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研究論文

神国の境界

―スサノオと日鮮同祖論について―

ダーヴィッド・ヴァイス（David Weiß）

はじめに
　本論考では、日本が朝鮮半島における植民地支配を正当化する際に、当時の古代神話の

研究がどのような役割を果たしたのかという問題に焦点を当てる 1。 その一例として、植民

地時代のディスクールにおけるスサノオという神の機能を分析する。スサノオは、『古事記』

や『日本書紀』に記されている神話において、アマテラスの弟として重要な役割を担って

いる。幕末から明治初期にかけて、アマテラスは日本の国民国家としてのアイデンティテ

ィを形成する政治的象徴となったのに対して 2 、スサノオはそれほど重要視されていなか

った。その理由は、スサノオが神話のなかで英雄という一面だけでなく、いたずら者とし

ての一面も有する両義的な神として描かれているからだと考えられる。そのためスサノオ

は、明治初期の政治家や知識人が日本人の集合的アイデンティティを形成するという目的

で生み出したイデオロギー、すなわち天皇とその祖先とされたアマテラスが中軸となる家

族国家のイデオロギーのなかへは、その当時はまだ取り込まれていなかったと言える。し

かし日本が 1910 年に朝鮮を併合して以降、朝鮮人が日本の家族国家とどのような関係にあ

るのかがくりかえし議論されるようになった。その議論において、日本と朝鮮の文化が同

一の起源に由来し、兄弟関係にあると主張する「日鮮同祖論」が、学界においてもマス ･

メディアにおいても、頻繁に主張された。こうした背景のもと、スサノオも近代日本の集

合的アイデンティティの形成に関与することとなった。本論考では、その過程を素描しつつ、

スサノオが近代日本の国家的アイデンティティにおいてどのような役割を果たしたのかを

考察する。

1　本論文の校正については馬場大介博士（東京）に心からお礼を申し上げる。本研究は JSPS 科研費 18KK0004

の助成を受けたものである。

2　千葉慶『アマテラスと天皇』2011 を参照。
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日鮮同祖論について
　久米邦武（1839-1931）と重野安繹（1827-1910）と共に（東京）帝国大学 3 の国史科では

じめて教授を任じた星野恒（1839-1917）は、1890 年に「本邦ノ人種言語二付鄙考ヲ述テ世

ノ眞心愛國者二質ス」と題した論文を発表した。このなかで星野は、『古事記』や『日本書紀』

の神代巻を再解釈し、7 世紀の後半にあたる天智天皇の在位まで「日韓ノ人種言語同一ナリ」

という結論を出している 4。 この論文は、現代における近代日本のイデオロギー形成をめぐ

る議論においては、日鮮同祖論の最も早い例の一つと見なされている 5。 

　上記の論文のなかで、星野は神話におけるスサノオについても言及している。つまり星

野は、スサノオが朝鮮半島の新羅に降臨し、朝鮮で檀君という神として崇拝されるように

なり、最終的に日本に渡ったという仮説を、八坂神社の社務識を務めた紀
き し げ つ ぐ

繁継（生没年不

詳）が作成した文献から引用している 6。 檀君は朝鮮を建国した神であると言われる。その

ため檀君は、朝鮮人のアイデンティティにとっての重要な象徴であり、近代日本にとって

のアマテラスと酷似した役割を担っていたと言える。『日本書紀』の第 1・2 巻に該当する

神代巻は、特徴的な構成を示している。それは、まずつじつまの合った筋立てを成してい

る正文が記され、さらにその正文に続いて幾つかの異文が記されている点である。それら

の異文は「一
あるふみにいわく

書曰」という表現で始まる点から、「一書」と呼ばれる 7。 紀繁継の仮説も、そ

のような一書の一つを根拠としている。それによると、スサノオはアマテラスの支配する

高天原から追放された後に、新羅に降臨し、曾
そ し も り

尸茂梨という土地で暮らしたという。しかし、

スサノオは「此の地は吾居らまく欲せず」と言って、日本に渡った 8。 「曾尸茂梨」という言

葉は、紀繁継によると、朝鮮語で「牛の頭」という意味で、牛頭山という朝鮮の北部に位

置する山を指しているという 9。 スサノオが日本で牛頭天王という別名でも知られていたこ

とは、紀繁継に従えば、スサノオがその牛頭山に降臨したためであるという。そして紀は、

スサノオは檀木の下に降臨したため、朝鮮人によって檀君という名前で崇拝されるように

なったと論じている 10。 これに対して星野は、「［紀］繁継カ檀君ノ考案［ハ］附會二近ケレハ、

敢テ從ハス」 11 としながらも、スサノオを牛頭天王、つまり朝鮮半島の牛頭山と結びつける

解釈には賛成している 12。 
3　東京の帝国大学は、1897 年に京都に帝国大学が創設されたことを受けて、「東京帝国大学」と改称された。

4　星野恒「本邦ノ人種言語二付鄙考ヲ述テ世ノ眞心愛國者二質ス」1890，18 頁。

5　例えば小熊英二『単一民族神話の起源』1995，88-89 頁。

6　星野 1890，19-20 頁。紀繁継『八坂社旧記集録』1870，上巻，2，10-13 頁を参照。

7　松本直樹「神代紀の構造」2010 を参照。

8　『日本書紀』巻第１神代上〔第 8 段〕一書第 4（新編日本文学全集 2，99 頁）。

9　紀 1870，上巻，11 頁。

10　同上。

11　星野 1890，22 頁。本論文では、引用における論者による補注を、四角カッコ［　］で表記する。以下同。

12　同上，20 頁。ただし紀とは違い、星野は、牛頭山は楽浪にあるのではなく、江原道春川府に位置していた

と主張している。

ダーヴィッド・ヴァイス

　さらに、星野は以下のように論を展開する。『日本書紀』の別の一書では、スサノオは自

分のあらゆる体毛を抜き、それらを撒き散らし、それぞれの体毛からさまざまな種類の樹

木が生えたと記されている。それからスサノオは自分の子孫に、杉と楠を使って舟を作り、

朝鮮半島にある金銀を手に入れるよう助言したという。その後の経緯について星野は、「素

戔嗚尊、熊
くまなりのたけ

成峰に居しまして、遂に根国に入りたまふ。」 13 という一文から、自身の「熊成峰」

は朝鮮半島の地名であるという解釈を基に、スサノオ自身も朝鮮半島へと渡ったという見

解を示している。その際に星野は、『日本書紀』の雄略天皇（在位 457?-479?）についての記

録に「久
く ま な り

麻那利」という地名が記載されている点に注目している 14。 星野によれば、この記

録における地名は、万葉仮名で書かれているが、「久麻那利」と「熊成」は同じ土地を指し

ているという。星野は、久麻那利が朝鮮半島に位置するということは、雄略天皇に関する

記録から明らかであり、スサノオが辿り着いた熊成峰も朝鮮半島に位置するため、スサノ

オは「恐ラクハ」新羅の主であったと論じている 15。 このように星野は、『日本書紀』の神

話と雄略天皇の記録に記されている同音で読める語を、同一の地名と解釈することによっ

て、スサノオと朝鮮を関係づけた。

　星野の論は、当時の国学者たちによって厳しく批判される一方で 16、 歴史学者の間では次

第に代表的な日鮮同祖論として支持を獲得していった。そして日鮮同祖論は、日本による

朝鮮併合をきっかけに、一時的に日本の歴史学の主流をなすだけでなく、マスメディアに

よっても喧伝された 17。 日鮮同祖論を主張する諸論文は、星野の論文と同様に、神話・古代史・

考古学・言語学の見地から、日本と朝鮮の文化が同一の起源を有すると主張した。日本に

とってその政治的な利害は、日鮮同祖論が朝鮮併合を古代の理想的な状況の復古として意

味づけることを可能にした点にあった。この日鮮同祖論を裏付ける上で最もよく取り上げ

られたのが、スサノオであろう。朝鮮総督府は、日鮮同祖論に対して曖昧な態度を取る傾

向を示していたが、1942 年にその朝鮮総督に就任した小磯國昭（1880-1950）でさえ、朝鮮

の学生の集団を前に、「内地人」が天照大御神の子孫であるのに対して、「半島人」は檀君

と同一神である素戔嗚尊の子孫であると説明した 18。 以上のように、日本側の政治的利害と

学術的知見を踏まえた論調によって、朝鮮半島の人々が日本の家族国家の一員として描か

れた点を見逃してはならない。

13　『日本書紀』巻第 1 神代上〔第 8 段〕一書第 5（新編日本文学全集 2，100-101 頁）。

14　同上，巻第 14 雄略天皇 21 年 3 月（新編日本文学全集 3，204 頁）。

15　星野 1890，21-22 頁。

16　久米邦武「倭韓共に日本神国なるを論ず」1989，42-44 頁を参照。

17　1910 年 8 月 29 日に韓国併合が公布される前後は、多くの新聞や雑誌に日鮮同祖論を唱える記事が掲載された。

小熊 1995，104-113 頁を参照。

18　Chang: Ilcheha Ilsŏndongjonon ŭi taejungjŏk hwaksan kwa Susanoo no mik’oto sinhwa, 2009, 385.

神国の境界
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家族国家から家族帝国へ
　日本が朝鮮を支配した植民地時代において、日本と朝鮮の関係は、頻繫に家族関係に喩

えられ、意味づけられた。例えば、東京帝国大学の哲学科の助教授であった大島正徳（1880-

1947）は、日鮮同祖論自体には否定的な立場を示しながらも、「我が国本来の国家家族の内

に彼等［朝鮮人］も養子か貰ひ子か拾ひ子の如く取り入れて、精神的に家族視し家族取扱

ひにして行くのが、我国体を拡大する所以になると思ふのであります」と主張した 19。 他方

で、日鮮同祖論の支持者であった吉田東伍（1864-1918）は、朝鮮人を日本に同化させるべ

きとし、「孤立不安の『ママコ』国民」と呼んだ 20。 また、当時の最も有力な日鮮同祖論者

のひとりと言われる喜田貞吉（1871-1939）は、朝鮮を「我が国と祖先を同じうする分家」

と見なした 21。 いずれの位置づけ方も、朝鮮人を家族国家の一員としているにもかかわらず、

朝鮮人に対して日本人と対等な地位を認めていないことは明らかであろう。さらに、1937

年に文部省によって出版された『国体の本義』では、「抑我が国は皇室を宗家として奉り、

天皇を古今に亙る中心と仰ぐ君民一体の一大家族国家である」と記されている 22。 これに関

連して、日本人は国民として、天皇家という宗家に対して下位の分家と考えられた。この

家族的国家観に、朝鮮人がさらに下位の「分家」、「養子」、「ママコ」として組み込まれた

と理解できる。以上を踏まえれば、天皇と国民で構成される家族国家の概念が、朝鮮人を

その中へと組み込むことによって、帝国主義的な植民地支配を前提とした家族帝国の概念

として新たに定義されていったと言っても過言ではないであろう 23。 

　日鮮同祖論は、朝鮮が植民地化されることを、古代への理想的な復古として意味づけて、

正当化しようとした。例えば喜田貞吉は、「貧弱なる分家」である朝鮮人は韓国併合によっ

て「有力な本家の家庭に復帰した」と主張した。すなわち喜田は、朝鮮人は「実に其の本

に復ったのである」と述べている 24。 また歴史家の阿部辰之助（生没年不詳）は、1928 年に

出版した日韓古代史に関する著作の第一編の最終章に「日韓併合は復古である理由」とい

う見出しを付けている 25。 

　このように日本が家族関係として描かれた日本と朝鮮の関係を図式化する上で、スサノ

オは決定的な役割を担ったと言える。なぜならスサノオは、皇室の始祖と見なされたアマ

テラスの弟として、家族帝国における朝鮮人とよく似た位置づけ方で、神話の世界の周縁

に置かれていたからである。次節で説明するように、スサノオは神話のなかで、境界に置

かれた存在として描かれている。スサノオは、最初はアマテラスの支配に反逆したが、最

19　大島正徳「予の国体観と国家人格論」1918，14-15 頁。

20　吉田東伍「韓半島を合併せる大局面」1910，91 頁。

21　喜田貞吉「韓国併合と教育家の覚悟」1910，137 頁。

22　『国体の本義』1937，38 頁。

23　Uchida Jun: Brokers of  Empire, 2011, 362 頁を参照。

24　喜田 1910，140 頁。

25　阿部辰之助『新撰日鮮太古史』1928，第一編，52 頁。

終的にはアマテラスに帰服する。この二面性が、「内鮮一体」という合言葉で総督府によっ

て進められた同化政策を正当化する言説へと組み込まれていくことになる。

スサノオの境界性
　スサノオが日本帝国における朝鮮人の周辺的な位置や彼らの日本化をめぐる言説で頻出

する決定的な理由を、その神としての「境界性」に見出すことができる。この境界性すな

わちリミナリティ（liminality）という概念は、フランスの文化人類学者のアーノルド・ファン・

へネップ（Arnold van Gennep: 1873-1957）が、その著名な『通過儀礼』（Le rites de passage, 

1909）のなかで提唱している 26。 ヘネップによると、通過儀礼とは「場所・状態・社会的地位・

年齢のあらゆる変化にともなう儀礼」であり、三つの段階によって特徴づけられる。つま

りそれは、「分離」（separation）・「周辺（或いは境界）」（margin or limen）・「再統合」（aggregation）

という三段階である。以上の通過儀礼に関する概念に基づき、イギリスの文化人類学者の

ヴィクター・ターナーは、過渡期における境界性という状態について考察を加えた。ター

ナーによると、リミナリティあるいは境界性を持つ人間は、それまで属していた段階から

これから移行する段階の間でどっちつかずの状態にあり、社会的な秩序から一時的に抜け

出しているという 27。 それゆえに、境界に接した人間は社会的規則にも従わず、型破りな振

る舞いをするという。またターナーによれば、神話のなかでは、そうした境界に置かれた

神や登場人物は、「トリックスター」（trickster）、すなわちいたずら者として描かれるとい

う 28。 

　日本の神話を考察すると、スサノオはまさにこの役割を果たしているとは言えないであ

ろうか。つまりスサノオは、「天津神」であるアマテラスの弟に当たると同時に、「国津神」

である大国主の祖先であり、「天津神」にも「国津神」にも属していないのである。しかも

スサノオは神話のなかで絶えず様々な土地を流離っている。つまりスサノオは、最初にい

た滄
あ を う な は ら

海之原から追放され、アマテラスの支配する高天原に登り、またもや追放され、出雲（ま

たは新羅）に降臨したあとで、最終的に異界である根国に入った 29。 スサノオが二回も追放

された理由は、彼が社会、宗教、農業に関わる禁忌を何度も犯したからである。そうした

スサノオの行為は、「区分を無化する」こと、つまり「境界を無化する」ことを意味する 30。 

したがって、秩序を象徴するアマテラスに対して、スサノオは無秩序を象徴しているとい

う二項対立が浮き彫りになると言える。

26　A．ファン・へネップ（綾部恒雄／綾部裕子訳）『通過儀礼』2012。

27　V．ターナー（冨倉光雄訳）『儀礼の過程』1976，125-126 頁。

28　Turner: Myth and Symbol, 1968, 580.

29　『日本書紀』巻第 1 神代上〔第 5 段〕一書第 11-〔第 8 段〕一書第 5（新編日本文学全集 2，58-101 頁）。

30　森朝男『恋と禁忌の古代文芸史』2002，21 頁。

ダーヴィッド・ヴァイス 神国の境界
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死の国としての朝鮮
　新渡戸稲造は 1906 年に朝鮮を訪れた時の印象を、その「枯死国朝鮮」の中で次のように

記している。

予は信ずらく、此国に於けるが如くに、生者と死者としかく近接して、行動労作する

ものは無しと。山野は実に墳墓に充つ、予の今過ぐる所の路傍にも、土饅頭を列ねて、

又たやがて埋葬せらるべき柩をも列ぬ。其の多くは既に腐破して、中なるものは露出

せり。［…］児童は其側に戯れ、彼等の飼へる牛は爰に草を食み、名も無き祖先の晒れ

かうべは、路傍に行人の蹴る所となる。［…］かく死と密接せる国民は、自から既に半

ば以上死せるものなり。［…］韓人生活の習風は、死の習風なり。彼等は民族的生活の

期限を了りつつあり。彼等が国民的生活の進路は殆ど過ぎたり。死は乃ち此半島を支

配す。31 

このように新渡戸は、朝鮮の不衛生な状態を悲観的に述べている。朝鮮を病気や死と結び

つけるこうした発言は、植民地時代の朝鮮半島に関する道中記や旅行ガイドにも多く見ら

れる 32。 その結びつきを裏付けるかのように、日鮮同祖論の支持者は、朝鮮半島を日本神話

で述べられている異界と関連づけようとしたと推測される。

　その一例は、柳田国男（1875-1962）の弟である松岡静雄（1878-1936）が 1931 年に出版し

た『出雲伝説』に見出される。この著作の中で松岡は、朝鮮を『日本書紀』に記載されて

いる異界の一つである根国と同一視している。『日本書紀』の神話を歴史的事実と見なした

松岡によると、スサノオは六世紀に朝鮮半島から出雲に渡った渡来人であり、その後出雲

の支配者になったという 33。 しかし、スサノオはアマテラスの支配領域を攻撃したため、「終

に失脚して本郷なる根国即ち韓国に退去した」という 34。この解釈は、先述したように、星

野恒が言及した『日本書紀』の一書に依拠していると考えられる。つまり松岡は星野と同

様に、熊成を朝鮮の地名と考えた上で、さらにその地を同じ文章に見える根国と同一視し

たのである 35。 

　もう一つの例は、先述した阿部辰之助が 1928 年に出版した『新選日鮮太古史』に見出さ

れる。阿部によると、スサノオは新羅から渡来人の集団を率いて日本列島に上陸し、出雲

を建国したのだという。さらに阿部は、スサノオは出雲の鰐淵山に葬られ、その場所に、

後に百済の都となる「熊成」という地名が定着したと主張している 36。 松岡と違い、阿部は、
31　『新渡戸稲造全集』第 5 巻，81-82 頁。

32　Duus: The Abacus and the Sword, 1995, 399-406 頁を参照。

33　松岡静雄『出雲伝説』1931，251 頁。

34　同上，7 頁。

35　同上，45-46 頁。

36　阿部 1928，第一編，28-29 頁，第二編，48-50 頁。

根国を直接朝鮮と結びつけてはいない。ただし阿部は、黄泉国と常世国という日本神話に

記されている異界は、朝鮮半島を指しているという説を掲げている。阿部はその二つの異

界の名前を、『古事記』や『日本書紀』の表記にはない「夜」という字を使って書き、次の

ように説明する。

［古代の日本人は］今の朝鮮の南部海岸へ向って舟を出しますと毎日毎日西の方へ向

って舟を出すので有りますから、朝鮮の南部海岸に着く迄には毎日毎日夜迎へて行き

まして、遂には朝鮮の南部海岸へ着きますから、此地をば夜見る国である、常に夜の

国であると唱へたのが、今の朝鮮南部海岸の地たる慶尙北南道の南部をば夜見国又常

夜国（後ち学者常世国と稱す）と唱へたので有ります。37 

加えて阿部は、豊葦原国が同じ理由で、「日の本国」、即ち「日本」と呼ばれるようになっ

たと解説している 38。 

　このような言説において、日本による植民地支配下の朝鮮は、夜または死の国と見なさ

れるようになった。文明に関して未開発であると見なされた朝鮮と近代化し続ける日本と

いう植民地時代における二項対立の図式を考慮すれば、日本に対しては暗黙裡に「日」や「生」

というポジティヴなイメージが付与されたと言えるであろう。

おわりに
　日本神話におけるスサノオとアマテラスの対立を、文化人類学者の山口昌男は、次のよ

うに図表であらわした。39 

　　  アマテラス  スサノオ

 年上   第二子

 主権   補足的権力

 首都   辺境

 安定して中心  動的な辺境

 平穏   暴力的

 秩序   混沌

 聖性   侵犯

この図表の対立項は、これまで説明してきた日本の家族国家観における植民地朝鮮の位置

づけに付合していると言える。論者が作成した以下の表を参照してほしい。

37　阿部 1928，第一編，7 頁。

38　同上。

39　山口昌男「天皇制の神話」2003，241 頁。
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  清い   汚い

  健全   病気

  日出   日没

  明かり   闇

  生   死

  日本   朝鮮

このように神話と政治の言説においてスサノオと朝鮮を関連づけることは、朝鮮人を家族

国家のイデオロギーに吸収することを可能にしただけではない。同時にこの関連は、帝国

における朝鮮人の周縁的な位置も図式化し、その位置づけ方を、神話の内容に沿って描き、

旧来の状態として正当化することも可能にしたと言ってよいであろう。

　スサノオの神話における役割との関連において、帝国の周縁にあたる「外地」の朝鮮と

「内地」として中心に位置する日本が対置された。これによって、日本の朝鮮に対する優位

性や近代性が強調された。この意味で「朝鮮」という負のイメージは、日本帝国の内側に

ある他者として、近代日本のアイデンティティ形成のために作り出されたと結論づけてよ

いであろう。ここで見方を変えれば、朝鮮人は、植民地時代において、境界という段階に

置かれていたと言える。「半島人」と言われていた現地人は、様々な政策によって朝鮮人と

しての文化的アイデンティティを否定された。その一方で、彼らは日本国籍を取得したと

しても、「内地人」と対等な権利は認められなかった 40。 朝鮮総督府は、朝鮮人が「内地人」

と対等な立場を得る前に、換言すれば彼らが境界の段階から日本国民として再統合される

段階へと至る前に、完全に日本人に同化しなければならない、としていた 41。 当時の日本

の政治家たちは、その文化的同化の過程は、何十年、あるいは何百年もかかると考えてい

た 42。 以上の政治的状況に鑑みても、朝鮮人は植民地時代において、一貫して日本という神

国の境界に置かれたと言ってしかるべきであろう。
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