出産したとされているのも， トヨタマビメが波打ちぎわに急造さ

れた，まだ未完成の産肢で分娩したとされているのと，やはり似た点があ

るように感じられる。

前述しである可能性が強い。 オセットの 「ナルト殺事詩」のヰjの話し，

日本神話とのあいだに， このようにいろいろな類似点が見られることは，

偶然の所矯ではないと思われる。 なぜなら， 日本紳話と古代スキユタイ

人のn神話とのあいだには?もっとも肝心と思えるような部分に関して，明

らかに寵著な類似があった O そのことをわれわれは， Herodotusが彼の時

代にスキユタイ人のあいだで語られていた神話について残してくれた，

短いがきわめて貴重と思える。 次のような証言から， はっきりと位認で

きるからだ。

スキュタイノ人のいうところによれば， 白分たちは世界町民族中最も歴史の

新しい民践で，その牛成の経治は次のようであったというっ 当時無人の境で

あった彼らの国ートに最初に生まれたのは， タルギタオスという名の男であっ

た。 このタルギタオスの同組はー彼らはともか〈そういうのであるーゼウス

トポリュステ久ス河の娘とであったという。 タルギタオスの出正|二はこのよう

なものであったというのであるが， タルギタオスからはりポクサイス， アル

ポクサイスおよび米子としてコラクサイスの二i子がノ中れたコ この二三人が支配

していた時代に，天から黄金製の器物 鋤に杭，そわに戟斧と盃がスキュ

ティアの地に落ちてきて，長兄が 番にこわを見付け， それを取ろうとし亡

近付いたところ， その賞金が燃え出した。 長兄が離れた後次兄が;丘fぞくと，

寅金はまたしても同じことを繰返した。 こうして賞金の器物は燃えて二人の

兄を近付けなかったのであるが， 二三番目に末弟に王権をことごと〈譲ること

に同怠した，とレーうのである(c歴史dJ4，5) 014
" 

14)前掲訳書， 9 10頁c
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ボリユステネス河というのは，現在のド、二エプル河であり，またここで

Herodotusがゼウスとl呼んで、いる紳を，スキユタイ人白身はパバイオスト

イウ名で呼んで崇めていたことが IF牒史」の中の日Ijの個所における記辿

から知られるcmこの〆ベパイオスは，ヘロドトスガゼウスと同一腕したこ

とからみて明らかに，ギ 1)~ア神話のゼウスと似た，天|二の段高川だった

に泣いない。

またドニエプル河は， ヘロドドスがこの示Ijl話を聴聞した地ブJのスキユ

タイ人にとっては， エジプト人にとってのナイル河ともほとんど円敵す

るような， 国j のあらゆる資源の源泉にiEL1意味を持っていた。 そのこ

とは，この河についてHerodotusがしているコ次の記述からも.明らかだ

と忠われる。

筆者の見解によれば単にスキュティアの河川|のみならず全世界の河川の内

でも，エジプトのナイル河を除いては最も資源に t高む。 ナイノレのみは仙のい

かなる河とも比較を絶しているからで， その他の河川中ではボリュステネス

河が最も資源に富み， 家畜の削育用に最も良質で県富な牧場もあれば，質も

量も他に類のない魚類、を産し，その水は飲用に最も好泊である。|付近の仙の

河川が濁っているのに， この河の流れは清く澄み， またこの河岸一倍は穀物

の栽唱によく泊し， 耕作の行われないところでは草が見事に341茂している。

また河口のあたりでは多量のJ:;~(が自然に結品しており， また取干魚に}JII工さ

れるアンタカイオイという脊桁ーの大魚を産するなど， このほかにも驚異に値

するさまざまの哩一物がある (f歴史j4，53)016
) 

この河の主の刑[1をスキユダイ人は，したがってとうぜん，水界の支配者

と見なしていたと忠われる。つまりHerodotusのこれらの証言から，スキ

ユダイ人の市lt話には，天[-の最高榊であるパパイオスがあるとき， j也l二に

降りて来て，殊界の主の刷!の娘と結婚した。そしてその結婚から，スキユ

15) I司訳書， 38瓦。
16)同訳書， 35-36頁。
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タイ民族の始相で最初の王の父却でもある， タJレギタオスが誕坐 Lたと

語られていたことが知られるわ(ナだ、c

そうするとこのスキユタイrI11'話にはまず明らかに， す C
、
l二触れた日本

神話の中のホヲリとトヨタマピメの結婚の話と， よく吻合するところが

あるごなぜなら「古事記』によれば， トヨタマビメの父のワタツミは，ホ

ヲリに失くした釣封ーを鯛の1I侯から取り戻してやった上で， 地J二l二碍らせ

るに当たって，ごう言ったと言われている【

然而，其兄(乍高E者， 'l女命管下回ご其兄{乍下回者，汝命銭高圧ご馬然者， fr

掌水改二三年え司，必;ヨ;5L貧窮ご

つまりヨ本神話でワタツミは，ただ海の水だけでなく. ~1 のλ!くも自由に

珪らせたり降らせなかったりすることができる， まさに水界全般の支配

者のような力を持っていたことになっているわけだご

一方またホヲリは，自分が天から降りて来たわけではないが，高天原の

女王アマテラスの嫡流を引く， もっとも愈買な天榊であコたことになっ

ている c 事実ワタツミは 「古事記」によれば，伎をはじ;うて見たときに，

「此人者，天津 E高え御子，虚空津日高会」と言った ε そしてさっそく官肢

の吋に招き入れ r美知皮え右敷八重， qE日へ重敷其上，竺其上而，兵百r&

机代物，月御饗」と言われているような，そのような牟畏な天材にまさに

相巴しい最高のもてなしをした上で， 伎をトヨタマピメと結婚させたと

言われている c

つまりこの神話でも.天上の段高iii$ではないが，その摘宗の子孫で、それ

ときゅめて近い性質を持った天神が， 下界で;J(界の主の神の娘と結持し

たことになっているのだコ その上またこの結婚からと主まれた子のウガヤ

フキアヘズは， 初代の天皇の司I武天~:とその兄たちの父親になったとさ

れている。 これはスキユタイ神話でも， ノくパイオス(ニゼウス)とボ IJュ

ステネス(ニドニエブル)y可の神の娘との結婚から牛まれた， タルギタオ
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スがやはり.スキユゲイ人の昆初の王になったコラクサイスと，そ Cで兄た

ちの父%Aだとされているのと，まさにそっくりだ D

その上前帰，たHerodotusC)伝えているスキユタイ柿話の中には，い三

並べた点のほかにもまだ‘ 日本神話と著しく類似したところの志る話が

含まれているコそれは天から降下して来て，王家の拍耐の子に入 'J，その

ことが彼が王であることの五ょうかたのなL、しるしとなったとされているじ

器物のことを物語った話だコ こわらの賓器はherodotusの時代にもなお，

スキュタイの王家に実祭に相巴されていた。 そ Lて歴代の王たちは‘ そ

れらを何よりも寧び，まるで!!lj川'ように祭っていたので， Herod仁Itusはそ

のことを，こう説明している J

かの賞金製の器物Jは? 腎/その三;i/jiijにもま Lて大切に保管o.....--'， 年ごとに!長

大なλ1'，賛を捧げて神のごとく敬いっ配コごいるつ祭礼の際野外でこのが1全の

聖誌を奉待しているものが限った場合には. この者が一年以内に死ぬという

言l、l伝えがスキュタイアにはある。 そのためにこの役の者には，去が騎15で

日間に乗り廻すことのできるだけの|地が与えられるので忘るという (IF歴

史J4，7)';' 

このスキユタイ王の聖器には|珂らかに，日本の宗室の二三種の[，1[1苦手と，よ

く似くたところがあるごなぜなら日本の二三種の神器も.市115ifの中で， EL室

の始祖のために、 正i主のあらたかなしるしとして天から降されたと物語

られて1，."る。そして何代の天ιによって，まさに何よりも曾ばれて，紳と

して祭られてきているからだ、 J

Herodotusの;巳.:iを.訳文によって一見すると， スキユダイ王の望器は，

四点王〕品から成り立っているように見える D だが市]指した松平千駄の京

丈で‘ 「劫に削， そjrlに判斧と盃|と， 的う11に訳出されているように実は，

ギリシア言語の原文は品。oTeoレTEkaiSurovkαi 6，αr8ρ¥v kai仰II，3vべ，その

17) 同三同書， ~O豆こ
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中で「鋤」と「師」を;皆、味する語αρoTeovとSurovはという J主続詞句によっ

て，結び付けられている。これは言うまでもなく，特に緊密な結合を長わ

す場合に使われる表現で， それに続く」戦斧」と「盃をそれぞれ意味する

諸の前に置かれているコ通常のJ玄続詞のkαiとは意味に明らかに相違があ

る。

それで、はHerodotusは1.(~，ったいなぜここで， αρ0 '1'ρovと Suróvのあいだ

にだけ， Tεkαiを使ったのだろうか。そのことについての説明は，プラン

スの大言語学考だったEmileBenrenisteによって，はっきりとつけられて

いる c18: それによれば， ゾロアスタ 教の聖典のrAuestaJ]の中で、用いら

れている古代イラン語にはαesaニ yugO.Sdilllという 語の合成語があり，

それによって型とそれを先に取り付けるための木の持のついた腕とが，

今体で 点の農具として言い表わされている。

する合成語は， 古代ギリシア語にはなかった c

このアヴエスタ語に対応

だがガイラン語の方言の

一つだ、ったスキユタイ語には，あったと想像できる。

スキユタイ王の聖器の1鋤」と「杭」はそれだll、らスキユタイ語ではもと

もとは，このαesa二二yUgO.Sdffilf二当たる合成語によって言い表わされてい

た。つまりそれらは，二点の別々の品ではなく，合わさって一点、の農具を

構成すると観念されていたので，その不離一体の結合関係を.両者を一体

的に表わす合成語をおーたぬ古代ギリシア語によって表現するために， He-

rodotusはここでTE:kαiを使ったと考えられるのだ。

このようにスキユタイ王の聖器は，もともと四点ではなぐ，撃と杭の合

わさった農具と，戦斧と.盃とのごijえだったので， 日本の三種の対器と，

数の上でも一致していたことになる。

18) EoBenre釘nl.は白伐， ‘“‘Trad必itions indο一 ITιm旧e~口mes SUT噌. 1日sclasses sociales". 

JOTU司alAsiatique， 230， 1938， po533o 
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IV. 高句麗神話と「ナル卜絞事詩』の類似

天から降りて来た耐と，水の主の桝!の娘との結婚から，王家の始祖が誕

41したという榊話は，古代のl間半島にもあった。 それは言うまでまなく，

高句麗の始租の東明王となった朱蒙の flitトーの ~U~{末を物語った話で， 「i日三

園史」にはその市11話は，こう記されていた。

天帝遺太子降遊扶余王古都，号解慕ìIl吹 1:t=~'ミ i([]下，乗五龍車，従者百余人，

皆騎白鵠，彩雲浮於 k，ff楽動雲中，止態心I.U，縦一|余日始下，首jit烏符之冠，

腰借龍光之;@.u，朝則聴事1ft即プi天，世詐之天王良rs，城北青河河伯，イヨ二三!;..，

長1..:1柳花，次I.J宣花，季仁112花，三女性1青 1可出i丘n民心淵 r.，紳姿間)'!j;'，新{弘鍬

洋，与主主鞭無異，王謂左右L:I，得移j苫妃11J有後)百L，其女-Jヰ王， ~I]入水 11:. ィU I..:I，

大王何不作宮殿侠女入室当戸遮之，王以鴻然， υ、馬鞭岡地，ま|司Zf俄成，壮麗於

空中，王設三)市ift樽泊，其女各坐其席，相歓飲酒，大昨云云，王侯二三女大r¥半急、
tll iZ，女等驚走，長女桐JTE百王所止， 7可伯大怒遺使告jJ，汝ILf[111u臼我女乎，

王報云， Jl:是天帝之子，今欲与?可伯結婚，河伯又{吏告LJ，汝若天守LcZ子，於孜

有求婚者，当使媒云云，今朝[舟J1:女，何其失礼，王!駁之降f十見j可11'1，不能入
室，欲}jiz其女， !;"@f与王 l立与!:¥]: !不肯由仕去，乃善訪王日，立11有龍車可主Ij河{臼之匡|。

王指天間告，俄而五龍王lJ74空而卜，王与女乗車，風雲忽起，至其宮，河伯備礼

;臼之，主任定，謂仁[，婿姻之j亘，天下之通規，何M先礼，陣我門宗云云，河伯IJ，

壬是天帝之子 ~1J-f可市中具，王1..:1， ~佳作所試，於是河伯於厄前水，化f;1í(型随浪而

遊，王化ELEE而JiIl之，ドリイ白又化主主鹿而走，王化局針逐之，河伯化局雑，王化bt

麗撃之，河伯.LJ、 t~0試足天帝之子，以礼成婚，恐王無H寺女之心，張築[斤澗，勤王

大f¥半河イt[;之澗七日 7')陸，与女入於小革輿中，載以龍車，欲令プ|天，其卒未出水，

王即洞同J_!~，上以女黄金奴刺卒中輿，従孔独出プ|天，河伯大怒其女1..:1，汝不従我訓，

終!手J1:門，令左t，絞挽女口，其J吾吻長二三尺，唯与奴縛二人，尼於優湖水中，優

込フl沢名，今イF太イ白山南。

漁師強力扶緋告金主jfll，;丘有盗殺仁1"魚而賂去者，未知何欺也，王乃使漁師以綱

引之，其網彼rll，更迭鉄網引之，始得一女坐石而仕i，其女唇長不能言，令三)漏

其 )~J!可言，二i二知 l天守iJ 妃，以別宮間之，其女懐踊中日曜，困以有娠， nr申雀凹年

}6己主歳夏四月， El-朱蒙， I町ドゴ i包d立，骨表英奇，初ll~. c 1:子l夜生 卵，大立[[五プI~午，
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王怪之f-J，人生烏卵，可見不祥， {吏人間之馬牧，群馬不践，棄於深[JI，百獣皆

設，雲陰之日，卯上恒有日光，王}以卵迭ほ養之，卵終乃開，待」男?生未経月，

言語並実，謂母1-:1，群州li曙目不能Ilij[，母局孜{乍弓矢，其母以華fト弓矢与之，自

射紡車 IてI開，発失&IJ中，扶余謂善射 LJ朱豪。

この高句麗神話i;i----方で，天;jiljlの種によって姫娠し，王家の始硝を牛ー人

だとされている女紳が，河の紳の娘だったとされているので，その点では

Herodotusが(云えているスキユタイ紳話の中のゼウスニパパイオスとボリ

ユスデネス=ド、二エプル河の娘との結婚の話と吻合している。 だが他方

でこの神話では，天から地上に降りて来て，その河紳の娘の女wTと結附し

た天神は，天一|二の最高神である天t市自身ではなく，その天tiFの太子だった

とされている O その点ではこの高句麗紳話は明らかに， 高天原の女王ア

マテラスの子孫である天神のホヲりと， 水の主の刷lの娘トヨタマビメと

の結婚をって物語いる， 日本j神話の方により近い。 つまりこの高句麗神

話には，これらの点においてまさしく，スキュタイ神話と日本耐話とのち

ょうど中間的と言えるような形が，見られるわけだ O

またこの話で，天王郎の解慕瀬:は，水中にある宮般に行き，そこで水界

の支配者の娘と結栴するが， その結婚はけっきょく破局によって終わっ

ている。 しかも大と別れたあとで妻の女紳は， 水中から陸にとがって来

た。 そしてそこでお産をしたことになっているので， これらの点でもと

の高句麗神話の筋は明らかに， トヨタマピメの話とも， また「ナルト紋事

討」の中の tiラヒの話とも，基本的に吻合している O

その上高句麗榊話には. このほかにもまだいろいろな点で IFナル卜紋

事詩』のゼラセの話と，奇妙によく似たところがあるのだ。まずこの神話

で河の榊の娘は， 二三人姉妹だったことになっている。 そして二三人がいコ

しょに障に上がって来たところでそのーんの相]花だけが解慕微にあって

捕えられ，その妻になったとされている。

「ナルト紋事詩」で、もこれと同様に， 水界の支配者のドンベッテユルの
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娘たちはやはり， すでに見たとおり二三人姉妹だったごとになっている

そして彼女たちもやはり，三人いっしょに』くから出て，陸上のナ!レ卜の果

樹園にりンゴの突を臨みに来た。 そしてその中の一人のゼラセだけが.

エフセルテグによって矢をJJJ当てられて， ~支と結婚したとされている。

また高句麗紳話で解泉市、lz，相jl花に求婚するために馬の鞭を使い，たち

まち建物を出現させるとい行， 不思議な魔法を行使したとされとllるc

u'[日三国史」にはそのごとは，すでに見たように r以馬脚画地，銅京1Ft成，

/壮麗於空中」と記されているコ

これとそっくりと言えるほどよく似た伸話は， 実はゼラセの話にもJli

てくるのだ。 なぜならゼ、ラセは前述したように， 大が兄を殺したよに白

分も白書して果ててしまコた主〉とで，その兄却の遺骨互を，ワステユ/いぐと

いう結粛に葬らせた。 そしどその上で淘低に帰ったことになっているが，

その詳しい願末は次のようであったと，物語られているからだ 10)

二人の遺体を前にして晩中枕き明かしたぜラセは，夜間けに，非か

な女の身でど Jうやって~~~穴を掘り， 重い亡 J憶をた1!葬できるだろうかと思

い悩人でいた。 そぺ寸ると彼女の前にとつぜん， いつも二三ノド足の惇馬に

乗り，一刻の猟火;を連れて立中古fBFlけまわってし、る，鼠暴者のワステュル

ジという精京が降りて来た 彼はかねてから，ゼ、ラセの美貌に思想し ~;.;l

~ ¥寄る機会を狙っていたのだった O

彼はゼラセに rもし自分と結婚してくれるなら，すぐに立祇な基を作

って，兄弟の法慨を芥ってやるJと言って，求婚した。そしてゼラセが承

諾の返事をすると， ただちに手に持っていた馬の鞭の柄で， 紙面を叩い

た。そうするとDumezilの訳によれば，次のようにして，紙面にたちまち

墓穴が聞いたとふるまし，民体がこ二体ともその中に納まり，次の瞬間には

もうそのよに;壮麗な墓石が立ち， まわりには石灰で純白に塗られた石の

19) Dumezil， Le Live desHeros， pc29-30c 
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壁がめぐらされていたと物語られている。

Uastyrdji frappa la t巴reclu manche cle son f ouet : les corps cles じ日uxfre 

res s巴placをrentcl'eux---meme clans une foss巴，日t，sur la f oss巴， surglt une 

piene tomfale merueille--1se， amsi que， tout autour¥un mur fait de chaux et 

de pierre 0 20) 

ワステユルジはそ11かう， ゼラセを妻にするために連れて行こうとし

た。 だがゼラセは， その前に血で汚れた身体を洗い清めてF くるからと言

って，彼をその場に待たせておいて海中に入った。そしてそのまま，海底

の父の舘に帰って行ってしまった。

ワステユルジは， かねてからの思いがようやくかなうという胡待に J拘

をとりめかせながら， 待っていた。 だがいつまでもゼラセが戻って来な

かったので， しまいにようやく踊されて待ち惚けを食わされたことに気

づいた。

「この仕打ちには，きって {l今返しをしてやる。たとえこの世で}~lえそこ

なっても，死者のあいだまでも追って行き，きっとお前をわたしのものに

してやる」。

ワステュルジは懐慨悲憤してこう言いながら， しかたなくまた三本ノ巴

の惇馬に跨がり， jm太を連れて空中に昇り駆け去って行った。

このようにTナルト紋事詩」の中でも，空から降りてちlZ7と紳I'r'}存伯こが，水

の主の娘と結指しようとして需の鞭を{史いまたたくまに立探な建造物

を出現をせるという魔法を行使したということが， 物語られているゆけ

だ。 たしかにこの話ではワステリレジは， 高句麗榊話の解慕散の場合と

はちがって，この不思議な魔法を使ったにもかかわらず，ゼラセにまんま

と臨され，逃げられてしまって，求帽に失敗したことになって lJ、る。だが

ワステユルジはしまし¥に，何とも凄絶なやり方でついに，ぜラセに対する

20)同書， 0300 
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↑市慾を遂げたことになっている D そしてそのおりにも彼はまた， 馬の臓

を使って不思議を起こす魔法を行使したとされており， その時L末は次の

ょうであったと物語られているのだ川、

臨終の床でゼラセは斗子たちにこう遺言した。

「わたしを葬ったあと， どうか二三晩のあいだは，墓をしっか M 、JLAlkコて

いてください。 わたしには執念深い債催者がいるので， きっと基配口ま

で，負債を取り立てにやってくるでしょうから Jc 

それでゼラセが光に，葬成をすま古たあこi!日4の二晩は， JLウ 1)コメグ

が定、らずに墓の番をいた。 そのあいだは filJも優ったことは起こらなか

った υ

三日目の番には，ウ 1.1 二Lズメグの反対をj111L引って，i'f;のヘミユツが墓

の番に立った。 そうするとやがて速くの方から， 奨しそうな宴会の物音

が問こえて来た。 それをEfl 、ているうちにヘミユツは. 死者の言Lγっけ

に従ーて 1...¥るのが馬麗らし〈思えてきた。 そして墓のそばを離11， 自分

も散換の仲間入りをしようとして，音のする力ヘ去って行って Lまった。

そうするとこの機会を待ちかまえていたワステユルジが， たちまち基

室の内部をりjるくしながら， 中に入りこんだコ そして馬の鞭で泣体を打

ち，守二主主を:取り戻させた L'.に，牛前よりさらに七倍も美L<した。そして

その身体を犯した上で. また鞭で釘っとうそれはたちまちもと illiりのJ主

事、のない死'Fi雲にIkったとされており， そのことじDumezilCT) ~によれば，

と行物語ら11.ている。

Ap巴ines'efaiv-i! eloigne qu日 latomle s'illumina : Uastyrdji efait deja a 

l'interi巴ur! Il frappa Dzerassae dc son fouet d日 feutre，et la uoici aept fois 

plrs eelle que de son vivanto Il s'approcha d'ell巴， Puis il la frappa de nouveau 

avθC SOD fcuet dc fentr日， εtelle redevint ce qu' elle etaito" 

2n問書， pご 34-35.
S2 ;1同書， p;-3~1 こ
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「ナルト紋事詩」にはさらにまた，すでに見たように lヨ剥で，弓の名人の

英雄が，樹の下にv'，るところに，水の主の娘の質身した鳩1";rr~ 人で爽てそ

の樹に止まった。 英雄はそこでその鳩に矢を射当てたが， あとでその傷

を癒したということが物語られている。 高句麗の建国神話の中には， こ

れと奇妙によく似た話も出てくる。 それは「i日二三国史』に， 次のように記

されていた話だコ

朱蒙臨別，不忍朕遠，其母1-=1，汝;智、以ー母23念，乃裏五穀l弘主主之.朱蒙任!切牛

p.J之心，忘其妻子，朱蒙息大法I之下.有隻鳩来集?朱蒙1-=1， I芯是j~~!{fJ{史主主菜子.

乃:11弓射之. 矢倶挙.開H侯得姿子，以水I噴鳩，更蘇市飛法 c

朱蒙はすでに見たようにu"旧三国史」の記事の中でy 午後一月も経たぬ

うちにもう， まわってし 1る糸車の上の蛇を射落とすほどの弓の名子ーだっ

たとされて lける。 その朱蒙が大樹の下にいるところに. 河の雨1，]の娘で、あ

る柳花から迭られlft:二羽の鳩が飛んで、来て， その樹に止まった。 この鳩

は，三品彰英が「母の別態である鳩」と言っているように，m.仰花白身の境

身した妾と見ることも，できそうに忠われる。 そして「ナJLノト;民事詩」で，

エフセルテグが， /J<~の主の娘ゼ、ラセの繁身した鳩を射たように，朱蒙を柳

花の「号!j態」とも思えるこの鳩を射た。 そしてそのあとで， エフセルテグ

がゼラセに血を吹きかけてその傷を治じたように， 朱蒙も射落とした鳩

にぶを吹きかけて，蘇牛させてやったと言われている O

「ナルト紋事詩」にはまた，前局した冒頭の話のあとに続して，ゼラセの

牛人だエフセルテグの聖児の l斗子ウリュズメグとへミユツを主人公にす

る，次のような話が語られている。2<)

奇蹟的な速度で成長した墜児が， 弓矢を玩具として扱えるようになっ

23)三品彰英「占代祭政と穀震信仰oU(l'三品彰英論文集.J]， 第 5を)， 平凡社，

1973年， 49頁 C

24) Dumezil， Le Live des H巨ros，po32-34o 



スキユタイ，斡牛島，および口ヰーの神話の関係 133 

たとき，ある日 J彼らは，路上に出てこのWJ.I決に肘っていたコするとそこ

に.クルパデグという名の女子言者の立lU12.母J二点を汲んで来るように命

令されて， 家から出て来た。 その姿を~=~るやし 1 なやヘミユツはたちまち

一ぶの矢で， 彼女の待っていた大きな木Ci)A:.差 Lの器を粉砕すると同n寺

に，身に着けていた衣服まで，ずたずたにしてしまった O

彼女は泣きながら家に逃げ帰って， ヘミユツが目分にしたひどい思慢

を， ./手にえ「えた。母は彼女に別の器を J二;え，ヘミュツがまた司じことをし

たら t皮に向がっ亡言， てやるべき言葉を数えて， 再び水汲みに行かせ

た。 家の外に出るやいなや， ヘミユツがまたまた彼女に矢を射かけた。

そこで彼友はラ母に教わった通 lつl ，二~)言 j て伎を罵ったっわた工のよう

な， 小鳥よりもか弱い者を相手に)1布試しを Lて恥ずかいくないの。 そん

なに|防自慢なの生ら， よいことを教えてあげよう。 あなたたちの唱との

ウエルヘグは，ナルトたちの家畜の群れのf去を迫し材、げて歩くっちに.す

っかりひからびてしまっているよコ|騒だとjBうなら，調べてごら/'-JJ 0 

これを|聞くと型兜の兄弟は，ただちに自分たちの弓矢を折 11. 令:J主力で

家に帰って，母のゼ、ラセに言った。

「われわれはすぐ村の広場に行って， ナル卜たちに尋ねねばJよりませ

ん。わたしたちの品目先が?まだ一人司てムきているのです。どうしても，彼は

見っけなければ」己

それから彼らは広場に行き， そこに坐っていたナルトたちと挨拶を交

した上で，こう言った二

「わたしたちの父王)父であるウエルヘグが，ナjレトたちの家畜の番をさ

せられていると聞きま Lた。 それで彼がどこにいるのか， あなたたちか

ら教わりに来たので、すJo

そうするとナル¥たちは，一人の少年に命じて，ウリユズメグとへミユ

シを， ウエJレヘグじっし 1るところ¥峯内させた。 エフサルとエフゼルテグ

が行方不問になってから?彼はそこで，家畜の番をさせられていたのだっ
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た。笠完は祖父を家に連れ帰り，若返りを遂げさせたじC、，慣を自分たち

の父と呼んで，母のゼラセと結婚させた。

このように『ナルト獄事詩」で、も. 水の主の娘のゼラセから生まれた子

は，奇蹟的な速さで成長した。そして弓の名人で.幼時から弓を射る遊び

に耽っていたことになっている。

この話はその点でまず.高句麗irI$話でもやはり，{iiJの神の娘の杉[J花から

とhまれた朱蒙が，牛後一月経たぬうちにもう，言葉が話せるほど速く成長

した。 そして母に作ってもらった弓矢で， 糸車の上の蝿を射落す遊びに

耽ったと言われて 1，¥るのと，明らかによく「勿台しているぐ

それだけではないori国史記」に記された，高句麗の建国書の中には，

このオセット伝説と， まさにそっくりと思えるような話が出てくる O そ

れは朱蒙の斗子で，第二代の高句麗王となった，王子J璃明王の類利を主人公

にする，次のような話だ】

琉璃明王立，誌類利，或云荷脅，朱蒙元子，母礼氏，初朱蒙干I:j)z余，安礼

氏女有娠，朱蒙帰後乃牛一'是M 類利，幼年出遊間 r.~Z~ 雀，認。政汲水婦

人瓦器，婦人罵I:-:l，此児無父，故頑 TII此，類利711[，帰!日母氏， JL父何人，

今在何711，母I:-:l，汝父非ddf人也，不見得 !i$国，活時南地.開国橋三?

情時誇予仁1，汝若，'jc，男子別言.我有遺物，戴干E じ稜有トー松下，若能

得此者，乃若子也，類、利問之，乃 1寺山谷索之，不得/を而;邑，一旦干t

堂七関村f)f間若有声，訣而見之，健石有七稜.乃担!於ii=卜 f与断剣一一

段，途持之 Jラ屋包1・句都・都租竿二三人行至卒十，，見父王， j:)、断剣幸之，

王出己所硫断剣合之，連EZ 創，王悦之，立局太子，至是継偉。

つまりウリュズメグとへミユツと同様に， 類利もまだ母のIJ台内にいる

うちに父母が別れてしまったために，父を知らずに母の手で育てられた。

そしてウリユズメグとへミユツが， 路上で矢を射て遊人でいたとように，

彼も路上で、雀を撃つ遊びに興じてし 1た。

ヘミユツと同様に彼も， そごに水を汲みに出て来た婦人が持っていた
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器を. 割ってしまった。 そしてそのことを怒って彼は罵った被害者の知

人の言葉をぽいて，十号然と Lて母のもとに帰った。

ウゾュズメグとへミュツは.このことがきっカ‘けとなって，組父の存在

を知った。そしてその居場所を尋ねて行って.む百を遂げた上に，その租

父と父と子の関系を結んだとさせている。 これは類矛1:がやはり， この事

件がきっかけとなって， ほの口からまだ見ぬ父のi札むを閣き出したコ そ

してそのもとまではるばる訪ねて行って対面し， 嗣子として認知される

ことができたとされているのと，本当に115くほどよく似ている。

V 柳花とアマテラスの類似

「ナ Jレ卜紋;司王ihとのあ 1.(¥だに見られる， これまでその一部を見てきた

ような数多くの類似からわれわれは，高句麗の神話伝説が全体として.ブ、

キユタイ人の神話から強ぃ影響を受けていたにちがいないと想定できる。

その高句麗の紳など古代の幹宇島にあった坤話はとうぜん， 当時 IiITi~半島

と密並な交渉を持ち. あらゆる面で先進l牝だったその文化を受容する立

場にあった日本の紳I話に. 大きな影響を持ったコ それでそのことの結果

として，日本の神話はスキュタイ榊話と，まさにもっとも，肝心と思われ

る点に関して， /t:，fj告の3簡でJRjたような著じい類似点と持つことになった

のだと忠われる。

日本の市111話が事実，高句麗のj神話から特に，もっとも岐心的と言える点

で，きわめて強いJ影響を受けていたととは，卑見によればまた，アマテラ

スの性質の分析によっても， この上ないほどはっきり佐められる。 なぜ

なら日本品川話の段高女耐として， その中央に位置しているこの女刊には，

いろいろな点で，高句麗の王家の祖母蹄の柳花と酷似したところがある。

作[1ftの性質が， かなり大幅にアマテラスの内に受け継がれていることが，

!1日らかだと巴::l~)れるからだ。
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がIの'f申の娘である柳花のもっとも明白な性質は，言うまでもたく.;]¥.の

女神であることだが.アマテラスの性質にはまずこの点でも，初IJ:;'tと共通

したところがあっきり認められる c アマテラスは事実!Ji中話と祭配との

雨面において，ほとんど水の女神と見なさてもよいと思えるほど，水とき

わめて密肢な結ぴっきを持っている D

アマテラスはまず，黄泉国から帰って来たイザナキが，死者の国で身体

に十j-I，¥た汚れを抗い落とすために{liJの流れの中に入って身瀧ぎをした

とき，最後に出牛したこ三氏子の長子として，父耐の左の目から牛まれたと

されている。 しかも彼女がこのようにして， ;]¥.の浄化力の働きによって，

清浄無活な処女神として， 水中で誕牛するその直前には， ソコツワタツ

ミ.ナカツワタツミ， ウノ¥ツワタツミと， ソコヅツノヲ，ナカヅツノヲ，

ウハヅツノヲという，二三位ずっ二組の水科たちが，次々に出牛したことな

っている。

その上また， アマテラスが紳話の中でしたとされている活躍の大部分

は， 天の安の?可という. 天上にあるとされている河と結びつけられてい

る。 アマテラスとこの天上の河とのあいだには， 切って切り離すことの

できぬ関系があることが明らかだと忠われるのだ。

まずアマテラスは，男性との肉体の交わりは持たずに，旦室の男制Iたち

の母親になった。そしてそれによって，純潔の処女のままで，皇室の踊母

訓lになったのだとされて 1"¥るが，この奇蹟が起こった場所も，天の安の河

辺であったと物語られている。

「古事記」に「孜i喧各中置天安河]而，，宇気布時」と言われているように，ア

マテラスはこの阿をt:;いだ、にさた人で， スサノヲと|句かい合って誓約を立

った D そしてたがいに持物を交換して，その交換した持物から?子の市中た

ちを牛み出し合った。 それらの子榊たちは， 雨榊がそれぞれ相手からも

らった持物を「古事記」に「奴那登母母由良遭振糠天之員名井而Jと言わ

れているように， 天の員名井という天上にある井戸の水で眠いで、から.
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「佐子〈美i喧迦美週 (rぞ吹棄気Iβ;之狭7長所成」こ三 fつれているように， 口に含

人で口歯み礁いて吹き出した。霧のヰII二次ノ?に1i::i[牛したとされている。

しかもこのときにアマテラスがまず先に， フサノヲから歩Jをもらって，

その剣からこの神の子と Lて誕斗ーさせたのは. 市11岡顛の宗像榊肩上に航海

のwjlとして祭られている， 二三位の/Jえの友和1;たで:だった。 アマテラスの子

の五柱の男jn$たちは， そのあとで三 女 [irl'，ち身に着けていた飾りの耐二伝

から， スサノヲによって出牛させられだ二三にな〉ている。

つまりアマテラスの子の刷lたちも，イヨinEIJと|可嘆に，河で;J(の浄化力の倒

きをi;jらか白に豪いながら， yt常な斗;ーまれ7;1をした。 しかもアマ二子ラス日

身 hlEElーのすぐ前に， ~~f の;j( O)ír1fl たちが午ーまれたとされてし、る())とま

ったく|司伎に， 被女のJU 子の紳たち 0)誕 /~τ一場一台にも， その宣Ciii二;ドりは

:J， ;j(の:女神たちがと|まれたことになっているのだ。

アマテラスと天0:)，乏しつj'ii!との結びつきはまた， 天の;古!ギのI!ilir話がら毛.

はコきり確認できる なぜならアテラスが岩岸に閉じ龍り世界一がJJ~~>夜に

なったときに， ヲミ ["1:たちは， 「古事記」に一是以 八百貞利， 於天安之河原，

ijilt集集而 Jと百われてるよ与に， この阿の河原に集まった G

ザ-r--;7'. '~ 

J とし l-"'r二」

で知詰ーの;TI*のオモヒヵネが考案，た計劃に従って祭りをして. アマテラス

を正71ヂからJ召さ J到すことができたと言jっilているからだ。

天の安の河はさらにまた， この事件のあとにアマテラスが高天原の女

王として八百万の天紳たちを桁押する，女王様の倒きとも明らかに，長IJり

離宇ことができない Q なぜならアマテラスは必要が起こるとそのたびに.

「古司王百己」に「高Ufd二jjJ;日五1)'，天間大御利f之命以， 於大安河之河尽， 紳集人

百尚南市集而」とヨーィつれているようにして， タカミムスヒと共に天榊たちに

命令 Lては， 彼らをこの河カ河原に集合させる。 そしてそこで天川たち

に相談させては， アオモヒカネのロから述べられるその協議の結:県を，そ

のjEりに貰行させるからだο

アマテラス;がこのように. JJ;:.とりわけ河J11のノ永と特別ながfiびつきをH
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っていることはまた，この女神の地上で、(T)祭られ刀からも，明瞭にほめる

ことができるの なぜならまず伊勢豆大神官は言うまでもなく， 五十鈴川

の川上にあって.そこでのアマテラスの祭胞はこの清流と，まさた切り離

すことができない。また「元伊勢」とも大『仰の主主官」とも呼ばれて，宇一大

和|官の中で本官に次ぐ高い格式を持つ沌原宮もやはり守川の上流にあっ

て，アマテラスはここでも同じように，清流のほとりに祭られている O そ

の上また「日本書記」には， 壬申の乱の最中の六じ二年六月二十六日の出

来事として，次のようなことが記されている。

北伊勢をiTIiり美濃に句けて軍を進めつつあった大海人旦子(後の天武天

皇)は，前夜仁容さと疫45Pの上に激しい雷雨にあって，非市な難儀をした

あとで，この日の朝に， Z14tiの三重県係シ重郡の朝関川の岸辺で，伊勢神宮

を遥拝して，アマテラスに)~II-I護を祇った。そのことは，-旦，於朝明郡建

太川辺，望拝天照太神」と記されてL、る。 IF万葉集JJ199番の柿本人!耐iEIの

長歌には事責， 激戦の最中に伊勢神官から猛烈な「神風」が!吸吹いて来て，

壬申の乱における大海人皇子の軍の勝利立助けたことが，-疫合乃 商宮

従紳風IJて伊吹或之天雲乎日之木毛不令見下!]閣か置賜而定之」と歌

われている C つまりこのときに，大海人皇子が.とれも清流の岸辺におい

てした祈願はテアマテラスに届いた己それでアマテラスは，この耐りに准

之て賓際に.戦闘の凶趨を決定するあらたかな力11護を一章一れたと，信じられ

ていたことが明らかだと忠われるのだロ

この事件からもこのように，清流の岸辺が，アマテラスに対する祭杷あ

るいは祈願のために，もっとも迫嘗な場所と考之られていたことが，はっ

きり分かる。

このようにほとんど水ことに河川の水と明らかに，密長な結びつきを

持っている一方で， アマテラスはまた農業ともきわめて聞係が探し、。

「日本書記」には.アマテラスの第で月柿のツクヨミがあるとき，地上で関

内にさまざまな食物を無居裁に持っていたヴケモチという耐を殺すと，
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その死盤のいろいろな部分から， 五穀と歪と牛と馬が設牛した。 アマテ

ラスはそれらを， アマノクマとトという酬を池上にiJ長遣して取って来さ

せた。 そして農業と益査を創始したという irilj話が，記されている。 その

結米にはアマテラス自身によって，農業と主主が剖始されたことが，こう

書かれている。

f時，天照大丹時喜之U，是物者，ヨIJ頴見主jZ1L，百I食而活之也，乃以粟科毒豆，

GII陸旧経:子 b 以陪民水田 f種子コ又国疋天邑右l'1[J 以其fú稀，拍~t=r天狭凹及

長l王。其秋III穎，八握莫莫然，甚快ロー又口泉台璽，使得抽系。自止t始有養蚕

之道高三

つまりこのときにアマテラスは， 五殺のうちの粟と稗と毒と豆とを，

「これらは人慌のと主命の哩の食物となるべきものだ、」と言って， 畑の作物

にした O そして稲はそれらと医Plvして.日の1)1'吻にした上で，その栽培を

まず天上でイ治めるごとにいそのために天紳の仁わから，稲作を指拝する村

長の役をするものを任命した O そしてさっそく天上に回を作らせ， 隠を

育てさせたところが，その年の秋には，穂、が長く主主れてしなうほど，豊か

な実りが何られた ν アマテラスはまた，蚕を自分の口の中に入れて，それ

から絹糸を引き日， L，それが養蚕の哨矢となったと言われているわけだ 2

アマテラスと稲作との関係の深さはまた，スサノ ヲが天上でしたとさ

れている，この女ffr11に対する乱暴のことを物語った話からも，きわめて明

暗に知られる c ア，!i:eJ~記ゴによればスサノヲは r離天照大御J和之営団之阿.

せH其ifLと言われているようなやり方で， アマテラスが天上に作らせてい

た稲DJをさんさんに荒ら Lたc その上また「亦，其於問看大嘗之殿!示侃

里散」と言われているようにして，その稲圧でJ&護される新穀を， アマテ

ラスが賞味する利1聖な祭りのために， 準備されていた於殴を大使によっ

て汚 Lたとtff語られている。

このようにして天上の旧で作らせ， 自身が象味Lていた栢の稀をアマ
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テラスは，太子のオシホミミに長けた口そしてそれを持って地上に，草原

中園の支配者になるために降りて行くように命令 Lた 3 「日本書記」には

アマテラスがそのとそかきに，以吾高天原所御賢庭之穂，亦さを御於吾児」

と，巌かに宣言したと記されている c

ところがちょうどそのときに， オシホミミくの妻の女神ヨロヅハタヲ

カとメが，子を牛人だロそれでそのアマテラスの孫に当たる，ホノニニギ

が， 父の代りに地上に降らされることになったこ そしてアマテラスから

またあらためて種の神器などと失に陪の聞も長かつて，日向の高千穂

の本に降りて来て ~J，室の租先になったのだとされている 2

「日向|強風土記』の逸文によれば， このときに地上はまだ夜と層の巨別

もなくて，較jの識別もできめ暗習の献態だった 3 だがそこに峰りて来たホ

ノニニギが， jqJ之た土地の神たちの勘めに従って.沢U-rの舶の穂を手でj主

人で籾にして揺さ散らすと，たちまち太陽と月が空に闘いて，位界を明る

く照らすようになった(，瑳千匹、白弓籾J支散町天開晴 日月照光J)と言

われてける】

二三品彰英によってもすでに持ほされて lJIるようにこの話は2ヘ例花が朱

蒙に五穀の種を授けたという， 前fS~た0" 1 日三国史』の記事の中の高句麗

の話と，明らかに酷似している 3 なぜならどちらの話でも，王家の祖母榊

が.その王家の治租となる運命を持った白分の子ある 1いllZ孫を，故郷から

速くになっているからだ c この摂似くに照らして見るならば， アマテラ

スに見られるこれまで瓦てきたような農業とのきわめて， 深い結びつき

もやはり，他の多くの瓜で、もこの女神の原形と目せる棚花から，継承され

たものであることが明らかだと思われる。

25)二三日彰英「建圏紳訴の諮問題j(O"二三品彰英論文朱j，第 2巻)， LP.凡祉， 1971 

年， 209頁。
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