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⾓ある蝦蟇と「切⽀丹」 

――変⾝譚の展開―― 

 

南郷 晃⼦ 

 
 
はじめに 

切⽀丹は蝦蟇に変⾝する。⾓を持つ蝦蟇に変⾝をする。 
本稿はこの奇妙なモチーフを起点に物語が膨らみ⾏く様、そして新たな物語世界が⽣まれ

いく様をみていく。 
神話や伝承では動物への変⾝譚がしばしば語られる。⿃となって⾶び⽴つ者、蛇となって

訪れる者、それら変⾝のモチーフは、様々な物語のうちに少しずつ形を変えながら繰り返し
登場する。中島敦が「尊⼤な羞恥⼼」を抱え込む李徴を⻁に変⾝させたように、動物への変
⾝譚は、彼がその⽣き物といかに呼応したかの物語である。形を変えながらも⼈間と呼び合
う動物が体現するもの、体現させようとするものは、脈々と受け継がれ、新たな物語を呼び
続ける。 

本稿では近世期にイメージされたキリスト教徒について、「切⽀丹」と表記することとす
る。同時期作品の多くがそう呼ぶのに倣ってのことである。 
 

１．『傾城島原蛙合戦』における蝦蟇と「切⽀丹」 

(1) 七草四郎について 

⾊とりどりの⽂芸が花開いた江⼾時代、異なるモチーフが次々と接続され物語となり、ま
たそれが核となり新たな物語が⽣まれていった。その様はまるで張り巡らされた蜘蛛の巣の
ようだが、中⼼となる蜘蛛はいつの間にか姿を変え、巣の端が新たな中⼼になっていく。こ
の際限なく⽷を張り巡らし続ける蜘蛛、ならぬ蝦蟇がいる。その正体は天竺徳兵衛、⼜の名
を七草四郎という。 

蝦蟇の術の使い⼿「天竺徳兵衛」は、近世の歌舞伎や読み本世界において根強い⼈気を誇
った。徳兵衛は本来⾓倉与⼀の貿易船で各国を回った⼈物であるが、その実態とは別に複雑
な背景を持ち妖術を使う⾊悪として様々な作品の中を跋扈した。作品中で四郎の実の姿はし
ばしば「七草四郎」であると明かされる。七草四郎は無論天草四郎の仮託である。「でいで
いはらいそはらいそ」（近松半⼆脚本『天竺徳兵衛郷鏡』、宝暦⼗三年（1763）⽵本座初演）
と、切⽀丹を彷彿とさせる呪⽂を唱えながら妖術を使い⽇本の転覆、奪国を企む。すなわち
天竺徳兵衛は切⽀丹を匂わせるヒールであり、彼の使う妖術が「蝦蟇の妖術」なのである。
あらためて蝦蟇と切⽀丹というこの不思議な組み合わせについて考えてみたい。 

読み本や歌舞伎における蝦蟇の妖術については、後にも述べる⾼⽊元⽒や鵜飼伴⼦⽒の論
考をはじめとする⾮常に詳細な先⾏研究がある1。本稿ではこれら先⾏研究を踏まえつつ、こ
れらの「蝦蟇」モチーフがどこから来るものなのか、そしてどのように広がっていくものか
を読み本や歌舞伎以外の表象へも⽬を転じながら、考えてみたい。 
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さて、歌舞伎における妖術を幅広く研究する佐藤⾄⼦⽒が「江⼾時代に⽣み出されたガマ
の妖術使いの系譜を作るとしたら、最初の⼀⼈に数えるべきは浄瑠璃『傾城島原蛙合戦』（享
保4年（1719）11⽉、⼤阪・⽵本座）の七草四郎藤原⾼平」というように2、天竺徳兵衛の妖
術は近松⾨左衛⾨脚本の『傾城島原蛙合戦』の七草四郎の使う術が初発であるとみなされる。
本稿はこの『傾城島原蛙合戦』を起点に論を進めていく。 
『傾城島原蛙合戦』は⽇本奪国を企む七草四郎とその恋⼈のふりをする傾城更科、更科の

本当の恋⼈清治を中⼼とする、恋と陰謀の物語である。まず七草四郎の⼈となりを説明した
い。彼は奥州の「藤原泰平」の弟である。頼朝からの追っ⼿を逃れ最後は筑紫七草の城で兵
を起こす。彼が追っ⼿から逃れるのは「蝦蟆仙⼈が法をつたへざまざまの幻術を以て万⺠を
まどはす」者であるためである。 

⼤勢どっと取りまくを少しも動ぜず、屋根に向かって吐く息は⻘⻩⾚⽩紫に。渡せる橋
はなんの虹やと問へど答へず⽬の前に。四郎が形はかき消すごとく虹の⽌まりは屋の棟
に3 

四郎は虹の息を吐き、追っ⼿をかわす。謀反⼈である彼は、筑紫七草での決戦まで追っ⼿
から逃げなければならない。 
 
(2) 七草四郎の変⾝ 

次のような四郎の変⾝場⾯がある。四郎の恋⼈のふりをしていた更科が、彼⼥の⽗親（⼿
塚幡楽）と四郎を謀る話をしていると不意に更科が苦しみだす。 

（更科が）「四郎が来て⾝を責むる。⾒て下さんせ」と上の衿押開けば。あらいふせ恐
ろしや、頭に⾓有⼤の蝦蟆。雪の肌にひつたりと四⾜をはつて⾁をしめ【中略】蟆は毒
気の虹を吹かけ忿の相。是⾮に及ばず是迄と（観⾳の絵像へ）⾜をあぐる頭の上、棚に
積んだる瀬⽥柴の暫し暫しと踏み散らし、やあえいと⾶んでおりたる若者、幡楽が⾜を
取りて押のけ。「我らは葛⻄の郡司清重が嫡⼦、同名源六郎清治。息⼥更科とは最愛の
契約有ながら、漂⽩の浪⼈⼼に任せず更科が安否きかま欲しく、今朝未明に薮垣を破忍
ひ⼊し慮外まつひら御免。此七草の四郎蛙は我らが名字の敵、親の敵も同然とはつたと
にらみ、やい⾍めおのれ蟆の形で切は残念ながら、武⼠の⼑有りがしとて頂戴せよと、
むんずとつかんで指通す刃の下ついと⾶び抜け納⼾の内に⼊よと⾒へしが、忽に実の
七草四郎が本体、間の⼾けやぶりつつ⽴たり。 

突然苦しみ始めた更科の胸元には、頭に⾓が有る⼤きな蝦蟆が張り付いている。更科、そ
してその⽗⼿塚播楽の危機であるが、更科の本当の恋⼈、源六郎清治が思いも寄らず現れる。
清治の⼑が四郎蛙を切りつける。四郎蛙が⼑の下を⾶び抜けたかと思えばその先には「実の
七草四郎が本体」すなわち、七草四郎⾃⾝の姿が⽴っている。 

清治の剣さばきとともに鮮やかに姿を変える四郎は、舞台を観る⼈々を喜ばせただろう。
そしてまた苦しむ更科の雪の肌の胸元にピタリと張り付く頭に⾓がある⼤きな蝦蟇はグロ
テスクで、それだけにエロティックでもある。 
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(3)『傾城島原蛙合戦』における蝦蟇の妖術についての先⾏研究 

七草四郎や天竺徳兵衛の「謀反⼈」としての側⾯に焦点を当てて、蝦蟇の妖術について論
じたのが廣末保⽒や鵜飼伴⼦⽒である。 

廣末保⽒は、蟇のイメージが幻術と結びつくこと、幻術が反乱・謀反と結びつくことから
蟇のイメージが謀反と結びついても不思議はないと指摘する4。この謀反⼈と蝦蟇のイメー
ジについて、鵜飼伴⼦はさらに以下のように述べる。 

「近世⼈には、異常に⼤きな蝦蟇は⾒た⽬の不気味さとも合間って、⼈間に災難をもた
らす存在であるとの認識があったようである。災をもたらす⼤蝦蟇のイメージは、天下
国家の秩序転覆を謀る謀反⼈のイメージにも重なっていく。⼤きな蛙に変⾝する蝦蟇の
妖術使いにはそういった不気味で不吉な⼤蝦蟇のイメージが重ねられているといえよ
う。」5 

廣末⽒は蝦蟇と幻術を結びつけ、鵜飼⽒は蝦蟇に災いをもたらすものの姿を読み取る。
そして両者はそれぞれが蝦蟇に謀反⼈のイメージを付与していると指摘する。指摘の通り、
七草四郎を始め、天竺徳兵衛、⾃来也に到るまで蝦蟇は謀反⼈が使う妖術である。『傾城島
原蛙合戦』の七草四郎のみならず諸々の天徳物の天竺徳兵衛は鎌倉幕府や太閤秀吉などの⽀
配者への叛逆の執念を燃やす。そのような反逆者と蝦蟇イメージが結びつく背後には、確か
に⼝から虹を出すといった蝦蟇の幻術イメージや、禍々しさはあるだろう。 

さらに、謀反⼈の術としての「蝦蟇の妖術」イメージの背後に「異国」という要素も付け
加えられよう。この異国イメージについては後に述べることとし、ここでは⾼⽊元⽒の指摘
だけ確認しておきたい。 

⾼⽊⽒は四郎の術の「由来」たる蝦蟇を使う仙⼈、蝦蟇仙⼈について「中国の蝦蟇仙⼈は
⽇本で⽂芸化された途端に、得体の知れない妖術使いの謀反⼈として形象化されてしまった
のである。」と述べる6。蝦蟇仙⼈と重なりながら、蝦蟇は、中国—異国のイメージを醸し出
すのである。 

さて、鵜飼⽒は「蝦蟇の妖術」について、既述のこと以外にも様々な視点から、⽰唆に富
む考察を加えている。例えば七草四郎や天竺徳兵衛の神出⻤没さについて、蛙が姿を消すと
いう不思議な現象が、蛙は空間を⾃在に移動する⼒を持つという俗信を⽣み、「⾶⾏⾃在」
な蝦蟇の妖術につながったのではないかという7。あるいは四郎が虹を使うことについて、
「道⼠陸国賓」が蝦蟇の「⽩虹」を吐くのをみたという『甲⼦夜話続篇』の記述を引き、蝦
蟇が虹を吐くという俗信と四郎の術とを関連づける8。 

「陸国賓」が蝦蟇の「⽩虹」をみた話は、佐藤⾄⼦⽒の指摘する通り『和漢三才図会』に
も含まれている9。『和漢三才図会』は正徳⼆年（1712）の序を持ち、近松が執筆した頃には
知られた話であったと考えられる。 
 
(4) 蝦蟇の妖術と蝦蟇仙⼈ 

では、それらの蝦蟇の「能⼒」を踏まえた上で、あらためて七草四郎のものであるところ
の術の由来、すなわち謀反⼈の術であることの由来はどのように考えられるだろうか。四郎
は不意に姿を消し、虹を伝って逃⾛する。鵜飼⽒もいうようにそれは逃⾛者、謀反⼈の術な
のである。蛙が虹を吐く、姿をくらますという俗信と、それが追っ⼿を晦ます術であること
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は地続きではない。蝦蟇の妖術が追っ⼿を晦ます謀反⼈の「妖術」となったのは、ひとり近
松⾨左衛⾨の創造性に帰されるのだろうか。まずは七草四郎の術の由来だという「蝦蟇仙⼈」
について考えてみたい。 

蝦蟇仙⼈は⼭⽔画の画題となってきた仙⼈であり、三本⾜の蛙と戯れる蝦蟇仙⼈と⼝から
⽩い息を吹く鉄拐仙⼈は対になって描かれる。四郎が⼝から虹を吹くのは鉄拐仙⼈のイメー
ジを取り込んでいる。絵画の中、蝦蟇仙⼈は裸⾜で乱髪、ボロボロの⾐服をまといながら邪
気のない表情で遊ぶ10。 

この「蝦蟇仙⼈」という名前そのものは中国古典にはみえないため「蝦蟇仙⼈」とは何者
かということはしばしば議論になった。⾼⽊⽒や⽇本の事典類、例えば『説話伝承⼤辞典』
などでは「蝦蟇仙⼈」は三国の呉の葛⽞、五代後梁の劉海蟾がモデルになったとする11。葛
⽞は三国呉の仙⼈であり『捜神記』には蛙や昆⾍や⼩⿃を指差して踊らせたと載る。また「蝦
蟇仙⼈」は宋の薬売り侯先⽣だという説がある。あるとき⾺元という⼈が、候先⽣が⽔浴び
をする様を⾒ると蝦蟇であったという話が『有象列仙伝』にみえる12。 

最も⼈⼝に膾炙しているのは五代後梁の劉海蟾だという説である。清の褚⼈獲の『堅瓠戊
集』は、「蓬頭跣⾜」でニコニコ笑い、三本⾜の蟾を弄ぶ絵が『劉海戯蟾』と呼ばれている
と説明する13。しかし⼀⽅で劉海蟾の物語そのものに蛙と関わる要素はない。劉海蟾は銭の
上に卵が積み重ねられる様をみて、⼰の置かれた⽴場の危うさを悟り上仙したのである。 

画題としての蝦蟇仙⼈に相当すると考えられる仙⼈はおれども、妖術を使って敵と戦い、
追っ⼿から逃げるような彼らではなかった。鉄拐仙⼈も虹を吐きこそするが敵を煙に巻く訳
ではない。蝦蟇の妖術とは何なのか。 

 
(5) 蝦蟇の妖術と⾁芝 

『和漢三才図会』（寺島良安編・正徳⼆年（1712）序）は、105 巻 81 冊からなる。江⼾
の百科事典と⾔われるように天⽂、動植物、地域等々、多種多様な物事についての知識が積
み込まれている。その巻五⼗四「蟾蜍」には蛙を使った術がみえ、妖術が近松の創作のみに
拠っていたわけではないことがわかる。 

『抱朴⼦』ニ云。蟾蜍千歳スレハ頭上ニ⾓有リ、腹ノ下丹書アリ。名テ⽈フ⾁芝。能
ク⼭精ヲ⾷。⼈得テ之⾷フ。仙術家ニ取⽤テ、霧ヲ起シ⾬ヲ祈リ兵ヲ避ケ、⾃ラ縛ヲ解
ク。14 

蟾蜍（ヒキガエル）は千歳になれば、頭上に⾓があり、腹の下に⾚い字がある。それを⾁
芝という。⼭の精を⾷べる。⼈はこれを捉えて⾷べる。仙術家はこれを使い、霧を起こし⾬
を呼び、兵を避ける。そして⾃らが縛られている縄を解く。 

術によって天候を操ることができ、兵を避け、縄抜けをすることができる。全体的に逃⾛
に使われる仙術としての印象がある。そして兵から逃げ縛めを解く者は反逆者、謀反⼈を連
想させる。 

ところで『和漢三才図会』は「『抱朴⼦』ニ云」というが『抱朴⼦』ではどのよう書かれ
ているのだろう。『抱朴⼦』は晋の葛洪の著書であり、内篇には仙術についての諸事が詳し
く書かれている。このうち仙薬「⾁芝」に関する箇所に「有丹書⼋字。頭有⾁⾓」蟾蜍につ
いての記述がある。「⾁芝者謂萬歳蟾蜍頭上⾓有領下丹書⼋字」、すなわち⾁芝は万歳の蟾
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蜍であり、頭上に⾓があり、顎の下に⾚で⼋の字が書かれている15。東洋⽂庫の翻刻を、続
く箇所を含めて引⽤する。 

⾁芝とは、⼀万年⽣きた蟾蜍のことである。頭の上に⾓があり、顎の下に⾚い⼋の字が
書かれている。その体は重い。五⽉五⽇の昼時に捕えること。百⽇間陰乾しにする。蟾
蜍の左⾜で地上に輪を描けば、たちまちそこは流⽔となる。蟾蜍の左⼿を⾝に帯びれば、
あらゆる武器を避けられる。もし敵が⾃分を射ようとすれば、⼸・弩の⽮はすべてクル
リと逆⽅向になり、敵の体に向かう16 

『抱朴⼦』によると⾁芝は菌芝などとともに蟾蜍の姿をした仙薬である。⼭中の⾞⾺に乗
った⼩⼈や、千歳の燕など、⼀万年⽣きて頭上に⾓がある蟾蜍のみでなく、様々な種類のも
のがあるようだ。 

効能に注⽬したい。流⽔を⽣み出す、あらゆる武器を避ける、射られた⼸⽮が、向きを変
え敵の⽅へ戻っていく。『和漢三才図会』の⾁芝の効能「霧ヲ起シ⾬ヲ祈リ兵ヲ避ケ、⾃ラ
縛ヲ解ク」と⽐べると、まず「霧ヲ起シ⾬ヲ祈リ」という天候を操る⼒はない。「兵ヲ避ケ」
については『抱朴⼦』原⽂では「あらゆる武器を避けられる」の箇所が「辟五兵」であり『和
漢三才図会』の記述は遠からずな印象もある。しかし「縛ヲ解ク」ことの記述はない。 

『抱朴⼦』の「⾁芝」にも、戦いに際し⼒を発揮するという要素はあったが、『和漢三才
図会』では、より逃⾛者に有⽤な術になっている。 

『和漢三才図会』にみえる天候を操り縛めを解くため仙術家に利⽤される蟾蜍、頭に⾓を
持つ「⾁芝」は、追っ⼿から逃れる四郎が使う術のイメージの源泉の⼀つとして考えられる。
より直接的に『和漢三才図会』を近松が参考にした可能性も考えられるのではないか。 

その後⼭東京伝が読み本に登場させた「⾁芝仙」は明確に『和漢三才図会』を踏まえてい
る。⼭東京伝『善知⿃安⽅忠義伝』は妖術の師としての蝦蟇仙⼈のモチーフを天徳物から引
き継ぐが、そこで蝦蟇の妖術を伝授する仙⼈は「⾁芝仙」と名乗る。以下、⾁芝仙の⾃⼰紹
介である。 

「我⽩気を吐しは汝をここにまねかん為なり。我は是三千歳を降りたる蝦蟇の精霊な
り。⾶⾏⾃在よろづ⼼のままなり。ゆゑに⾃⾁芝仙と号す。ちかごろ此岩窟に住は汝に
⾒えんが為なり。其ゆゑいかんとなれば、我かねて仏法王法を亡し此⼟を魔界になさん
と思ふ望ありといへども、時⾄らずして此までは打過ぬ」17 

佐藤⾄⼦⽒や鵜飼⽒も指摘する通り、⼭東京伝は「案るに、抱朴⼦⽈、蟾蜍千歳すれば・・」
と『和漢三才図会』を引いている18。『抱朴⼦』に拠るのではなく『抱朴⼦』を引⽤する『和
漢三才図会』に拠っているのである。それは、⾁芝仙から妖術を譲り受けた良⾨が縄抜けを
する⼒に繋がる19。 

では『和漢三才図会』の「⾁芝」はなぜ『抱朴⼦』と異なり、逃⾛者、さらにいうならば
謀反⼈の術になっているのだろうか。謀反⼈と⾓を持つ蝦蟇を重ねるイメージは『和漢三才
図会』で突然現れたわけではない。さらには切⽀丹としての⾓ある蝦蟇も『傾城島原蛙合戦』
で現れたわけではない。 
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２. 『元寛⽇記』における「耶蘇」と「蟇」 

元和、寛永期の江⼾幕府の⽇記を中⼼とする『元寛⽇記』には耶蘇の亡霊が⾓を持つ⼤蟇
として現れたという記録がある20。 

寛永 17 年６⽉７⽇、⻑崎において「天川⼈」三⼗数名が晒し⾸になった。 
天川⼈三⼗余⼈於⻑崎梟⾸。去年被放⾵⻑崎表へ強為漂着。皆是耶蘇宗也。殊に渠盗船
之由。依其聞有（被）誅。今年筑紫有⾍。その形⽜。頭者有劔。⼤蟇如。世説云。是耶
蘇亡霊か云。 

昨年、⾵に吹かれて天川⼈が⻑崎に流れ着いた。彼らは皆「耶蘇宗」であり、その船は海
賊船であったため、天川⼈たちは処刑されたという。天川とはマカオのことであり、イエズ
ス会の拠点であったマカオからの来訪者は必然的に切⽀丹のイメージを持つ。実際、宣教師
たちは多くがマカオ経由で⽇本に⼊国したのである。 
 そして、⻑崎において三⼗名余のマカオ⼈の⾸が晒されたその後、筑紫に「⾍」が現れ

る。その形は⽜、頭には剣がある。⼤蟇のようである。世間ではこれを耶蘇の亡霊かと噂し
た。 

蛙や蛇など、⼟の上を這うものたちは「⾍」と表現されたのであり、「有⾍」という表現
や「頭者有劔。⼤蟇如」という⾔葉から、現れたのは⾓のある⼤蝦蟇だとみなせる。「⽜」
というのは、⾓のある頭、体の⼤きな様をそのまま表現したのだと考えられる。 

渠盗船に乗り梟⾸となった彼らは縄に繋がれる存在であり、『和漢三才図会』の⾁芝を使
う「仙術家」に通う。さらにこの記事の天川⼈には後の天徳物や七草四郎に繋がる謀反⼈、
異国⼈、切⽀丹という要素が揃っている。 

崔官⽒は、天徳物に取り込まれる壬⾠倭乱の朝鮮の名将を検討し「異国からの謀反⼈、キ
リシタン、⾮⽇本的な妖術・呪⽂は難なく混同しあい、⽇本の謀反劇の⼀特徴をなした」こ
とを指摘する21。例えば『天竺徳兵衛聞書往来』（並⽊正三脚本、⼀七五七年初演）では天
竺徳兵衛はその正体は天草四郎、そして朝鮮の⾂下「正林賢」の実⼦である。あるいは『天
竺徳兵衛郷鏡』（近松半⼆脚本、⼀七六三年⽵本座初演）において天竺徳兵衛の実⽗として
徳兵衛に蝦蟇の術を伝授するのは吉岡宗観まことの姿は「朝鮮国の⾂下⽊曽官」である。 

『元寛⽇記』と照らし合わせるとこの指摘の意味することの⼤きいことが改めて確認され
る。謀反⼈、異国⼈、切⽀丹、という要素が溶け合うのは⽂芸世界のみではない。「世説」、
すなわち世間⼀般の噂話のなかで既にこれらは⼀体化している。⼀体化したそれら、共同体
脅かすものが、「蟇」なのだ。 

また島原天草⼀揆との関連も考えないわけにはいかない22。⼤蟇は「筑紫」に現れた。ま
たこの記事は寛永⼗七年のものである。時期と場所から、寛永⼗四年から⼗五年まで起こっ
た島原天草⼀揆を想起する。天川⼈の処刑に関する記事であるにも関わらず、蟇は「天川⼈
の亡霊」ではなく「耶蘇の亡霊」と噂されたという部分が注意される。直接的には天川⼈の
処刑を踏まえての世説であっても、剣を持つ蟇を「耶蘇の亡霊」とみなす噂の背後に島原天
草⼀揆のイメージが浮かぶ。 

『傾城島原蛙合戦』に先⽴って、島原天草⼀揆を彷彿とさせる「耶蘇」イメージを担う⾓
を持つ⼤蟇が現れている。あらためて更科に張り付く四郎の姿を思い起こしたい。「頭に⾓
有⼤の蝦蟆」である。 
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３．⾍への変⾝譚 

(1) ⾍害と⾍への変⾝ 

次に若⼲遠回りにはなるが、⼈が死後、⾍となる伝承についてその概観を述べて⾒たい。
『元寛⽇記』の「世説」は⽇本の⺠俗信仰や伝承世界に多く⾒られる死後の⾍へ変⾝譚の系
譜上にある。 

噂の発端は「今年筑紫有⾍」、筑紫に⾍が発⽣したことである。⾍の発⽣に対し、⼈々は
死者が「⾍」へと変⾝したのだと噂した。この「⾍」は例えばただ⼀⽻の⽩い⿃になったヤ
マトタケルノミコトとは異なり、多く発⽣するものであり、また⾶び去る魂ではなく、その
場に湧き、居るものである。 

このような「⾍」の代表的なものがサネモリ様であろう。⽩髪を⿊髪に染めて戦った平家
の武将斎藤実盛は死後サネモリ様という害⾍に姿を変えたとされる。サネモリ様を村境まで
送る⾏事が⾍送りは、⻄⽇本を中⼼に広く⾏われていた。サネモリ様の姿は⼀様ではなく、
⾍たちを実盛がひきいることもあれば、実盛の死体から⾍が湧いたとする場合もある。実盛
が必ずしも怨霊ではない事例も多いという23。そうであっても⾍送りが実盛の追善供養とし
て⾏われていたのであり、⾍を追うための儀式は必要であった。サネモリ様はただ⼀⼈の個
ではなく、数多の⽻⾳とともにある。そのため村は⾍を追い払うための儀式を⾏う。数多の
⾍は農村の脅威そのものだからである。 

元禄三年(1690)刊、「残寿」の作とされる『死霊解脱物語』は、近世期広く知られた怨霊
「累（かさね）」の物語 の原型であるが、そこには怨念の害⾍化が⽣々しく語られている24。
怨めしい与右衛⾨の娘、「きく」に取り憑いた累の⾔葉を聞いてみたい。  

娘のいわく我は菊にあらず。汝が妻の累なり。⼆⼗六年以前絹川にてよくもよくも我
に重荷をかけむたひに責殺しけるぞや。其時やがてとりころさんと思ひしかども、我さ
へ昼夜地獄の呵責に逢て隙なきゆへに、直に来る事かなわず。然共我が怨念の報ふ所、
果して汝がかわゆしと思ふ妻、六⼈をとりころす。その上我数数の妄念⾍と成て、年来
汝が耕作の実をはむゆヘに、他⼈の⽥畑よりも不作する事今思ひ知るや否や。  

絹川のほとりで殺された累は地獄の呵責にあっていたため、与右衛⾨の前に出て来ること
が叶わなかった。しかしその怨念が与右衛⾨の妻六⼈を取り殺す。さらに累の妄念は⾍とな
って、与右衛⾨の⽥畑を荒らしたという。累は地獄にあり現世に現れることはできない。し
かしその「妄念」が⼤量に発⽣する⾍となるのである。死者の魂から発せられる「妄念」の
化⾝として、⾍が発⽣する。恨みを抱く死者から⼤量の⾍が発⽣するという語りにおいて、
災いは怨む者と怨まれる者の⼀対⼀の関係で完結しない。害⾍の発⽣は場所への災いであり、
農村全体への災いに繋がっていく。 

⾍への変⾝譚の本質的な部分には、この農村への脅威としての「祟り」があると考えられ
る。そして祟る魂は鎮められることを欲する。『死霊解脱物語』は怨霊の物語で終わるわけ
ではない。それは浄⼟宗の「エクソシスト」祐天上⼈の怨霊済度の物語である25。 
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(2) ⾍害のない⾍への変⾝ 

 では「耶蘇の亡霊」は、筑紫という場で祟ったのだろうか。⾍の祟りの本質を⾍害として
捉えた上で重要なのは、蛙は基本的には害⾍ではなく、農村で忌避されることはないという
点である。 

⽫屋敷伝承で有名な「お菊」が死後お菊⾍として現れたという噂話を考察する今井秀和⽒
は、寛政七年（1795）に発⽣したお菊⾍がジャコウアゲハの蛹であり、⾍害を発⽣していな
いことに注⽬をする26。後ろ⼿に縛られているかのような外⾒の奇妙さが怨念の発露として
理解されたのだという。 

外⾒の奇妙さという点についていえば、筑紫の蟇は巨⼤で頭に剣がある。頭上の剣は、頭
上の突起を剣に⾒⽴てたと解釈できるため、ツノガエルということになるだろう。しかし⽇
本に本来ツノガエルはいない。この発⽣が事実だとすると、異国から持ち込まれた外来種が
発⽣した事例になる。とすると「外来」の⽣き物を以って異国⼈の魂の化⾝と表したとも考
えられる。外来かどうかはさておくとしても、⼈⼝に膾炙すべき珍しい姿であったことは確
かである。 

しかし⼀⽅でそれが、こと「耶蘇の亡霊」とされるのには、「耶蘇」を祀り鎮めるべきも
のとして⾒なければならない。 

お菊⾍はお菊の百年忌に発⽣したとされ、今井⽒は噂話と仏教の唱導との関連性について
も⾔及する27。死者が⾍となった場合、それはやはり死者の魂が荒ぶっていることの証左で
あり、鎮魂儀礼を必要とするのである。島原天草⼀揆の記憶も⽣々しい筑紫において、奇妙
な⾍の発⽣は鎮まらぬ霊魂とみなされる。「天川⼈の亡霊」ではなく「耶蘇の亡霊」である。
鎮まらぬ「妄念」は「耶蘇」たる点に⾒出されていたのである。 

歌舞伎や浄瑠璃において、舞台は謀反⼈、異国⼈、切⽀丹の様相を呈する蝦蟇の妖術使い
を排除することで⼤団円を迎える。しかしそれらに先⽴つ『元寛⽇記』の蟇への変⾝譚にお
いては、謀反⼈であり異国⼈であり、なによりも切⽀丹である彼らの鎮まらぬ魂をみる⼈々
の視線がある。荒ぶる魂は、ただ排除しても⼤団円にはならない。共同体の内側で、慰撫し、
鎮めなければならない。切⽀丹の蝦蟇への変⾝譚はまずそのようなものとして現れたのであ
る。 
 
４．『⼀宵話』の「切⽀丹」と「⾁芝」 

ここまで『傾城島原蛙合戦』を中⼼に近世の都市⽂化における蝦蟇の妖術イメージと、そ
こに⾄るまでの⾔説の検討を重ねてきた。次にそれらが新たなイメージの源泉となっていっ
たと考えられる事例をみてみたい。 

次の引⽤は秦⿍『⼀宵話』の「異⼈」という項⽬である28。奇妙な⼀⽂である。 
神祖、駿河にゐませし御時、或⽇の朝、御庭に、形は⼩児の如くにして、⾁⼈とも謂
ふべく、⼿はありながら、指はなく、指なき⼿をもて、上をさして⽴ちたるものあり。
⾒る⼈驚き、変化の物ならんと⽴さわげども、いかにも得とりいろはで、御庭のさう
ざう敷なりしから、後には御⽿へ⼊れ、如何取はからひ申さんと伺ふに、⼈の⾒ぬ所
へ逐出しやれと命ぜらる。やがて御城遠き⼩⼭の⽅へおひやれりとぞ。或⼈、これを
聞て、扨も扨もをしき事かな。左右の⼈達の不学から、かかる仙薬を君には奉らざり
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し。此は⽩沢図に出たる、封といふものなり。〔頭書〕此怪物は、切⽀丹なり。逐や
れと仰れしといふにて、封とは形ことなり。 

徳川家康が駿河にいるある⽇の朝、庭に、形は⼦供のようであり「⾁⼈」とでもいうべき
⼿はありながら指はなく、指のない⼿で上をさして⽴つものがあった。この不思議なものに
ついて「或⼈」が、此は⽩沢図に出ている「封」というもので、仙薬として奉るべきだった
と⾔った。 

注⽬したいのは「頭書」である。この怪物は「封」ではなく「切⽀丹」であると解説をす
る。 

割注には「慶⻑⼗四年四⽉四⽇に出し事は、旧記に⾒ゆ」とあり、確かに『当代記』の慶
⻑⼗四年（1609）四⽉四⽇には駿河城に「戯者」が現れたとみえる。奇妙な⼈物がこの⽇駿
河城で⾒つかったのであろう。またある⼈がこれを「⽩沢図」にみえる「封」だと⾔ったと
いうが、⾺國翰編輯『⽟函⼭房輯佚書』所収の「⽩沢図」には確かに、「物如⼩児⼿無指」
の名を「封」といい「⾷之多⼒」と書かれている29。なお「⽩沢図」の「物如⼩児⼿無指」
は、「⼿に指がない⼩児」のごときものではなく、「指のない⼩児の⼿」のごときものでは
ないかと思われる。とはいえこの話から「⽩沢図」の知識を持つ「或⼈」が「封」を連想し
たのには特別の違和感はない。不思議なのは、「頭書」である。なぜこれが「切⽀丹」なの
か。 

『⼀宵話』の記述により近いのは『続本朝通鑑』である。同書の巻⼆百三⼗の慶⻑⼗四
年四⽉四⽇には、駿府城に指のない⼈が現れ弊⾐乱髪のものが現れ、⻘蛙を⾷しており、
兄が引き来たると記されている30。どこから来たか尋ねると天を指したという。 

『続本朝通鑑』と『⼀宵話』の描写を⽐べると『⼀宵話』には「⼩児の如くにして」「⾁
⼈とも謂ふべく」という点が加わり、「弊⾐乱髪」「⻘蛙を⾷べていた」という描写が消え
ている。「弊⾐乱髪」すなわち破れた⾐にボサボサの頭で蛙を⾷する姿に、乱髪で蛙と戯れ
る蝦蟇仙⼈を結びつけることは可能である。すでに『⼀宵話』出版時には「蝦蟇仙⼈」は⽂
芸世界の⼈気キャラクターであった。したがって「頭書」は続本朝通鑑系統の話を踏まえた
上で切⽀丹の妖術を伝授する蝦蟇仙⼈を連想したかもしれない。しかしそれよりも、この箇
所を解釈するには「⾁芝」と切⽀丹との重なりを想起するのが適切なのではないか。 

『抱朴⼦』では、蟾蜍や燕などと記されている「⾁芝」であるが、『五雑俎』では⼩さな
⼦どもの指のない⼿のようなものだとする。同書は「徐稹」が⼩さな⼦どもの⼿を拾ったが、
指がなく、こわくなって棄ててしまったという『雑志』の話を挙げ、これこそいわゆる⾁芝
だと述べる。『五雑俎』は和刻本も多く、江⼾時代広く読まれていた。『五雑俎』を踏まえ
ると、仙薬になる⼩児の⼿の指がないものを「封」ではなく「⾁芝」とする主張に違和感は
ない。そして⾁芝仙＝切⽀丹であれば、それが「切⽀丹」であるという頭書にたどり着くこ
とができる。 

⼩児を形容するのに「⾁⼈とでもいふべく」という⾔葉は、異質である。想像の域をでな
いが「⾁⼈」から「⾁芝」を連想した、あるいは本来「にくし」だったのに「⾁⼈」という
漢字が当られてしまったということも考えられる。 

「切⽀丹」は、近世期多くの⼈にとっては、実態を失い、わけのわからない奇妙な他者と
化していったと考えられる。しかしその奇妙な「切⽀丹」イメージの源泉は、歌舞伎や実録
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類など影響⼒を持つメディアである。あまりに突⾶に⾒えるこの頭書には当時読み本などで
流布していた「⾁芝」のイメージが介在していたのではないか。 

 
おわりに 

天川⼈の処刑後発⽣したという⾓を持つ蝦蟇―「耶蘇の亡霊」は、「耶蘇」に鎮魂の必要
性が⾒出されていたことをうかがわせる。⾓ある蝦蟇は仙薬⾁芝仙とともに『傾城島原蛙合
戦』やそれに続く天徳物の物語世界を広げていく。 

これらの蝦蟇は謀反⼈、異国⼈、切⽀丹をないまぜに体現するものである。共同体を脅か
す「異」なるものは、徹底して軽んずべきもの、排除すべきものであるはずであるが、しか
し結局のところ、その奇怪さに⼈々は惹きつけられ、物語世界は膨らみ続ける。 

今⽇蝦蟇の妖術を使うキャラクターとしてもっとも馴染みがあるのは⾃来也（児雷也）か
もしれない。江⼾時代読本などで⼈気を博した⾃来也は昭和に⾄っても、映画や⼦供向けの
本などで盛んに取り⼊れられていたが、最近ではアニメ化もされ世界的に⼈気を博した漫画
『NARUTO−ナルト−』（岸本⻫史作、集英社）に主⼈公ナルトの師として登場している31。
『NARUTO−ナルト−』の⾃来也は蝦蟇仙⼈の元で修⾏し、蝦蟇を⼝寄せする術を⾝につけ
た⼈物である。ナルトもまた師の技を引き継ぎ、蝦蟇仙⼈の住む妙⽊⼭で修⾏し、蝦蟇の⼝
寄せの術を持つ。奇怪で排除すべき存在であった蝦蟇がヒーローの術となるのである。とは
いえ主⼈公ナルトが共同体にとってまさに奇怪で排除すべき存在であったということが、こ
の物語の⾻⼦である。そういった意味ではナルトは、「蝦蟇」によって体現される物語の正
統な後継者であるのだ。 

⼀⽅で、『⼀宵話』の⼩児の如き「⾁⼈」であるが、インターネット上では、⾁の塊とし
て表現される妖怪「ぬっぺっぽう」と似ているという⾔説が広がり、「ぬっぺっぽう」のエ
ピソードとして『⼀宵話』のこの話を捉えるサイトもある32。「⾁⼈」という⼆⽂字の印象
の強さが「ぬっぺぽう」への連想を呼び、物語世界を思いも寄らぬ形に広げていく。 

近世の物語世界において「蝦蟇」はグロテスクでエキセントリックなものとして、共同体
から排除すべきものたちを担い続けた。けれどもそれ⾃体のあらがい難い魅⼒が、新たな物
語を呼び続け、モチーフは時に思いもよらぬ形で展開をしていく。私たちはそこに絡み取ら
れ恍惚としているのである。

1 ⾼⽊元「戯作者たちの蝦蟇」『江⼾読本の研究‐⼗九世紀⼩説様式攷』ぺりかん社、1995 年。江
⼾読本における「蝦蟇」を追い、その伝承的な系譜とともに戯作者たちの趣向を明らかにする。／鵜
飼伴⼦「「蝦蟇の妖術」考」『四代⽬鶴屋南北論―悪⼈劇の系譜と趣向を中⼼にー』⾵間書房、2005
年。また本⽂中では触れられなかったが草双紙から七草四郎の蛙の術の変化を検討した⽊村⼋重⼦の
論考「蛙に乗った七草四郎」『たばこと塩の博物館研究紀要』4 号、1991 年がある。 
2 佐藤⾄⼦『妖術使いの物語』国書刊⾏会、2009 年、95 ⾴。 
3 近松全集刊⾏会『近松全集』第⼗⼀巻参照・引⽤、岩波書店、1989 年。読みやすくするために、
⼀部句読点を補い、ひらがなを漢字に私に改めている。以下同書の引⽤は全て同様のこととする。 
4 廣末保「蝦蟇と妖術と反逆と船頭」『辺界の悪所』平凡社、1973 年、235−240 ⾴。 
5 鵜飼、2005 年、401 ⾴。 
6 ⾼⽊、1995 年、329 ⾴。 
7 鵜飼、2005 年、408−409 ⾴。 
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8 鵜飼、2005 年、402 ⾴。 
9 佐藤⾄⼦、2009 年、97 ⾴。 
10 例えば雪村周継「蝦蟇鉄拐図」、東京国⽴博物館所蔵。 
11 志村有弘、諏訪春雄編著『⽇本説話伝説⼤事典』勉誠出版、2000 年。 
12 張⼩鋼「「蝦蟇仙⼈」考」『⾦城学院⼤学論集 ⼈⽂科学編』10(1)、2013 年。 
13 張、2013 年。 
14 寺島良安『和漢三才図会』正徳⼆年（1712）序、早稲⽥⼤学図書館古典籍総合データベース参
照。 
15 王明『抱朴⼦内篇校釋』中華書局、1980 年。 
16 本⽥済翻刻『抱朴⼦』内篇、東洋⽂庫 512、平凡社、1990 年。 
17 ⼭東京伝『善知⿃安⽅忠義伝』⽂化三年（1806）刊、佐藤深雪校訂『叢書江⼾⽂庫１８⼭東京伝
集』国書刊⾏会、1987 年。 
18 佐藤⾄⼦、2009 年、120−121 ⾴。鵜飼、2005 年、397 ⾴。 
19 佐藤深雪「解説」『叢書江⼾⽂庫１８⼭東京伝集』、360−361 ⾴。 
20 内閣⽂庫所藏史籍叢刊・史籍研究會編 66『元寛⽇記』汲古書院、1986 年参照・引⽤。『寛永⽇
記増補』⼗三、寛永 17 年 6 ⽉ 7 ⽇にも「天川⼈六拾余⼈⻑崎に於て梟⾸せらる、去⽉⾵に放され⻑
崎表へ漂着す、皆是耶蘇宗⾨也、殊賊船の由、其聞えあり、故に被誅」という記事が載る。 
21 崔官「歌舞伎に登場する朝鮮の名将」『⽂禄・慶⻑の役』講談社、1994 年、198 ⾴ 
22 近年歴史学においては「島原の乱」は「島原天草⼀揆」と呼ぶのが通例になりつつある。詳しく
は⼤橋幸泰『検証島原天草⼀揆』吉川弘⽂館、2008 年。 
23 ⽥中久夫「稲⾍送りと斎藤実盛」『⽒神信仰と祖先祭祀』名著出版、1991 年、179−184 ⾴/⽥中
久夫「斎藤実盛の怨霊と⾍送り」『⽣死の⺠俗と怨霊 ⽥中久夫 歴史⺠俗学論集４』、岩⽥書院、
2014 年、162−168 ⾴。⾍送りと斎藤実盛については、ここにあげた⼆冊に詳しい。 

24 ⼩仁⽥誠⼆解題・解説『死霊解脱物語』⽩澤社、2012 年参照・引⽤。 
25 ⾼⽥衛『増補版 江⼾の悪霊祓い師』⾓川学芸出版社、増補版、2016 年。 
26 今井秀和「お菊⾍伝承の成⽴と伝播」⼩松和彦編『妖怪⽂化研究の最前線』せりか書房、2009
年。 
27 今井秀和「お菊⾍のフォークロア」『〈江⼾怪談を読む〉⽫屋敷―幽霊お菊と⽫と井⼾』⽩澤
社、2015 年。 
28 秦⿍著、牧墨僊『⼀宵話』⽂化七年（1810）序、⽇本随筆⼤成編輯部編『⽇本随筆⼤成』 第 1
期 19、吉川弘⽂館、1994 年参照、引⽤。 
29 「⽩沢図」は散逸しているが、その⼀部を載せる⾺國翰編輯『⽟函⼭房輯佚書』を確認した。國
翰編輯『⽟函⼭房輯佚書』第四冊、中⽂出版社、1979 年。なお『⽩沢図』については佐々⽊聡『復
元⽩沢図 古代中国の妖怪と辟邪⽂化』（⽩澤社、2017 年）にわかりやすくまとめられている。 
30 林鵞峰『本朝通鑑』寛⽂⼗年（1670）『続本朝通鑑』巻 230、国書刊⾏会『本朝通鑑』第 15、
1919 年参照・引⽤。 
31 1990 年―2014 年まで『週刊少年ジャンプ』において連載。 
32 http://www.kbc.co.jp/scg/episode/detail.html?id=37（2018 年 9 ⽉ 4 ⽇閲覧）。 
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The	Past	Illuminated	by	the	Grey	Light:	
A	Study	on	the	Influence	of	Benjamin	Thorpe’s	

Northern	Mythology	on	William	Morris	
	

Sachie	KIYOKAWA	
	

	

In	Oxford	 English	 Dictionary	 (OED),	 ‘myth’	 is	 defined	 as	 ‘a	 traditional	 story,	 especially	 one	

concerning	the	early	history	of	a	people	or	explaining	some	natural	or	social	phenomenon,	and	

typically	involving	supernatural	beings	or	events.’1	 This	vague	definition	has	been	constructed	
along	with	the	emergence	of	literature	as	an	academic	discipline	since	the	modernisation	of	the	

world.	This	paper	aims	to	reconsider	the	Victorian	poets’	strong	inclination	towards	some	foreign	
myths	 to	 clarify	 the	 great	 influential	 power	 these	myths	 had,	 in	 particular,	 focusing	 on	 the	

influence	 of	 Benjamin	 Thorpe’s	 book,	 Northern	 Mythology,	 on	 William	 Morris	 (1834-96).	

Through	 this	discussion,	we	can	 trace	a	 stream	of	 retelling	of	myths	 to	answer	our	 relevant	
question	more	accurately;	this	is	why	foreign	and/or	archaic	myths	are	so	impressive	to	their	

minds	and	why	they	inspire	us	even	in	modern	times.	

	
1.	From	sacred	scripts	to	secular	stories:	What	is	myth?	

In	the	ancient	times,	supernatural	beings	or	events	accompanied	worship.	However,	today’s	

definition	in	OED	suggests	that	myth	has	completely	lost	the	sacred	worth	it	once	had.	It	raises	
a	question	of	why	people	still	aspire	myth,	that	is	to	say,	what	kind	of	worth	do	they	find	in	myth.	

To	answer	this,	specifically	when	myth	lost	its	holiness	should	be	reviewed	briefly.	The	history	of	

the	transition	of	storytelling	from	oral	to	written	and	its	canonisation	may	offer	a	certain	clue	to	
it.	

Initially,	text	itself	began	to	be	authorised	through	divine	authority,	and	it	is	obvious	that	

the	Bible	was	the	earliest	 ‘canonised’	text	 in	the	European	society.	Christians	gained	another	
authorised	written	source	of	belief	as	the	fruit	of	the	Synod	at	Carthage	of	397	A.D.,	since	they	

had	been	granted	 the	 two	tablets	at	Mt	Sinai.2 	 Before	 the	modernisation	of	 the	world,	 text	

concerning	superpowers	or	miracles	has	been	worthy	in	society,	exclusively	because	it	proved	
some	religious	or	secular	authority.	For	example,	in	1075,	Pope	Gregory	VII	issued	Dictatus	Papae	

including	 the	 article	which	 asserted	 ‘no	 chapter	 and	 no	 book	 shall	 be	 considered	 canonical	
without	his	authority.’3	 In	the	Middle	Ages,	the	European	world	was	united	as	the	Christendom	

at	least	in	the	mind	of	the	ruling	classes,	so	this	‘canon’	functioned	to	govern	the	people	by	the	

Church.	
The	tide	turned	in	the	so-called	‘Age	of	Discovery’	 in	the	15th	century.	Finding	different	

cultures	opened	Europeans’	eyes	to	a	new	perspective.	Christian	missionaries	went	out	and	often	

confronted	unexpected	debate	with	 indigenous	people.	They	even	found	that	uncivilised—so	
they	believed—savages	outside	Europe	led	the	same	kind	of	life	without	the	Bible.	 4	 	 This	trend	
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and	the	beliefs	of	Martin	Luther,	Zwingli,	and	other	‘protestants,’	sola	scripta,	bilaterally	showed	
that	not	the	authority	behind	the	text	but	text	itself	can	be	standard.5	 This	attitude	encouraged	

a	close	reading	of	the	Bible,	and	subsequently	diverse	readings	of	it.	The	Bible	is	no	longer	a	mere	

fictitious	legend	or	allegory;	people	have	tried	to	establish	a	link	between	the	miraculous	story	
and	the	real	history.6	 Once	the	Bible	was	deconstructed	and	a	variety	of	interpretation	appeared,	

alternatives	 against	 the	 canon	 rose.	 Renaissance	was	 a	movement	of	 retelling	 the	old	 gods’	

stories	again,	to	clarify	human	nature.7	 	
The	 16th	 century	 was	 the	 time	 of	 cuius	 regio,	 eius	 religio 8 	 and	 in	 the	 17th-century,	

Westphalian	 sovereignty	 accelerated	 a	 pursuit	 of	 European	 nations’	 own	 tradition.	 As	 Eric	

Hobsbawm	and	Terrence	Ranger	points	out,	from	the	18th	century	on,	invented	traditions	have	
been	‘discovered’	one	after	another.9 	 In	late	19th	century	Britain,	poets	had	a	fervent	interest	

in	myths	that	had	not	originated	within	their	own	country.	It	was	a	seemingly	pagan	affection	to	
exotic	gods.	Obviously,	however,	Victorians’	religious	beliefs	were	dedicated	to	the	Christian	God	

and	their	holy	script	was	the	Bible.	

Their	 pursuit	 of	 myths	 was	 due	 to	 cultural	 and	 nationalistic	 motives.	 The	 country’s	
imperialistic	 expansion	 and	 budding	 anthropological	 interests,	 which	 were	 triggered	 by	 it,	

changed	their	concept	of	myth	and	mythology	immensely.	For	a	long	time,	their	cultural	source	

had	been	the	Classics,	the	ancient	Greek	and	Roman	tradition.	Up	until	then,	the	linguistic	trend	
of	focusing	on	comparing	myths	had	prevailed	in	Europe.	

	

2.	Victorians	and	Myths	
The	momentum	of	finding	national	 identity	 in	outward	myths	was	caused	mostly	by	the	

German	 attempts,	 such	 as	 those	 of	 the	 Brothers	 Grimm,	 to	 establish	 a	 distinct	 academic	

discipline	of	‘mythology’	to	occupy	certain	myths	as	their	own.	Coincidentally,	this	encouraged	
even	the	English	poets	to	search	for	the	‘genuine’	roots	of	their	literature	and	led	many	poets	to	

turn	their	sights	outwards.	Thus,	it	can	be	said	that	comparative	mythology	itself	is	a	product	of	

the	world’s	modernisation.	With	this	background	in	mind,	I	would	like	to	cite	an	important	insight	
from	Feldman	and	Richardson’s	introductory	book	The	Rise	of	Modern	Mythology,	1680-1860.	

	

Around	1700,	the	term	myth	meant	mainly	the	inherited	body	of	myths,	principally	Greek	
and	Roman;	but	this	was	gradually	enlarged	to	include	Indic,	Nordic,	African,	and	indeed	all	
mythologies,	ancient	and	modern.	Secondly,	myth	was	often	associated	during	this	period	
with	 pagan	 religious	 beliefs	 and	 was	 contrasted	 with	 Christian	 religious	 belief;	 a	 most	
interesting	 shift	 took	 place	 as	 the	 nineteenth	 century	 came	 to	 respect	 or	 approve	 the	
nature-based	 polytheism	 of	 the	 now	 noble	 Greeks	 instead	 of	 treating	 it	 as	 “heathen	
idolatry.”	…	And	increasingly	during	the	first	half	of	the	nineteenth	century,	myth	came	to	
take	on	two	additional	meanings.	Myth	came	to	be	thought	of	as	a	creative	process,	a	mode	
of	the	imagination	usually	expressed	via	art	or	literature.	Myth	also	came	to	have	a	religious	
quality.	No	longer	simply	derogated	as	pagan	and	therefore	false,	myth	came	to	be	seen	as	
the	inner	vivifying	principle	in	all	religion,	and	that	inner	life	became,	happily,	accessible	to	
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art	again	for	perhaps	the	first	time	since	the	Renaissance.	Myth	even	became	a	new	way	of	
redeeming	modern	man	by	seeking	to	restore	him	to	his	original	oneness	with	nature	and	
by	reacquainting	him	with	that	oneness,	with	his	own	best	self,	or	with	divinity.	 10	
	

Thus,	the	19th	century	Victorians	had	come	to	accept	Greek	mythology	even	though	it	deviated	

from	Christian	principles.	However,	the	Victorian	era	was	a	time	of	religious	enthusiasm,	so	not	

all	people	considered	polytheism	acceptable.	They	sought	in	the	ancient	myths	not	just	some	
curious	themes,	motifs,	or	styles	to	decorate	their	own	literature	but	also	their	morals.	These	

ancient	tales	were	revelations	for	the	Victorians	and	would	inspire	their	anti-modern	sentiment,	

because	there	was	a	certain	ideal	person	or	society	the	Victorians	lost.	
Thomas	Carlyle’s	ideas	are	remarkably	helpful	for	understanding	this	situation.	Carlyle,	a	

prominent	 thinker	 of	 the	 time,	 is	 considered	 to	 have	 had	 a	 great	 deal	 of	 influence	 on	 his	

contemporary	fellow	poets	and	even	those	of	later	generations.	His	well-known	book,	On	Heroes,	
Hero-Worship,	and	the	Heroic	in	History,	gives	us	a	hint	of	what	the	Victorians	saw	in	some	of	

the	‘pagan’	myths.	The	first	of	the	six	lectures	in	the	book	is	entitled	‘The	hero	as	divinity.	Odin.	
Paganism:	Scandinavian	mythology’.	In	this	lecture,	delivered	in	1840,	he	calls	Odin	‘the	central	

figure	of	Scandinavian	Paganism’	and	regards	him	as	an	example	of	‘the	oldest	primary	form	of	

Heroism.’11	 The	most	noteworthy	point	is	that	Carlyle	dared	to	suggest	that	pagan	mythologies,	
such	as	those	of	the	Scandinavian	countries	and	Tibet,	contained	certain	truths,	though	they	

seemed	like	superstition	from	the	viewpoint	of	the	Western	people.	Carlyle	writes	as	follows:	

	
We	ought	to	understand	that	this	seeming	cloudfield	was	once	a	reality;	that	not	poetic	
allegory,	 least	of	all	 that	dupery	and	deception	was	the	origin	of	 it.	…	men,	 in	all	 times,	
especially	in	early	earnest	times,	have	had	an	instinct	for	detecting	quacks,	for	detesting	
quacks.	Let	us	try	if,	leaving	out	both	the	quack	theory	and	the	allegory	one,	and	listening	
with	affectionate	attention	to	that	far-off	confused	rumour	of	the	Pagan	ages,	we	cannot	
ascertain	so	much	as	this	at	least,	That	[sic]	there	was	a	kind	of	fact	at	the	heart	of	them;	
that	they	too	were	not	mendacious	and	distracted,	but	in	their	own	poor	way	true	and	sane!	 12	
	

Carlyle’s	constant	intention	in	this	book	was	to	regain	or	retain	heroes	for	and	of	his	time,	and,	

here,	he	suggested	that	even	ancient,	pagan,	and,	presumably,	fictitious	heroes	such	as	Odin	

could	 be	 of	 the	 same	 lineage	 as	 ‘our’	 heroes.	 He	 listed	 his	 heroes,	 starting	 with	 Odin	 and	
following	it	up	with	famed	names	such	as	Muhammad,	Dante,	Shakespeare,	Martin	Luther,	John	

Knox,	Jean-Jacques	Rousseau,	Oliver	Cromwell,	and	Napoleon	Bonaparte.	

Using	this	perspective,	Carlyle	did	not	give	his	approval	to	polytheism;	rather,	the	above	
citations	assert	that	he	expanded	his	readers’	perspectives,	encouraging	them	to	perceive	the	

tradition	of	 their	own.	He	tried	 to	 find	universal	 truths	within	Christendom	and	the	heathen	

countries.	According	 to	him,	 there	was	no	 single	origin	 for	his	own	culture,	but,	 instead,	he	
believed	that	various	people’s	truths	had	converged	to	create	a	contemporary	ideal.	

Indeed,	 this	 is	 quite	 a	 romantic	 idea	 and	 might	 also	 sound	 like	 a	 kind	 of	 rhetoric.	
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Nevertheless,	we	 should	 understand	 that,	 especially	 in	 the	 case	 of	 such	 intellectuals,	 pagan	
mythologies	were	not	so	easy	to	digest—however	wonderful	or	rich	in	literary	merit	they	may	

be—unless	they	had	some	link,	cultural	or	otherwise,	to	Christian	civilisation.	As	another	clue	to	

it,	here	is	the	outlook	of	Charles	Kingsley	(1819-75),	a	Victorian	thinker	and	priest	of	the	Church	
of	England,	on	myth:	

	

Now,	while	they	were	young	and	simple	they	loved	fairy	tales,	as	you	do	now.	All	nations	
do	so	when	they	are	young:	our	old	forefathers	did,	and	called	their	stories	“Sagas.”	I	will	
read	you	some	of	them	some	day—some	of	the	Eddas,	and	the	Voluspá	and	Beowulf,	and	
the	noble	old	Romances.	The	old	Arabs,	again,	had	 their	 tales,	which	we	now	call	 “The	
Arabian	Nights.”	The	old	Romans	had	theirs,	and	they	called	them	“Fabulæ,”	from	which	
our	word	“fable”	comes;	but	the	old	Hellens	called	theirs	“Muthoi,”	from	which	our	new	
word	“myth”	is	taken.	But	next	to	those	old	Romances,	which	were	written	in	the	Christian	
middle	age,	there	are	no	fairy	tales	like	these	old	Greek	ones,	for	beauty,	and	wisdom,	and	
truth,	and	for	making	children	love	noble	deeds,	and	trust	in	God	to	help	them	through.13	
	

Here,	Kingsley	includes	sagas,	fables,	and	myths	in	the	same	category,	and	most	importantly,	
considers	 ‘sagas’	 linearly	 connected	 to	 the	 tradition	 of	 English	 literature.	 Also,	 the	 Greek	

tradition	is	extremely	notable	for	him	because	the	word	‘myth’	was	taken	from	their	old	tales:	

He	 regards	 Greek	 myth	 not	 as	 pagan	 polytheism	 but	 the	 patriarch	 of	 civilised	 Christianity.	
Kingsley	criticises	modernisation,	mentioning	that	Christians	have	lost	their	great	tradition	since	

ancient	times	in	the	Middle	Ages.	This	is	apparent	from	the	name	‘Hellens’	he	chose	for	ancient	
Greek	people.14	 	

A	decade	after	Carlyle's	lecture	on	heroes,	Benjamin	Thorpe	(1782-1870),	a	scholar	of	Old	

English,	introduced	one	of	these	foreign	myths	to	British	readers	in	his	book	Northern	Mythology,	
comprising	the	principal	popular	traditions	and	superstitions	of	Scandinavia,	North	Germany	and	

the	Netherlands	 (1851).	He	 suggests	 that	his	work	 is	 to	 serve	 readers	who	are	 interested	 in	

history,	arguing	that	the	heathenism	of	the	Germanic	nations	and	especially	the	Saxons	share	
several	common	features,	which	are	connected	to	the	English	antiquity.	 	

	

NORTHERN	literature	…	might	be	…	entertaining	not	only	to	the	lover	of	Northern	lore	at	
home	 and	 to	 the	 English	 traveller	 over	 those	 interesting	 lands,	 but	 also	 to	 the	 English	
antiquary,	on	account	of	the	intimate	connection	subsisting	between	the	heathenism	of	the	
Germanic	nations	of	the	Continent	and	those	of	his	own	Saxon	forefathers,	manifest	traces	
of	which	are	to	be	found	in	the	works	of	our	earliest	chroniclers	and	poets.	 15	
	

In	his	later	work,	Yule-Tide	Stories	(1880),	Thorpe	again	repeatedly	asserted	that	the	European	
nations	initially	shared	the	same	myths,	and	that	in	the	course	of	the	medieval	adaptations	to	

each	 nation’s	 culture,	 they	 became	 separated	 from	 each	 other.	 Before	 the	 arrival	 of	 the	

Romantic	 period,	 it	 was	 natural	 for	 almost	 all	 British	 poets	 to	 turn	 to	 Greek	mythology	 for	
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inspiration	 when	 composing	 their	 poems	 because	 they	 believed	 that	 there—nowhere	 but	
there—were	the	Muses.	However,	after	the	nationalistic	fever	heated	up	in	the	late	18th	century,	

they	 began	 to	 find	 a	 certain	 ancestral	 affinity	with	 the	 pagan/heathen	myths.	 For	 instance,	

Matthew	 Arnold	 (1822-88),	 one	 of	 the	 most	 famous	 Victorian	 poets,	 wrote	 a	 poem	 about	
Balder16,	son	of	Odin.	Generally,	Balder	is	often	analogised	to	Jesus.	By	retelling	such	ancient	

myths	and	showing	the	link	between	the	Christianity	and	them,	the	Victorians	provided	further	

justifications	and	proof	for	their	deeply	rooted	Christian	faith.	
To	examine	a	Victorian	poet	who	was	deeply	fascinated	by	Thorpe’s	idea,	I	would	like	to	

cast	a	spotlight	on	William	Morris.	He	was	an	artist,	designer,	socialist,	poet,	and,	though	it	is	

lesser	known	today,	a	mythologist	 in	every	sense	of	 the	word.	His	most	 famous	work	 is	The	
Earthly	Paradise	(1868-70),	which	is	a	collection	of	poems	including	adaptations	of	both	Greek	

and	Northern	myths	and	the	Arthurian	legends.	He	created	some	mythology	translations	and	
works	based	on	myths	mostly	in	the	second	half	of	the	1870s.	

He	continued	to	create	prose	romances	featuring	mythical	motifs	until	his	death	in	1896;	

his	posthumous	tale,	The	Sundering	Flood,	describes	 Icelandic	 landscapes	and	epic-like	battle	
scenes.	Today,	however,	I	would	like	to	refer	to	his	earlier	works,	for	his	affection	for	foreign	

myths	had	begun	in	his	youth	on	the	very	day	he	encountered	Thorpe’s	work.	

	
3.	‘Lindenborg	Pool’:	Morris’s	retelling	of	the	Northern	myth	

Young	Morris	was	an	ardent	reader	of	Thorpe.	In	particular,	Thorpe’s	translation	of	a	Danish	

myth,	which	was	titled	‘Sunken	mansion’,	had	such	an	immense	impact	on	him	that	Morris	retold	
it	as	a	short	story	entitled	‘Lindenborg	Pool’	(1856).	The	plot	is	extremely	simple;	it	is	the	tale	of	

a	long-lost	mansion	that	once	stood	near	a	lake.	Many	years	ago,	during	the	family’s	absence,	

the	servants	of	the	mansion	tried	to	make	fun	of	a	priest.	They	asked	him	to	come	and	give	their	
master	the	last	sacrament,	but,	when	the	priest	went	up	to	the	mansion,	he	saw	that	there	was	

no	master	in	the	master’s	bed;	instead,	there	lay	a	swine	wrapped	in	linens.	When	the	priest	

realised	that	he	had	been	teased,	he	immediately	left	the	place.	At	that	moment,	the	castle	clock	
struck	12	o’clock,	and	the	castle	collapsed	and	vanished	into	the	lake.	

To	Thorpe’s	version,	which	is	just	300	words	in	length,	Morris’s	‘Lindenborg	Pool’	added	

two	main	features	to	animate	the	story:	(1)	a	timeless	narrator,	who	seems	to	have	travelled	
from	the	19th	century,	gazing	at	the	past	and	(2)	many	discernibly	Gothic	details.	The	former	is	

a	considerably	significant	feature	of	Morris’s	works	because	the	same	sort	of	character	appears	
very	frequently	in	his	other	romances.	In	Thorpe’s	version,	there	is	no	first-person	perspective,	

while	in	Morris’s	version,	the	main	character	is	‘I,	the	priest’.	From	beginning	to	end,	he	keeps	

asking	himself	many	strange	questions.	The	most	confusing	questions	appear	below:	
	

I	shall	go	mad—I	am	mad,	I	am	gone	to	the	devil—I	have	lost	my	identity;	who	knows	in	
what	place,	in	what	age	of	the	world	I	am	living	now?	Yet	I	will	be	calm;	I	have	seen	all	these	
things	before,	in	pictures	surely,	or	something	like	them.	I	am	resigned,	since	it	is	no	worse	
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than	that.	I	am	a	priest	then,	in	the	dim,	far-off	thirteenth	century,	riding,	about	midnight	I	
should	say,	to	carry	the	blessed	sacrament	to	some	dying	man.	 17	
	

As	you	can	see	from	the	excerpt,	Morris’s	adaptation	here	is	imaginative	rather	than	faithful	to	
the	original	story;	this	dream-like	atmosphere	is	intriguing	because	he	depicted	it	throughout	his	

life,	seeking	to	bridge	the	rupture	between	the	‘decayed’	modern	times	and	so-called	‘beautiful’	

medieval	times.	The	next	scene	shows	that	there	is	a	sort	of	freedom	in	the	13th	century	world.	
‘I,	the	priest’	secretly	recites	Psalm	14	in	Latin:	‘The	fool	hath	said	in	his	heart,	There	is	no	God.	

They	are	corrupt,	they	have	done	abominable	works,	there	is	none	that	doeth	good.’18	 At	that	

moment,	 the	 varlet,	 being	drunk,	 sings	 a	 doggerel.	 This	 contrast	 is	 no	 longer	 related	 to	 the	
original	plot	or	 the	original	 tale’s	Danish	background	at	all.	Through	this	depiction,	however,	

Morris	shed	light	on	the	distinction	between	a	society	with	faith	and	one	without	it.	The	19th	

century	priest	is	confused,	although	he	is	capable	of	administering	the	sacrament	perfectly,	and	
the	13th	century	people	are	barbarous	(in	other	words	‘heathen-like’)	and	hostile	towards	him.	

At	first	glance,	the	story	seems	like	a	criticism	of	obsolete	medieval	times.	 	 At	this	point,	it	is	
natural	to	assume	that	the	story	depicts	the	dichotomy	between	the	myth-ridden	middle	ages	

and	the	religiously	more	sophisticated	19th	century.	However,	it	does	not;	the	scene	continues	

as	follows.	As	the	priest	enters	the	master’s	bedroom,	where	the	sinister	people	talk,	sing,	and	
laugh,	the	sound	of	19th	century	music	fills	the	air.	Thus,	‘I	the	priest’	and	the	readers	find	that	

it	is	not	the	barbarous	people	of	the	13th	century,	but	19th	century	society	itself,	that	is	mocking	

piety.	 It	 is	 difficult	 to	 determine	 to	 what	 extent	 22-year-old	 Morris	 was	 actually	 making	 a	
conscious	 criticism,	 but,	 in	 the	 previous	 year,	 he	 had	 abandoned	 his	 plan	 to	 be	 a	 clergy,	 a	

conventional	path	for	men	of	his	background.	

In	 addition,	 the	Gothic	 horror-like	 atmosphere	 (reminiscent	 of	Horace	Walpole’s	 novel,	
Castle	of	Otranto)	 in	this	piece	is	also	outstanding.	Morris	uses	the	word	‘dismal’	repeatedly,	

especially	in	the	first	paragraph,	where	it	appears	four	times.	To	understand	the	impression	he	

received	from	Thorpe’s	version,	let	us	look	at	Morris’s	declaration	in	the	beginning.	Note	how	he	
uses	the	symbolism	of	the	‘North	wind’:	

	

I	read	once	in	lazy	humour	Thorpe’s	Northern	Mythology,	on	a	cold	May	night	when	the	
north	wind	was	blowing;	in	lazy	humour,	but	when	I	came	to	the	tale	that	is	here	amplified	
there	was	something	in	it	that	fixed	my	attention	and	made	me	think	of	it.	…	So	I	felt	obliged	
to	write,	and	wrote	accordingly,	and	by	the	time	I	had	done	the	grey	light	filled	all	my	room;	
so	I	put	out	my	candles,	and	went	to	bed,	not	without	fear	and	trembling,	for	the	morning	
twilight	is	so	strange	and	lonely.	This	is	what	I	wrote.	 19	
	

The	phrase	‘the	grey	light’	hints	at	Morris’s	sentiment.	This	shadowy,	colourless	tone	was	always	
used	when	he	mentioned	the	‘North’	over	the	course	of	his	lifetime.	For	Morris,	‘North’	was	the	

place	where	his	romantic	inspirations	came	from.	It	meant	Denmark	or	Scandinavia	here,	and	in	
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later	works	it	mostly	meant	Iceland.	Indeed,	the	plot	itself	is	apparently	a	Gothic	horror,	yet	this	
‘grey’	never	implies	a	sense	of	fear.	This	is	exemplified	by	the	last	passage	of	this	tale.	

	

And	no	one	had	pursued	me.	I	knelt	down	on	the	dear	green	turf	outside,	and	thanked	God	
with	streaming	eyes	for	my	deliverance,	praying	him	forgiveness	for	my	unwilling	share	in	
that	night’s	mockery.	Then	I	arose	and	turned	to	go,	but	even	as	I	did	so	I	heard	a	roar	as	if	
the	world	were	coming	in	two,	and	looking	toward	the	castle,	saw,	not	a	castle,	but	a	great	
cloud	of	white	lime-dust	swaying	this	way	and	that	in	the	gusts	of	the	wind.	Then	while	the	
east	grew	bright	there	arose	a	hissing,	gurgling	noise,	that	swelled	into	the	roar	and	wash	
of	many	waters,	and	by	then	the	sun	had	risen	a	deep	black	lake	lay	before	my	feet.20	
	

After	‘I,	the	priest’	got	out	of	the	castle,	the	castle	collapsed	into	the	lake.	There	is	no	longer	a	
castle,	but	a	great	cloud	of	white	lime-dust.	This	pale	colour	and	the	depiction	of	dawn	connect	

perfectly	with	the	monologue	at	the	beginning	of	the	story.	Here,	the	narrator	says	that	he	heard	

a	roar	‘as	if	the	world	were	coming	in	two’.	However,	there	is	no	doubt	that	‘I’	experienced	the	
North	 wind.	 The	 13th	 century	 scenery	 might	 be	 just	 a	 dream,	 and	 it	 soon	 disappears.	

Nevertheless,	Morris’s	‘Northern’	experience	affected	his	narration	style	immensely	and	caused	

him	to	answer	his	own	questions	of	faith,	once	and	for	all.	
Thorpe	himself	seldom	refers	to	the	minute	details	of	the	difference	among	the	myths	of	

the	Scandinavian	nations;	he	explained	motifs	such	as	crystals,	Jutuls,	Trolls,	Elves,	and	Dwarves.	
However,	Morris	did	not	choose	any	tales	in	which	they	appear	for	his	retelling.	This	was	not	

because	he	did	not	share	an	interest	in	Northern	mythology	itself	with	Thorpe;	in	fact,	Morris	

deepened	his	interest	in	and	knowledge	of	Iceland	from	that	time	onwards.	As	mentioned	above,	
his	 posthumous	 romance	 is	 set	 in	 Icelandic	 landscape,	 and	 his	 lifetime	 ideal	 of	 ‘fellowship’	

achieved	in	the	ending.21	 Although	it	is	unfinished	and	lacks	a	few	poems,	we	can	certainly	find	

people’s	life	harmonised	with	wilderness,	as	they	were	in	ancient,	the	19th	century,	and	even	
today’s	Iceland.	In	that	sense,	Thorpe’s	mythology	provided	not	only	a	curious,	exotic	theme	or	

motif,	but	also	a	crystal-clear	mirror	in	which	the	Victorians	might	see	their	faces	closely.	

	
4.	Conclusion	

Morris’s	attempt	to	create	quasi-antique	romances	would	be	repeated	by	J.	R.	R.	Tolkien	

(1892-1973),	whose	said	this	on	myth:	
	

The	gods	may	derive	their	colour	and	beauty	from	the	high	splendours	of	nature	but	it	was	
Man	who	obtained	these	for	them,	abstracted	them	from	sun	and	moon	and	cloud;	their	
personality	they	get	direct	from	him;	the	shadow	or	flicker	of	divinity	that	is	upon	them	they	
receive	through	him	from	the	invisible	world,	the	Supernatural.	There	is	no	fundamental	
distinction	between	the	higher	and	lower	mythologies.	Their	peoples	live,	if	they	live	at	all,	
by	the	same	life,	just	as	in	the	mortal	world	do	kings	and	peasants.	 22	
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Here,	he	concludes	that	divinity	is	not	intrinsic,	pointing	that	there	is	no	hierarchy	of	mythologies	
constructed	by	gods’	classification.	This	relativisation	of	myths	is,	as	discussed	above,	the	one	
broadly	shared	between	re-tellers	of	myths.	Today,	Tolkien	is	famous	for	his	Hobbit	and	Lord	of	
the	Rings	Trilogy,	and	some	may	say	that	he,	as	an	author	of	fantasy	works,	is	only	an	aspect	of	
the	Medievalist	as	Morris	was.	They	are	among	the	writers	and	scholars	belonging	to	the	pan-
European,	immense	tradition	of	linguistic,	philologist,	and	of	course	poetic	pursuit	of	mythology.	
Looking	into	the	grey	light,	there	are	various	‘past’	 instances	 illuminated	through	the	light	of	
myths	and	the	future	they	dreamed	of.	
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Structure	of	Romance	(Cambridge,	Mass.:	Harvard	UP,	1976)	on	attempts	to	tell	‘romance’	in	the	modern	
as	an	inheritance	of	myth.	
22	 J.	R.	R.	Tolkien,	‘On	Fairy-Stories,’	1964,	in	Tree	and	Leaf	(London:	Harper,	2001)	24.	
	
*	This	work	was	supported	by	JSPS	KAKENHI	Grant	Number	26770100. 
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Arzneipflanzenkunde	und	Aberglaube	
in	der	botanischen	Volkskunde	

	

Akiko	Ue	
	

	

0.	Einleitung	
 Heinrich	Marzell	 (1885-1970),	 ein	 deutschsprachiger	 Botaniker,	 hat	 uns	 in	 seinem	Werk	

„Zauberpflanzen,	 Hexentränke	 –	 Brauchtum	 und	 Aberglaube“	 (1963)	 Beschreibungen	 über	

„merkwürdige	 Pflanzen“	 hinterlassen,	 die	 aus	 den	 Klassikern	 der	 volkstümlichen	
Überlieferungen	 und	 Mythen	 stammen.	 Marzells	 Forschungsgebiet	 war	 die	 „botanische	

Volkskunde“,	die	die	Verwendung	von	Pflanzen	zu	einer	bestimmten	Zeit	an	einem	bestimmten	
Ort	erforscht.	Aber	er	untersuchte	dabei	nicht	nur	die	Nutzung	von	Pflanzen	durch	Menschen	im	

Verlauf	der	Geschichte	bzw.	den	Einsatz	von	Heilkräutern	in	der	volkstümliche	Medizin,	sondern	

er	 widmete	 sich	 auch	 den	 Aufzeichnungen	 über	 „merkwürdige	 Pflanzen“,	 die	 mit	 diversen	
Aberglauben	verknüpft	waren.	 	

 Im	modernen	Japan	kommt	es	manchmal	vor,	dass	bei	volkstümlichen	Heilbehandlungen	

Pflanzen	verwendet	werden	-	und	dies	passiert	in	klarer	Abgrenzung	zur	modernen,	westlichen	
Medizin.	Dabei	handelt	es	sich	um	eine	Pflanzenheilkunde,	die	mit	den	sehr	mächtigen	Begriffen	

„seit	 alten	Zeiten	überliefert“	oder	 „traditionell“	belegt	 ist,	 aber	auch	nicht	 selten	um	einen	

Einsatz	von	Pflanzen,	der	auch	als	magischer	Brauchtum	bezeichnet	werden	kann.	 	
 In	der	 volkstümlichen	Heilbehandlung,	die	aktuell	 in	 Japan	angewandt	wird,	wie	auch	 in	

Kosmetika	 kommen	 Pflanzen	 zum	 Einsatz,	 die	 auch	 im	 deutschen	 Sprachraum,	 also	 in	

Deutschland,	 Österreich	 oder	 in	 der	 Schweiz,	 zu	 finden	 sind.	 Bezüglich	 der	 medizinischen	
Wirkung	vieler	Pflanzen	haben	die	Experten	aus	den	Bereichen	Medizin,	Pharmazie	oder	Botanik	

eine	eindeutige	Haltung,	aber	trotz	fehlender	medizinischer	Beweiskraft	halten	viele	Menschen	

an	 ihrem	 festen	 Glauben	 in	 diese	 Pflanzen	 fest.	 Mit	 diesem	 Aufsatz	 möchte	 ich	 der	 Frage	
nachgehen,	welche	Aspekte	bei	 Pflanzen	mit	Aberglauben	 verknüpft	waren	und	dabei	 einen	

Schwerpunkt	auf	das	Thema	Überlieferungen	bei	Pflanzen	legen,	wie	beispielsweise	der	Einsatz	

von	Pflanzen	im	Okkultismus	oder	Brauchtum	etc.	 	
	

1.	Das	Werk	„Zauberpflanzen,	Hexentränke	-	Brauchtum	und	Aberglaube“	(1963)	
 In	Büchern	und	Aufsätzen,	die	Aufzählungen	von	Blumen	und	Pflanzen	enthalten,	werden	

seit	alters	her	-	so	Marzell	-	auch	„erstaunliche	Geschichten	über	Pflanzen“	mit	aufgenommen1,	

die	 Aberglauben	 und	 volkstümliche	 Überlieferungen	 in	 Bezug	 auf	 bestimmte	 Pflanzen	
wiedergeben.	Die	Werke,	auf	die	sich	Marzell	hier	bezieht,	haben	hauptsächlich	Pflanzen	aus	

dem	 deutschsprachigen	 Raum	 zum	 Thema.	 Und	 er	weist	 darauf	 hin,	 dass	 die	 Berichte	 über	

solcherlei	Aberglauben	inhaltlich	nicht	mehr	sind,	als	eine	Sammlung	ungesicherter	Fakten,	sie	
aber	 im	 deutschsprachigen	 Raum	 weithin	 allgemein	 bekannt	 sind.	 Über	 diese,	 in	 Botanik-
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Fachbüchern	 veröffentlichte	 Berichte	 über	 „Aberglauben	 in	 Bezug	 auf	 Pflanzen“	 schreibt	 er	
folgendes:	 	

	

In	Büchern	und	Aufsätzen,	die	unsere	heimische	Flora	schildern,	ist	ab	und	zu	auch	 	
davon	 die	 Rede	 ,	 was	 man	 in	 früheren	 Zeiten	 von	 dieser	 oder	 jener	 Pflanze	 glaubte, 

welche	Rolle	 sie	 im	Aberglauben	 spielte	 und	 jetzt	 noch	 spielt,	 in	welcher	 Volkssage	 sie	

erscheint	usw.	Meist	sind	diese	Ausführungen	nur	“schmückendes	Beiwerk”,	sie	werden	
gewissermaßen	nur	im	Vorbeigehen	gestreift.2	

	

 In	diesem	Buch	kommt	eine	Unzufriedenheit	gegenüber	diesen	unpräzisen	Materialien	zum	
Ausdruck,	 die	 daher	 rührt,	 dass	 die	 Inhalte	 der	 volkstümlichen	Überlieferungen	 zum	 Thema	

„Pflanzen	 und	 Aberglauben“,	 die	 in	 botanischen	 Aufsätzen	 oder	 Nachschlagewerken	 über	
Pflanzen	wiedergegeben	werden,	nicht	auf	sorgfältig	recherchierten,	volkskundlichen	Quellen	

beruhen.	 	

 Marzells	Bemerkungen	diesbezüglich	resultieren	also	aus	einer	Kritik	daran,	dass	Einträge	
zum	Thema	Aberglauben	 in	botanischen	Lexika	oder	 in	Aufsätzen	über	Pflanzen	 ihre	Quellen	

nicht	 hinreichend	 offenlegen,	 und	 dass	 Botaniker	 oft	 nicht	 genügend	 Kenntnisse	 über	

Kulturgeschichte	oder	Volkskunde	mitbringen.	Um	diese	Kritikpunkte	aus	der	Welt	zu	schaffen,	
hat	Marzell	eigenhändig	das	schon	genannte	Werk	„Zauberpflanzen,	Hexentränke	-	Brauchtum	

und	Aberglaube“	zusammengestellt.	 	

 Weiterhin,	so	schreibt	er,	komme	es	manchmal	vor3,	dass	Heilpflanzen	falsch	verwendet	
werden,	da	manche	Pflanzen,	obwohl	sie	unterschiedlich	sind,	ähnliche	Namen	tragen,	was	auch	

daran	liege,	dass	je	nach	Region	unterschiedliche	Sprachen	gesprochen	werden.	Zusätzlich	kann	

es	auch	beim	Übersetzen	zu	Problemen	kommen	und	es	ist	auch	für	jede	Pflanze	notwendig,	die	
aus	den	Unterschieden	im	Verbreitungsgebiet	resultierenden	Abweichungen	zu	berücksichtigen.	

Auch	 aus	 diesen	 Gründen	 ist	 es	 schwierig	 zu	 entscheiden,	 welche	 Übersetzung	 für	 eine	

bestimmte	landläufige	Bezeichnung	einer	Pflanze	die	passende	ist.	Dieses	Problem	besteht	selbst	
für	aktuelle,	gegenwärtige	Botanik-Nachschlagewerke	und	aus	den	genannten	Gründen	kann	es	

auch	vorkommen,	dass	der	wissenschaftliche	Name	einer	Pflanze	und	der	allgemein	geläufige	

Name	 nicht	 exakt	 übereinstimmen.	 Aus	 diesem	 Grund	 werden	 in	 diesem	 Aufsatz,	 wenn	
Pflanzennamen	 genannt	 werden,	 die	 deutsche	 Bezeichnung	 zusammen	mit	 der	 japanischen	

Bezeichnung	wiedergegeben,	um	Verwechslungen	mit	ähnlichen	Pflanzenarten	zu	vermeiden.4	 	
	

2.	Aberglauben	bezüglich	Johanniskraut	

 Der	22.	Juni	ist	der	Tag	der	Sommersonnwendfeiern.	Dieser	Tag	im	Jahreslauf,	an	dem	die	
Nacht	am	kürzesten	und	der	Tag	am	längsten	ist,	wird	im	deutschen	Sprachraum	sehr	wichtig	

genommen.	Der	Geburtstag	des	heiligen	Johannes	wird	am	24.	Juni	gefeiert	und	fällt	damit	mit	

den	Brauchtümern	rund	um	die	Sommersonnwende	zusammen.	Um	diese	Zeit	wird	auch	das	
„Johanniskraut“	gepflückt,	das	ebenfalls	in	der	deutschsprachigen	Volkskunde	eine	besondere	
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Bedeutung	 hat.	 „Johanniskraut“,	 das	 seit	 alters	 her	 als	 Heilkraut	 verwendet	 wird,	 wird	 auf	
Englisch	 „St	 John's	 wort“	 genannt.	 Und	 auch	 in	 anderen	 Regionen	 wurden,	 so	Marzell,	 der	

Pflanze	Namen	gegeben,	deren	Ursprung	mit	Johannes	dem	Täufer	in	Verbindung	steht.	 	

 Aus	 dem	 im	 Südwesten	 Deutschlands	 gelegenen	 Saarland	 ist	 folgende	 volkstümliche	
Überlieferung	erhalten:	 	

	

Ein	Mädchen	hatte	mit	dem	Teufel	einen	Bund	geschlossen.	Eines	Tages	verfolgte	er	das	
Mädchen,	um	es	ganz	in	seine	Gewalt	zu	bringen.	In	ihrer	Herzensangst	erblickte	die	arme	

Sünderin	am	Wegrand	ein	“Hartna”.	(	Hartnau	ist	besonders	im	Rheinischen	ein	Volksname	

für	das	Johanniskraut.)	Sie	setzte	sich	schnell	auf	die	gelbe	Blume	und	jetzt	war	der	Teufel	
machtlos	und	rief	zornig	aus.5	

	
 Hier	 wird	 Johanniskraut	 als	 eine	 Blume	 beschrieben,	 die	 einen	 Teufel,	 der	 gerade	 ein	

Mädchen	entführen	will,	 in	 die	 Flucht	 schlagen	 kann.	Dies	 ist	 ein	Beispiel	 dafür,	wie	die	 zur	

Sommersonnwende	geerntete	Heilpflanze	„Johanniskraut“	mit	Motiven	aus	der	volkstümlichen	
Überlieferung	-	die	gelbe	Blume	ist	ein	Abbild	der	Sonne	-	zusammengebracht	wird.	Die	heilige	

Kraft	der	Sonne	und	Bilder	aus	der	christlichen	Überlieferung	finden	hier	ihren	Ausdruck	in	einem	

Märchen	mit	der	Aussage	„Johanniskraut	hat	die	Kraft,	Teufel	auszutreiben“.	 	
 Diese	 Sage	 nimmt	 auch	 Bezug	 darauf,	 dass	 Johanniskraut	 die	 Wirkung	 hat,	 seelische	

Belastungen	 zu	 lindern.	 Denn	 der	 Teufel	 wurde	 als	 etwas	 beschrieben,	 das	 die	 Seele	 der	

Menschen	 auf	 Abwege	 bringt,	 und	 das	 als	 Heilmittel	 gegen	 seelische	 Leiden	 genutzte	
Johanniskraut	lies	die	Menschen	denken,	dass	der	Pflanze	Zauberkraft	innewohnte.	 	

	

3.	Die	Bedeutung	von	Johanniskraut	in	der	modernen	Heilkunde	
 In	 dem	aus	dem	16.	 Jahrhundert	 stammenden	 „Kreuterbuch“	 (1551)	wird	 Johanniskraut	

nicht	nur	als	eine	Pflanze	beschrieben,	von	der	man	glaubte,	dass	sie	die	heilige	Kraft	habe,	Teufel	

auszutreiben,	sondern	die	Pflanze	wird	auch	als	Mittel	gegen	Erkältung	vorgestellt	und	es	wird	
erwähnt,	 dass	 sie,	 wie	 andere	 Kräuter	 auch,	 Fieber	 senkt	 etc.	 In	 der	 heutigen	 Zeit	 ist	

Johanniskraut	in	Deutschland	und	anderen	Regionen	als	ein	Mittel	bekannt,	das	Angstzustände	

und	Schlaflosigkeit	lindern	kann.	 	
Die	Verwendung	der	sogenannten	„Arzneipflanzen“	-	nicht	nur	von	Johanniskraut	-	kann	in	die	

folgenden	vier	Gruppen6	 unterteilt	werden.	
	

1.	Teedrogen	

2.	Phytopharmaka	
3.	Homöopathika	

4.	Biogene	Arzneistoffe	
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 Die	verwendeten	Pflanzenteile	des	Johanniskrauts	sind	das	Kraut	und	die	frischen	Blüten.	
Johanniskraut	wird	in	Europa	als	Heilmittel	bei	leichten	Depressionen	geschätzt.	Die	Wirkung	von	

Johanniskraut	 ist	 jedoch	 stärker	 als	 bei	 vielen	 anderen	 Kräutern.	 Daher	 kann	 einerseits	 ihre	

medizinische	Wirksamkeit	wissenschaftlich	 nachgewiesen	werden,	 andererseits	müssen	 aber	
auch	 im	Verkauf	 auf	 entsprechenden	 Kräutertees	 oder	 Tabletten	Warnhinweise	 für	 den	 Fall	

gegeben	 werden,	 dass	 Johanniskraut-Produkte	 zusammen	 mit	 anderen	 Arzneimitteln	

eingenommen	werden,	da	Enzyme	enthalten	sind,	die	den	Arzneimittelmetabolismus	anregen.	
Johanniskraut	findet	in	weitem	Umfang	Verwendung;	so	wird	daraus	auch	Öl	gewonnen,	das	in	

der	Pflege	von	Haut	und	Haar	eingesetzt	wird.	 	

	
4.	Zusammenfassung	

 Die	 verschiedenen	 Berichte	 über	 Aberglauben,	 der	 mit	 Johanniskraut	 in	 Verbindung	
gebracht	wird,	sowie	über	die	heilende	Verwendung	dieser	Pflanze	stehen	in	enger	Verbindung	

mit	den	Mythen	und	Überlieferungen,	die	auf	die	spezielle	Erntezeit	dieser	Pflanze	und	der	Farbe	

ihrer	Blüten	Bezug	nehmen.	Es	vermischen	sich	hierbei	die	alten	Wissenschaften	Botanik	und	
Heilkräuterkunde	mit	neuzeitlichen	Faktoren	der	Volkskundeforschung.	 	

 In	den	Werken	Marzells	werden	diese	okkulten	Hintergründe,	die	sich	in	den	Vorstellungen	

von	 Pflanzen	 verbergen,	 erklärt	 und	 präsentiert.	 Das	 Erforschen	 von	 Pflanzen	 innerhalb	 der	
Volkskunde	erfordert	aber,	dass	man	die	 Inhalte	der	volkstümlich	überlieferten	Aberglauben	

entschlüsselt	und	dabei	auch	auf	Kulturgeschichte,	Religionsgeschichte	und	die	Geschichte	der	

volkstümlichen	 Heilkunde	 eingeht.	 Der	 vorliegende	 Aufsatz	 hat	 aus	 Heinrich	 Marzells	
„Zauberpflanzen,	 Hexentränke	 -	 Brauchtum	 und	 Aberglaube“	 das	 Beispiel	 Johanniskraut	

aufgegriffen	 und	 gezeigt,	 dass	 Pflanzen,	 die	 in	 deutschsprachigen	 Werken	 der	 botanische	

Volkskunde	häufig	vorkommen,	nützliches	Material	zum	Studium	der	deutschen	Volkskunde	sein	
können.	 	

 Die	Besonderheit	von	Johanniskraut	ist,	dass	es	eine	heutzutage	anerkannte,	medizinische	

Wirkung	 hat.	 Dies	 und	 die	 Gepflogenheiten	 zum	 Zeitpunkt	 seines	 Aufblühens	 werden	 als	
mythenhafte	Erzählungen	weiter	tradiert.	Und	dies	ist	nur	ein	Beispiel	von	vielen.	Aber	unter	den	

Forschern,	die	sich	auf	Botanik	oder	Pharmazie	spezialisiert	haben,	gibt	es	nur	ganz	wenige,	die	

sich	auch	mit	der	Kulturgeschichte	und	Volkskunde	des	jeweiligen	Ortes	auskennen.	Und	bei	der	
Erforschung	von	Aberglauben	und	mysteriösen	Geschichten	rund	um	Pflanzen	ist	es	zwingend	

erforderlich,	die	erwähnten	Pflanzen	richtig	zu	benennen	bzw.	eine	passende	Übersetzung	zu	
verwenden.	 Daraus	 ergibt	 sich	meiner	Meinung	 nach	 für	 die	 Zukunft	 die	 Notwendigkeit,	 in	

Kooperation	mit	den	Fächern	Botanik	und	Pharmazie	die	Nachschlagewerke,	die	die	in	Mythen	

und	 Legenden	 vorkommenden	 „merkwürdigen“	 Pflanzen	 mit	 Namen	 verzeichnen,	 zu	
überarbeiten.	 	

 Die	botanische	Volkskunde	kann	nicht	von	der	Kultur	der	Völker,	die	in	einer	gewissen	Region	

seit	alters	her	leben,	abgetrennt	werden.	So	besitzt	die	Geschichte	der	botanischen	Volkskunde	
in	 Deutschland	 auch	 eine	 Vergangenheit,	 die	 von	 wechselseitiger	 Beeinflussung	 mit	 einer	
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dunklen	 Ideologie7	 geprägt	 ist.	Das	 spezielle	deutsche	Problem	mit	dem	Pflanzenschutz,	die	
Beziehung	 zwischen	 volkstümlicher	 Heilbehandlung	 und	 Okkultismus	 im	 deutschsprachigen	

Raum,	 sowie	 die	 Beziehung	 zwischen	 der	 Entwicklung	 moderner	 Wissenschaften	 und	

volkstümlicher	Heilbehandlung	bilden	eine	Grundlage,	auf	der	diese	Punkte	untersucht	werden	
sollten.	Dies	sind	die	Aufgaben,	die	ich	zukünftig	angehen	möchte.	 	

 

1	 Heinrich	Marzell:	Zauberpflanzen	Hexentränke,	Brauchtum	und	Aberglaube,	Stuttgart,	1963.S.5.	
2	 ebd.	S.5.	
3	 Yoshiki	Yamahara,	„Probleme	bei	der	Übersetzung	von	Pflanzennamen	in	Fremdsprachen	-	Eine	Stufe	zu	
interkulturellen	 Studien	 (2)“;	 Universität	 Kagoshima,	 Forschungsberichte	 der	 pädagogischen	 Fakultät,	
Ausgabe	Human-	und	Sozialwissenschaften	Nr.	53,	2001,	S.	157.	Bei	Pflanzennamen	kommt	es	oft	vor,	dass	
es	abgesehen	von	der	wissenschaftlichen	Bezeichnung	keinen	japanischen	Namen	gibt.	Folglich	kann	es	
vorkommen,	dass	der	Populärname	 für	eine	Pflanze	 in	Regionen	außerhalb	 Japans	und	die	 japanische	
Bezeichnung	-	streng	genommen	-	nicht	dasselbe	bezeichnen.	 	
Zum	Beispiel	wird	Johanniskraut	(englische	Bezeichnung:	St.	John's	wort)	in	Japan	„Otogiri-sou“	genannt,	
aber	„Otogiri-sou“	hat	viele	verschiedene	Arten,	darunter	welche,	die	als	Heilpflanze	verwendet	werden	
und	 andere,	 die	 dazu	 nicht	 geeignet	 sind.	 Daher	 wird	 „Johanniskraut“	 auf	 Japanisch	 auch	manchmal	
„europäisches	 Otogiri-sou“	 genannt.	 Aber	 die	 ursprünglich	 in	 Japan	 beheimateten	 anderen	 Arten	 der	
Gattung	 „Otogiri-sou“	 ähneln,	 was	 das	 Aussehen	 von	 Blüte	 und	 Blättern	 betrifft,	 dem	 „europäisches	
Otogiri-sou“	sehr.	 	
5	 Heinrich	Marzell,	S.32.	 	
6	 Maximilian	Weigend	(Herausgeber	Verband	Botanischer	Gärten	e.V.):	Die	Grüne	Apotheke	–	Vom	Hortus	
Medicus	zur	Pharmaforschung,	Bonn,	2018,	S.	9.	
7	 Frank	Uekötter	 (Autor),	 Sakiko	Wada	 (Übersetzerin);	 „Nationalsozialismus	 und	Naturschutz“;	 Tsukiji-
Shobo,	2015,	S.	33.	
	
*Dieser	Aufsatz	ist	die	deutsche	Übersetzung	der	japanischen	Abhandlung	„Aberglaube	und	botanische	
Volkskunde“	(Akademische	Berichte	Nr.	69	der Präfekturuniversität	Kyoto,	2017).Die	Originalabhandlung	
wird	ferner	überarbeitet	und	erweitert.	Der	Aufsatz	wird	von	JSPS	KAKENHI	(Zuschuss	Nummer	18K00451)	
unterstützt.	
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現代に⽣き続けるギリシア神話 

――ギリシア神話とポップカルチャー―― 
 

庄⼦ ⼤亮 
 
 
0. はじめに 

様々な⼤学で⻄洋の歴史や⽂化について講義していると、毎学期必ずといってよいほど、
ギリシア神話にとても詳しい学⽣に出会う。彼ら彼⼥らに話を聞けば、ほとんど皆、現代の
ポップカルチャー(⼤衆⽂化)を通してギリシア神話に興味を抱いたという。1970 年代に⽣ま
れた筆者⾃⾝の関⼼のルーツをふり返っても、ゲームや漫画、映画などによってギリシア神
話の物語・イメージにふれたことがやはり⼤きな意味をもっていたのではないかと思う。 

2000 年以上前に語られていたギリシア神話が、どのように、なぜ、ポップカルチャーに
おいて継承され続けているのだろうか。そこから⼈間の⽂化活動について何を⾒て取ること
ができるのだろうか。本稿ではこのような観点から、「現代に⽣き続けるギリシア神話」に
ついて考えてみたい。 

ここでいう「ギリシア神話」とは、古代ギリシア⽂明の時代(前８世紀〜前４世紀頃)に伝
えられていた、神々と英雄にまつわる物語とイメージ表現の総称である1。ただし、現代に⾄
る継承過程での諸々の変化も視野に⼊れつつ「ギリシア神話」と⾔及する場合もある。ギリ
シア神話における神々は、太古から当代に⾄るまで諸事象に影響を及ぼしてきた畏怖すべき
存在であった。⼈間の姿をしていると想像され、⼈間の良いところも悪いところも強調・拡
⼤して投影されたような性質を有してもいた。天空神ゼウスをはじめとする主な神々は、実
在するオリュンポス⼭の上に住まうとされ、オリュンポスの 12 神と呼ばれる。オリュンポ
ス神族は、先⾏した巨神族ティタン(タイタン)と争って勝利し、世界を治めるようになった
という。またギリシア⼈は、神の⾎をひく優れた⼈間、すなわち「英雄」たちが⼤昔に実在
したと考えた。そして、世界の成り⽴ち、昔の⼈間界を、神々と英雄たちの物語で説明した
のである2。そこには、⼤昔の先住⺠の伝統(前三千年紀以前)、移住⺠と先住⺠との争いや混
淆によるギリシア⺠族形成と王国分⽴時代の記憶(前⼆千年紀)が⼝承によって投影されてい
ると思われる。 

ギリシア⼈は、諸事象の原理を司る存在として神々を崇め続け、また偉⼤な先祖とされる
英雄たちを讃えながら、神話を語り継いだ。世に神話を広めたのが、祭典などで物語を歌っ
た詩⼈たちで、なかでもトロイア(トロイ)戦争の物語を伝えた前８世紀頃のホメロスが最も
有名である。トロイアについては、シュリーマンによる近代の遺跡発掘でも知られていよう。
ホメロスの叙事詩『イリアス』と『オデュッセイア』に代表される⼝承詩で伝えられていた
物語は、⽂字に書き下されたことによっても受け継がれた。祭典で上演された演劇でも神話
が題材とされたし、神殿など公共の場の彫刻や絵画、⽇常⽣活で⽬にしただろう陶器の装飾
画などに囲まれ、⼈々は神話と共に⽣きていた。そして様々な理念や価値観を神話で表現し、
神話で思考し続けたのである。その過程で様々な変化が⽣じたり、創作が加えられたりもし
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たが、⼈々に受け⼊れられれば、それは伝統となり定着していった。その後、地中海世界を
統合しギリシア⽂化を受け継いだ古代ローマを経て、ギリシア神話も継承されていく(ロー
マの神々との同⼀視が⽣じ、たとえばゼウスはローマのラテン語では「ユピテル Jupiter」
と呼ばれるなど、ほぼイメージは同⼀だが名称が複数知られる場合がある）。さらに、ロー
マ時代に広まった⼀神教のキリスト教のもとでも、古代の多神教の神々は消え去らなかった。
神々は昔の⼈間のことだと解されたり、⾃然や宇宙の⼒の象徴とされたり、星の象徴や星座
の由来説明となったりして、受け継がれたのである。それからギリシア神話は、古典復興の
ルネサンスも経て⻄洋⽂化にとって不可⽋な要素になり、近現代に⾄っている。 

そして今、ギリシア神話はポップカルチャーにおいて、どのように「⽣き続けている」の
だろうか。 
 
１. 継承の諸例 

では、ギリシア神話がポップカルチャーにおいて影響を与えたり利⽤されたりしている諸
例を⾒ていこう3。神話の今に着⽬するということで、ここ 20 年間ほど、90 年代後半からの
例を中⼼に扱う。また、多彩なポップカルチャーが⽣み出されているアメリカ合衆国と、読
者にとっても⾝近だろう⽇本のケースを念頭に⾒ていく。ただしここで全てを網羅すること
はもちろん不可能であり、以下に述べるもの以外で多くの例を想起される読者もいるだろう
が、それこそ筆者の望むところでもある。ギリシア神話はそれほどに浸透しているのだと実
感しながらご覧いただきたい。 

 
(１) ⼩説、コミックやアニメーション 

多くの⼦供たちが熱⼼に読んだ 21 世紀型のギリシア神話といえそうなのが、児童⼩説の
『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』である4。アメリカ合衆国の作家リック・リオ
ーダンによる、半神半⼈デミゴッドの少年パーシー(その名は神話の英雄 Perseus に由来)の
活躍を描いた物語で(全５巻、2005〜09 年)、映画化もされている(2018 年時点で映画が⼆
作)。また、続編『オリンポスの神々と７⼈の英雄』(全５巻、2010〜14 年)に加えて外伝も
刊⾏されるなど、広範に読者を獲得してきた。本作は、ギリシア神話の神々が実際に今も⽣
き続けているという世界観のもと、神々が住む「オリンポス(オリュンポス)」がエンパイア
ステートビルの 600 階にあるとされるなど、ギリシア神話を様々な点で現代化している5。 

ギリシア神話を正⾯から扱った近年の⼤衆⼩説として、同じくアメリカの作家マデリン・
ミラーによる、『アキレウスの歌』(2012 年)がある。トロイア戦争の英雄アキレウスとパト
ロクロスとの友情・愛情を、パトロクロスの視点から描いた本作は、⼥性作家を対象とした
「オレンジ賞」(現ベイリー賞、英国の⽂学賞)の受賞作としても知られる。またミラーの⻑
編第⼆作となる『キルケ』(2018 年)も、先述のホメロスの叙事詩『オデュッセイア』に登場
する魔⼥キルケを題材にしている。ちなみに『パーシー・ジャクソン』も、『アキレウスの
歌』も、多くの読者の創作意欲までも刺激し続けているようで、諸作品のファンたちの創作
物が投稿されるウェブサイト、Archives of Our Own にはこの⼆つの物語に関連するものが
数多く寄せられており、⼈気のほどが窺える。 
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ギリシア神話そのものを題材にしていなくても、そこから着想を得ている作品の例として、
ヤングアダルト(⼗代半ば〜⼆⼗代半ばの読者を想定した⼩説ジャンル)のベストセラーで映
画化もされた『ハンガーゲーム』(2008〜10 年)が挙げられる。本作は、独裁国家が⽀配する
未来が舞台で、被⽀配地域から選抜された少年少⼥たちによる殺し合いのゲームがショーと
して⾏われているという設定なのだが、作者スーザン・コリンズの説明によると、「⽜頭⼈
⾝の怪物ミノタウロスが棲む迷宮に少年少⼥たちが送り込まれ⽣贄とされていた」というギ
リシア神話の逸話が着想源だという6。 

さらに、若者が⽐較的よく接するだろう媒体として、コミックやアニメーションに⽬を向
けてみよう7。アメリカン・コミックには代表的な出版社が⼆つある。スーパーマンやバット
マン、ワンダーウーマンなどを⽣み出したＤＣコミックスと、アイアンマンやスパイダーマ
ンを主⼈公とする作品で知られるマーベル・コミックスであるが、どちらのコミックにもギ
リシア神話に由来するキャラクターが多数登場する。たとえばマーベルでは、ギリシア神話
において最も多くのエピソードをもつ英雄ヘラクレス(ラテン語での呼び名を経て英語でハ
ーキュリーズともいう)が登場する。また最近、作家・イラストレーターのジョージ・オコナ
ーによって、オリュンポスの神々の由来などを描いたグラフィック・ノベル(⼤⼈の読者が対
象とされるコミックをときにこのように呼び分ける)の『オリュンピアンズ』シリーズが刊⾏
中で、好評を博している。グラフィック・ノベルでは、トロイア戦争の物語を詳しく描く、
エリック・シャナワー『エイジ・オブ・ブロンズ』もある。アニメーションでは、ディズニ
ーのアニメ映画『ヘラクレス』(ジョン・マスカー、ロン・クレメンツ監督、1997 年)が有名
な例だろう。その続編としてＴＶアニメシリーズも製作されている。 

コミックやアニメといったとき、⽇本でも、たとえば『聖闘⼠星⽮』でギリシア神話のイ
メージにふれたという⼈が多い。『聖闘⼠星⽮』は、もともと⾞⽥正美によって『週刊少年
ジャンプ』に連載された漫画だが(1986〜90 年)、ギリシア神話と星座がモチーフになってい
て、主⼈公の聖⽮は「ペガサス」の聖闘⼠である。アニメ化もされ⼈気を得て、その後、漫
画・アニメともに世界観が少々変わったりしながら続編が⽣み出され続けており、別の作者
による外伝で⼥性を主⼈公とする『セインティア翔』(久織ちまき、『チャンピオン RED』
にて連載、2013 年〜)という作品もある。ちなみに⾞⽥正美には先に『リングにかけろ』と
いうボクシング漫画の作品があったが、実はこちらですでにオリュンポス 12 神をモチーフ
にしたキャラクターたちが登場していた。このように作品中の⼀部の設定やキャラクター名
などでの利⽤も視野に⼊れれば、ギリシア神話継承の例は⽇本の漫画・アニメだけでも途⽅
もない数にのぼるのではあるまいか。 

また、⽇本の少⼥漫画でギリシア神話に関連する作品として、武内直⼦作の漫画・アニメ
『美少⼥戦⼠セーラームーン』が著名だろう(『なかよし』にて連載、1992〜97 年)。本作は、
⽉の⼥神セレネと美しい⻘年エンディミオン(エンデュミオン)の神話が設定のモチーフにな
っているほか、主要キャラクターの名やイメージが、マーキュリー(⽔星)やヴィーナス(⾦星)
といった神名(ラテン語経由の英語名)・惑星名に由来していた。こちらも『聖闘⼠星⽮』と
同様、続編や派⽣作品が⽣み出されており、古代神話のイメージを⼀般に浸透させている。
同じく少⼥漫画では、冥界の神ハデスやその妻ペルセフォネ(作中ではベルセフォネ)といっ
た古代ギリシアの神々が現世に転⽣して愛憎劇と戦いとを繰り広げる『アリーズ』という作
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品があったが(冬⽊るりか、『⽉刊プリンセス』にて連載、1987〜93 年)、今世紀になって続
編(『アリーズ II』、『アリーズ ZERO』)も描かれているように、やはりギリシア神話は⽇
本のポップカルチャーにおいて根強い需要があるようだ。 

後述するアメリカ映画『タイタンの戦い』(2010 年)の監督でフランス出⾝のルイ・レテリ
エは、『聖闘⼠星⽮』の⼤ファンだったという。『セーラームーン』も世界的に⼈気を得て
いることで知られる。⽇本のポップカルチャー作品を介し、ギリシア神話のイメージが逆輸
⼊され広まってもいるのである。 

 
(２) ゲーム 

視覚的に神話にふれるものとしては、コンピュータ・ゲームを⾒過ごせないだろう。ギリ
シア神話の世界観をもとにした作品で、アメリカのみならず世界でヒットしたアクション・
アドベンチャーゲームが、『ゴッド・オブ・ウォー』シリーズである(ＳＣＥサンタモニカス
タジオ、2005 年〜)。また、歴史上の戦闘や兵器を扱ったストラテジー・ゲーム『エイジ・
オブ・エンパイア』から派⽣した『エイジ・オブ・ミソロジー』はギリシア神話(および北欧
神話、エジプト神話)を題材にしている(アンサンブルスタジオ、2002 年)。本来は関係のな
かったものに神話の設定が求められたことに⽰されるように、ゲームにおいても神話希求が
強く存在している。 

ゲームの「プラットフォーム」としてはスマートフォンやタブレットが重視されるように
なっているが、いずれも⽇本発で世界に向けて配信されているスマートフォン⽤ゲーム『パ
ズル・アンド・ドラゴンズ』(略称パズドラ、ガンホー・オンライン・エンターテイメント、
2012 年〜)、『モンスターストライク』(略称モンスト、XFLAG、2013 年〜)、『Fate / Grand 
Order』(略称 FGO、TYPE-MOON、アニプレックス、2015 年〜)などをはじめとした作品
に、ギリシア神話の神々や英雄に加えて、髪の⽑が蛇である姿で有名なメドゥーサ(メデュー
サ)や⽜頭⼈⾝のミノタウロスといった怪物たちが、数多く登場し続けている。 

 
(３) 実写ドラマや映画 

続いて実写作品を挙げよう。神話を題材にし、アメリカで⼈気を得たＴＶドラマシリーズ
に、『ヘラクレス Hercules: The Legendary Journeys』(1995〜99 年)、およびそれから派
⽣したもので⼥戦⼠ジーナを主⼈公にした『ジーナ Xena: Warrior Princess』(1995〜2001
年)がある。他にもミニドラマシリーズやテレビ映画として、英雄たちが協⼒して宝物を探し
求める「アルゴ船の冒険」や、トロイア戦争後に祖国へ帰還する英雄オデュッセウスの冒険
(ホメロスの叙事詩『オデュッセイア』)を題材にしたものなどが数多く製作されている。 

映画では、特にホメロスの叙事詩『イリアス』を念頭にトロイア戦争を描いた『トロイ』
(ウォルフガング・ペーターゼン監督、2004 年)がある。同じくトロイア戦争を題材にしたも
のでは、英国の BBC と動画配信サービスのネットフリックスとの共同製作ドラマ『トロイ
伝説：ある都市の陥落』(2018 年)が配信されている。また往年の名作映画に、ペルセウスの
物語をもとにし、特撮技術の巨匠レイ・ハリーハウゼンが製作に携わった『タイタンの戦い』
(1981 年)があったが、2010 年に同タイトルでリメイクされ(ルイ・レテリエ監督)、その続編
として『タイタンの逆襲』も新たに製作された(ジョナサン・リーベスマン監督、2012 年)。
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さらに、怪物ミノタウロス退治で知られる英雄テセウスを主⼈公にした『インモータルズ―
神々の戦い』(ターセム・シン監督、2011 年)、ヘラクレスを主⼈公とした『ヘラクレス』(ブ
レット・ラトナー監督、2014 年、原作はスティーブ・ムーアのコミック『ヘラクレス―トラ
キア戦争』)、『ザ・ヘラクレス』(レニー・ハーリン監督、2014 年)もある。世界最⼤の物語
産業といえるだろうハリウッドにおいて、こうしてギリシア神話が求められ続けているので
ある8。 

正⾯からギリシア神話を描いたものではなくても、着想源としている映画作品としてたと
えば、『聖なる⿅殺し』(ヨルゴス・ランティモス監督、2017 年)がある。舞台は現代で、あ
る⼼臓外科医の贖罪が物語の軸なのだが、トロイア戦争出征に際してのエピソードを描いた
古代ギリシアの悲劇『アウリスのイフィゲネイア(イピゲネイア)』が下敷きになっており、
劇中でもその悲劇への⾔及がある。またホラー映画の『へレディタリー』(アリ・アスター監
督、2018 年)も、英雄ヘラクレスの最期を題材にしたギリシア悲劇『トラキスの⼥たち』を
プロットの参考にしている。間接的なつながりではあるが、このようにギリシア神話なくし
て⽣まれなかったかもしれない作品が様々なジャンルにおいて認められ、その影響があらた
めて感じられよう。 

 
(４) ＳＦ 
 ⼤衆⽂学、コミック、映画などにまたがるアメリカ的ポップカルチャーのジャンルとして、
ＳＦ(サイエンス・フィクション)が挙げられる。起源について諸説あるが、アメリカにおい
て最も発達したジャンルである。遥か昔に語られたギリシア神話は、未来を意識するＳＦに
まで直接的な影響を及ぼしている。たとえば、ダン・シモンズの⼩説『イリアム』(2003 年)、
『オリュンポス』(2005 年)は、数千年先に地球化された⽕星で神々や英雄たちがトロイア戦
争を再現するかのように戦うという設定から物語が展開する。彼のそれ以前のＳＦ⼩説『ハ
イペリオン』(1989 年)、『ハイペリオンの没落』(1990 年)、『エンディミオン』(1996 年)
も、近代英国ロマン主義の詩⼈ジョン・キーツなどを介したギリシア神話が着想源である。 

ＳＦといえば、近年ではギリシア神話のイメージが底流にある『プロメテウス』という映
画があった(リドリー・スコット監督、2012 年。有名な『エイリアン』シリーズの前⽇譚に
位置づけられる)。作中でプロメテウスとは何かという説明は特にないのだが、プロメテウス
なる神(英雄)が⼈間を創り出したという神話の伝えから、タイトルが⼈類誕⽣の秘密を暗⽰
していた。古くは映画『2001 年宇宙の旅』もそうだが、こうしたＳＦ作品には、⼈類はどこ
から来たのか、⽂明はどのように誕⽣したのか、といった壮⼤な問いに答えようとする現代
の「起源神話」のような趣きが感じられる。神話はこうした点でもＳＦにインスピレーショ
ンを与え続けそうである9。 

 
(５) ⾳楽 

影響⼒あるジャンルとしてポピュラーミュージックも取り上げよう。アメリカのシンガー
ソングライターで、世界的な⼈気を誇るレディー・ガガには、美と愛欲の⼥神アフロディテ
に⾔及した『G.U.Y』、アフロディテのローマ名に由来する『ヴィーナス』という曲がある
(2013 年)。両曲のミュージック・ビデオの演出も、古代ギリシアや神話イメージを意識した
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ものとなっていた。もちろん題材は⼥神ばかりではない。同じくシンガーソングライターの
サラ・バレリスにはヘラクレスのような⼒強い存在をイメージした楽曲『ヘラクレス』があ
る(2013 年)。また、ロックバンドのアレサナ(アリセイナ)のデビューアルバム『オン・フレ
イル・ウィングス・オブ・ヴァニティ・アンド・ワックス』(2006 年)にはギリシア神話を題
材にした楽曲が複数含まれている。このアルバムは、⽗親ダイダロスの忠告を聞かず空⾼く
⾶んだために墜落して死んでしまったという「イカロス」についての語りで幕を開けるが、
イカロスといえば、ロックバンドのスライス(Thrice)に、イカロス視点で作詞された『メル
ティング・ポイント・オブ・ワックス』(2003 年)、ダイダロス視点で歌われる『ディーダラ
ス(ダイダロス)』(2008 年)という楽曲もある。若者の暴⾛のように解釈できることからか、
イカロスのイメージはロック系のアーティストに特に⼈気があるようで、多くの楽曲の題材
となっている。最も有名なのはおそらく、イングランドのヘヴィメタルバンド、アイアン・
メイデンの『イカロスの⾶翔』(1983 年)だろう。ヘヴィメタルといえば技巧派のプログレッ
シブ・メタルなるサブジャンルもあるが、その代表的バンドの⼀つであるアメリカのシンフ
ォニーＸが、叙事詩『オデュッセイア』をモチーフにした『ジ・オデッセイ』(2002 年)とい
うアルバム(24 分超のタイトル曲が含まれる)を制作しているように、複雑な演奏を物語のご
とく展開する楽曲が好まれるヘヴィメタルにおいて、神話物語にインスピレーションを得た
曲が実は多い10。 

⽇本では、神話への興味を喚起した例として、⾳楽ユニットのサウンドホライズンがギリ
シア神話の世界観に基づいて制作したアルバム『Moira ミラ』(2008 年)がある。サウンドホ
ライズンは物語性のある楽曲を特徴としており、本作ではギリシア神話のイメージを借りた
オリジナルな物語を展開し、ファンの間でも様々な解釈がなされた。本来のギリシア神話と
は異なるのだが、もともと神話が歌われるものであったことや、様々な解釈・改変が加えら
れてきたことを思い起こさせる。この例に限らず、⼤きな改変や創作が加わったとしても、
ギリシア神話のＤＮＡを受け継いでいるようなものが数多く存在する。 
 
２. アーカイヴとしての豊かなギリシア神話 

さて、もちろんギリシア神話に関係するものを列挙して満⾜するのではなく、その継承の
背景や意義についてふみ込んで考えてみよう。なぜ、これほどにギリシア神話は様々な形で
受け継がれているのだろうか。まず端的にいえば、⻄洋においてよく知られているから、何
かにつけて参照されるのは当然だという⾒⽅があろう。もちろんそれは⼤前提としてふまえ
つつ、さらなる要因を探ってみたい。 

⼈間は普遍的に、諸現象を神格化したり擬⼈化したり、万物にイメージで個性を与えたり、
特別な存在である英雄が活躍する物語に⼼躍らせたりしてきた。そして現代、⽂化の⼤衆化、
ポップカルチャーの発展に伴って、こうした営為についての表現⽅法や楽しみ⽅が多様化し
続けている。また、何らかの創作活動によって⾃⼰表現しようとする者たちが、プロだけで
なくアマチュアとしても増え続けている。こうした活動は、先述した創作投稿サイト
Archives of Our Own のように、インターネットを駆使した情報発信・受信がますます容易
になっていくのに伴い、衰えることなく活発になっていくことだろう。しかも現代は、なか
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なか失速しない⼤衆消費社会である。次から次へと⽣み出される商品に付与するイメージや、
娯楽としての物語そして登場するキャラクターたちを、⼤量に必要としている。 

それらの想像・創造が、無限に湧き出してくるわけではあるまい。作者にとって着想源が
必要だろうし、創作活動には絶えざる模倣という⾯もある。それに、何かイメージ表現を⽤
いて情報を発信するとして、受け⼿と想定される⼈々にとって全くなじみがない新しいもの
を⽤いるよりも、関連する情報が前提としてある程度知られているイメージの⽅が望ましい
場合も多いだろう。予備知識があれば理解してもらうのが容易で、興味を喚起しやすいかも
しれないからだ。⼀⽅、あえて知られている筋書きやイメージを⽰唆しておいて、それを裏
切ることで驚かせるような演出もときに有効だろう。 

そして、物語とイメージとを⼤量消費する現代ならばなおさら、何か⼀つを⽣み出して終
わりということにはならない。たとえば映画が⼤ヒットしたならば続編を製作することにな
る。すると、ますます多くのキャラクターやストーリー展開が必要で、あらためて参照元が
求められる。そうした事態も想定し、創作を広げていくための助けとして、諸要素が体系化
された世界観が念頭にあった⽅が望ましくもある。 

こうした点で有益な参照元であり続けるのが、⼈類の遺産たる神話であり、なかでも⻄洋
を中⼼に世界的によく知られたギリシア神話である。そこには、物語、イメージ、キャラク
ターなどの⼤量消費のニーズに応える、豊富なストックがある。ギリシア神話は、⼀⼈の王
や⼀つの国の意図に沿って統⼀的に編集されたわけではないし、正典にまとめられたわけで
もない。各地の⾔い伝え、権⼒者の意向、詩⼈や著述家や壺絵作家の解釈・改変・創作付加
などを絶えず反映しながら、多様な物語が⽣み出された。だから数多くの異伝・⽭盾もある
が、それゆえ、物語とイメージがたいへん豊かなのである。 

たとえば前⼋世紀の詩⼈ヘシオドスが『神統記』において歌ったような世界の起源や原理
についての神々の物語は、科学的には正しくないわけだが、科学的ではないからこそ⽣き⽣
きと世界を描き出す。ギリシア神話には、様々な象徴性を有し、超越的存在だが⼈間的な⾯
もある神々が数多く登場する。そのような神々と、卑俗な⼈間の狭間には、神々の⾎を受け
継ぐとされる英雄たちが存在し、冒険を繰り広げる。親族(神族)間の争いの⼀⽅、恋愛物語
もあって、様々な愛憎劇が繰り広げられる。さらに、神々や英雄と敵対する(ときには味⽅と
なる)半獣半⼈・怪物・巨⼈(巨神)・魔⼥たちもいる。半⼈半⾺のケンタウロス、有翼のペガ
サス、⼀つ⽬の巨⼈キュクロプス(サイクロプス)、髪の⽑が蛇で⽬には⽯化の魔⼒をもつメ
ドゥーサなどは、ギリシア神話の⽂脈を越えて様々なフィクションに登場し、もはや普遍的
存在だろう。⻄洋中世的な世界観のファンタジーに⽋かせないドラゴンも、その語源はギリ
シア神話の蛇の怪物(ドラコン)に由来するし、魔⼥の原型的キャラクターといえようキルケ
やメデイアもギリシア神話に登場する。そして、こうした存在の多くが、創作の参考になる
ようなエピソードも有している。また、物語やイメージが、世界中の⼈々が眺める夜空の天
体、星座とも重なってよく知られているのである(天体との関連が、宇宙を舞台にしたＳＦと
もギリシア神話が結びつきやすい⼀因でもあろう)。こうした豊かな物語とイメージの「アー
カイヴ」として、ギリシア神話は絶えず参照され続けているのだ。 

ところで、⽇本でもギリシア神話は受容・利⽤されているわけだが、⽇本特有のギリシア
神話受容の事情についても、ここで補⾜的に付⾔しておこう。本来は、⽇本神話こそが⽇本
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ではもっと浸透して、先述のようなアーカイヴとして盛んに利⽤されてもいいはずであろう。
もちろん⽇本神話を題材にしたもの、関連する作品もあるが、筆者が講義を担当してきた⽇
本の複数の⼤学において、当該関連分野を専攻する者以外の学⽣たちの知識を⾒てきた経験
からは、⽇本神話よりもギリシア神話の⽅になじみがある若者の⽅がずっと多いという実感
がある11。こうした状況を理解するには、本書で対象として設定した時代よりも前に遡らね
ばなるまい。第⼆次世界⼤戦と敗戦を経て、⽇本を神の国と⾒なす皇国史観がタブー視され
ることになったのに伴い、⽇本固有の神話が公にあまり語られなくなった。⻄洋の影響⼒は
歴史的に甚⼤であるから、神話を含む⻄洋⽂化全体が⽇本はじめ世界に浸透しているのも当
然だが、⽇本では固有の神話が公にあまり語られなくなった「神話の空⽩」状態があったた
めに、ギリシア神話がとりわけ⼊ってきやすくなった、といえるのかもしれない。それに、
神話が途絶えたからこそ⽇本の物語欲求は、漫画やアニメにいっそう向かったという⾯もあ
るのではないだろうか。ともあれ、ギリシア神話が⽇本のポップカルチャーにおいて受容さ
れ、海外にも波及した『聖闘⼠星⽮』のような⼈気作品が⽣み出されたことはすでに述べた
ところである。⽇本もギリシア神話の普及に⼀役買っているのだ。そうしたなかで、⽇本神
話の物語やイメージをよく⽬にするようになったなら、それは⽂化状況が⼤きく変わってき
たことを⽰すだろう(メディアで⽇本古来の⽂化が取り上げられる機会がかなり増えてきた
し、たとえば 2006 年に『⼤神』という⽇本神話を題材としたカプコン製作のゲームがヒッ
トしていたことなどに兆候はすでに⾒られていたといえるかもしれないが)。こうした⽇本
の事情、状況をめぐっては、いつか別の機会に詳しく論じてみたい。 
 
３. ギリシア神話の「フレキシビリティ」 

物語・イメージの豊かさに加えて、アレンジや脚⾊がしやすいという点も、ギリシア神話
の継承の要因だろう。ギリシア神話は、特定の⺠族や宗教との強い結びつきがない。なにし
ろ、2000 年以上に渡りギリシア⼈を超えて共有されてきたし、何らかのイデオロギーと直
結していないのである。いうまでもなくギリシア神話には著作権などないうえ、聖書のよう
なまとまった典拠、正典も存在しない。特にポップカルチャーにおいてこそ伝統の⾜かせは
弱いという事情もあいまって、ギリシア神話には⾃由に利⽤、解釈、脚⾊、改変されうると
いう利便性がある。 

⼤きな「改変」の例として、神や英雄の「⼈種の変更」が先述のドラマ『トロイ伝説：あ
る都市の陥落』(2018 年)において⾒られる。すなわちこの作品では、⽩⼈系の姿が前提とさ
れがちな主要キャラクター、ゼウスとアキレウスに、いずれもイングランド⼈だがアフリカ
(ナイジェリアとガーナ)にルーツの遡る俳優がキャスティングされている。もともとのギリ
シア神話では、ゼウスやアキレウスについて明確な⼈種的描写はなされないのだが、である
からこそアフリカ系のような姿のイメージは従来なく、意図した⼤胆なキャスティングとい
える12。またゲームにおいてよく⾒られるのが、登場キャラクターの神々や英雄の性別を変
えてしまうことである(ギリシア神話関係に限った話ではなく、男性としてイメージされて
きたキャラクターの⼥性化がゲームなどによくある)。⼈種やジェンダーについて再考させ
るためとか、奇抜な改変で⽿⽬を集めるためなど、その意図は様々であろうが、いずれにせ
よ、こうしたレベルでの改変表現はキリスト教の⽂脈では考えにくいのではないだろうか。
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ポップカルチャーの何らかの作品においてイエス・キリストをアジア系やアフリカ系の俳優
が演じるとか、その姿を⼥性化して描くなどといったことは、どんなギリシア神話改変より
もはるかに激しい反応を各⽅⾯に引き起こすと予想されるゆえ、表現⼿段として選びづらい
だろう。 

解釈や脚⾊のしやすさという点について、もう少し考えてみよう。ギリシア神話の神々は
個性的で、その神々の⾎をひく英雄(⼈間)の物語も多い。単純に善悪の軸上に位置づけられ
ない神々、⼈間であるがゆえ我々も同化・共感しやすいところがある英雄たちと、さらには
半獣半⼈や怪物との、複雑な関係がギリシア神話の特徴である。そこで、ギリシア神話を題
材として、神々をはじめとした超⾃然的存在に、⼈間としての英雄が相対するという基本的
枠組みのもとで、創作者たちは両者の関係性に様々な寓意を与えてアレンジすることができ
るし、⾒る側や読み⼿の側でも、共感するような意味をそこに⾒出すことができる。たとえ
ば、⼥戦⼠が最後に神々を打ち倒すドラマ『ジーナ』では、神々に男性優位思想のような古
い慣習が投影されているとも読み取れる13。映画の旧『タイタンの戦い』(1981 年)では、神々
は⼈間界に⼀⽅的に介⼊し、⼈知を超えた存在という感じが強かったが、リメイク版(2010
年)およびその続編(2012 年)では、⼈々の信仰の衰退によって神々も弱さを⾒せる。そして、
神の⾎を受け継ぐ主⼈公ペルセウスが⼈間として戦うことを主張するように、強⼤な⼒に打
ち勝つ⼈間賛歌の傾向が強く出ている。 

また、科学的・合理的世界観のもとに⽣きる多くの現代⼈は、怪物も神々も⼈間の想像が
⽣み出したもので、実在はしないと考えている。こう思いつつ、いや思うからこそ、我々は
想像の世界を楽しみもするのだけれども、そのような合理的⾒⽅にも符合するように、神話
を題材としながら神々の顕現は捨象し、歴史性ある⼈間としての英雄に焦点をあてて物語を
脚⾊することもありうる。本来は多くの神々が登場して英雄たちに直接的な影響を及ぼす物
語を、⼈間中⼼に描き直した映画『トロイ』(2004 年)がその代表例である14。また、近年の
映画『ヘラクレス』(2014 年)は、英雄の怪物退治やヘラクレスの神化も、「創られた物語」
として説明した。フィクション作品における神々の顕現、怪物の登場に⼼躍らせる者もいれ
ば、あくまで⼈間を中⼼に据えた描写の⽅に共感する向きもあろう。世界を市場とするハリ
ウッドの映画作品としては、⼈間中⼼でわかりやすく、諸宗教の思想に抵触しないような、
こうした描き⽅も必要・有効である。そして、たとえば神々を捨象することで物語が単純に
深みを失うというものでもない。『トロイ』は、⼈間による争いの連鎖の虚しさを描く普遍
的物語へと昇華していたといえるし、『ヘラクレス』は、⼈間視点で神話の成り⽴ちを掘り
下げ、神話をある意味リアルに感じさせてもいた。このように、脚⾊しやすい英雄物語がギ
リシア神話に多いというのも、継承の要因の⼀つだろう。 

さて、このような改変・脚⾊の「フレキシビリティ(融通性)」もあって、ギリシア神話を
素材にしたポップカルチャーでは、古代神話の⽂脈が踏襲されていない場合のほうが多く、
キャラクター名などごく⼀部のイメージを拝借したいわゆる「⼆次創作」のようなものも数
多くある。それらはギリシア神話ではないのか、と問うとき、古代においてもすでにギリシ
ア神話の継承は絶えざる解釈、改変、異なる⽂脈への移⾏(ギリシアからローマへ、そしてキ
リスト教へ)の積み重ねだったことが想起される。ギリシア神話は変化が許容されてこそ受
け継がれてきたのである。どこからが正しくない神話か、といった客観的で明⽩な判断基準
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は存在しない。古代から現代のポップカルチャーに⾄るまで、連続性こそ⾒出すことも可能
だろう。 

古代に伝えられていた物語・イメージをひとまず「本来のギリシア神話」と表現するとし
て、ギリシア神話の脱⽂脈利⽤、ごく⼀部だけの利⽤が、⼀⽅的に「本来のギリシア神話の
解体」となっていくわけでもない。本来の⽂脈を離れるからこそ、利⽤しやすく、⽂化を越
えて、ギリシア神話の要素が普及していく。そしてそれは、ときに改変されているからこそ、
断⽚的であるからこそ、「本来のギリシア神話」への興味を喚起することにもなる。ゲーム
に登場するキャラクターの本来のイメージや、神話を題材にした映画と「本来のギリシア神
話」との違いなどについて、ポップカルチャーをきっかけに神話に興味を抱いた者たちが調
べて分析・整理した情報がウェブ上にはあふれているし、ポップカルチャー作品の創造・理
解のための資料として刊⾏される書籍も数多く、これらによって興味を深め、詳しく確かな
知識を得ようとしていく者もいるだろう。たとえばゲーム『モンスターストライク』の⼀連
のキャラクター解説書は、歴史家や予備校の世界史講師が監修しており、ゲームの閉じられ
た知識を掲載するのではなくゲームを超えた知識を学ぶことがコンセプトになっている。そ
の⼀冊『モンスターストライクで覚える世界の神々』(XFLAG、鈴⽊悠介監修、⽇本⽂芸社、
2018 年)におけるギリシア神話の解説部分は、ときに簡潔すぎるきらいはあるけれども「本
来のギリシア神話」の要点を的確に解説している印象を受けたし(ただ、典拠も参考⽂献も⽰
されていないのは⾮常に残念である)、ゲームにおけるキャラクター造形が視覚的におもし
ろく、こうした媒体を通してこそ本来の神話が⽣き⽣きと次世代に受け継がれるという部分
がやはりあるのではないかと感じた。もちろん、このような関連書や解説情報には、特に専
⾨家が介在していなければ誤りも少なからずあるかもしれないが、重要なのは、現代の神話
利⽤から、本来の古代神話への関⼼喚起へと、フィードバックも常にありうることだ。こう
して、ギリシア神話の諸要素が広がりを⾒せるからこそ、「本来のギリシア神話」もまた受
け継がれ、相互に作⽤し続けることだろう。 

 
４．志向されるギリシア神話 

ギリシア神話が求められ続ける背景としてさらに、現代のポップカルチャーの側における
「神話の志向」に注⽬したい。 

アメリカン・コミックやＳＦ、ハリウッド映画には、古い神話の伝統をもたないアメリカ
が創造している「現代の神話」的な性質があると考えられる。それらの物語の多くでは、「英
雄(ヒーロー)」が活躍する。ギリシア神話の特徴の⼀つも英雄物語の豊富さにあるのだが、
「英雄神話」が再⽣産されるのは、それが普遍性をもつと⾒なされるからだろう。英雄の物
語には、出⾃に特別な事情がある「選ばれし者」が⾃⼰実現に向かい、それまでの世界を⾶
び出して、何かを求めて旅や冒険へ出発し、助けを得ながら前進、怪物や強⼤な敵などの困
難を克服して帰還するという、「⼈間の成⻑」が⾒て取れる。それは普遍的な物語原理とし
て捉えられ、映画や漫画などの物語のほかにも、成⻑する主⼈公を演じるゲーム(ロールプレ
イングゲーム)などにおいて、神話の原理が再活⽤され続けているのだ。映画の脚本家などス
トーリーを⽣み出すクリエイターは、だからこそ神話を学ぶという15。アメリカの神話学者
ジョーゼフ・キャンベルによる、世界中の神話における英雄物語の「パターン」析出に影響
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を受け、映画監督ジョージ・ルーカスが「現代の神話」たる『スターウォーズ』を⽣み出し
たこともよく知られている16。こうした点で、ポップカルチャーには神話を志向する傾向が
あり、なかでも最もよく知られたギリシア神話へと⽬が向けられるのである。そして、映画
にせよ、ゲームにせよ、技術の進歩によって想像をリアルに描いたり楽しんだりする傾向が
ますます促進されていくのと共に、ギリシア神話もまた⽣き⽣きと受け継がれ続けるのでは
ないだろうか。 

映画といえば、近年は特に、アイアンマンやバットマンといったコミックに由来するアメ
リカン・ヒーローが、映画界を席巻している。各々のキャラクターたちの世界観が連結され、
マーベル・コミックスのキャラクターたちは「マーベル・シネマティック・ユニバース」、
ＤＣコミックスのキャラクターたちは「ＤＣエクステンデッド・ユニバース」という「世界」
を形成して、クロスオーバーした作品が続々と製作されている(もともとコミックにおいて
そうした展開があったわけだが、やはり近年の映画によってこそ、そうした世界観・作品群
が広く知られるようになってきたといえよう)。そもそも、アメリカン・コミックの最初のヒ
ーローはスーパーマンであるが、その原作者ジェリー・シーゲルの着想源の⼀つは、ギリシ
ア神話の英雄ヘラクレスだったという。また、2016 年公開の映画『バットマン vs スーパ
ーマン：ドーン・オブ・ジャスティス』においてバットマンを演じたベン・アフレックは、
本作について語るなかで、「アメリカ神話＝(バットマンのような)スーパーヒーローの物語」
をギリシア神話になぞらえて表現している17。彼は脚本家、監督、プロデューサーでもあり、
監督としてアカデミー賞も受賞(2012 年公開の『アルゴ』で作品賞)するなどハリウッド映画
について知り尽くしている⼈物なので、その意⾒には説得⼒があるだろう。 

超越的存在と⼈間との間で奮闘し、思い悩むヒーロー像と、ギリシア神話の半神たる英雄
たちには、強い親和性がある。そもそも、「ヒーロー hero」の語源がギリシア神話における
英雄「ヘーロース」であることも思い起こされる。ギリシア神話なくして、アメリカン・ヒ
ーローの物語はない。創作者たちは、現代にギリシア神話のようなものをあらためて⽣み出
そうとしているのである。 

アメリカン・ヒーローの物語をめぐる状況も該当するだろうが、ファンも参画して設定や
解釈など含めた作品世界が広がっていくような物語・イメージ群が、ポップカルチャーの発
展した現代では増えている。物語とイメージの⼤量消費の時代に創作者が増えていることも
先述した通りである。こうした想像の世界の展開を 2000 年前から⾒せてきた先⾏例たるギ
リシア神話こそ18、今後も様々な形で参考にされ続けるのではないだろうか。 

さらに、ポップカルチャーが⽣み出す多彩なイメージやプロットを、現代の側からもギリ
シア神話の⽣まれ変わった姿として理解し続けているという⾯がある。映画への神話の影響
を分析した論集『スクリーンにおける古典神話』(2015 年)では、創作者たちが明確にギリシ
ア神話の参照や影響を表明しているようなケースの他にも、映画とギリシア神話との類似性
を遡及して捉えている例が多く⾒られる。たとえば、主⼈公のボクサー、ロッキーが、盟友
アポロをリング上で殺したドラゴと戦うという展開の『ロッキー４』に、トロイア戦争の勇
⼠アキレウス、その盟友パトロクロス、アキレウスの宿敵ヘクトルの関係性を読み取るとか、
映画やドラマの「戦うヒロイン」像の原型をギリシア神話の戦闘的⼥部族アマゾンに遡ると
か、『ダークナイト』の悪役ジョーカーが⽂明世界にもたらす狂気に古代神ディオニュソス
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の信仰の狂騒を重ね⾒るといった解釈が展開されている19。こうした解釈を⽇本で適⽤する
なら、『南総⾥⾒⼋⽝伝』や、漫画の『ワンピース』は、個性ある英雄たちが⼒を結集して
冒険を繰り広げる「アルゴ船の冒険」の神話こそ原型として析出されそうである。 

以上のような解釈には、現代の作品にギリシア神話の要素を「⾒出している」感も強く、
ギリシア神話還元主義のような⾒⽅に陥らないよう注意も必要だ。しかし、ギリシア神話が、
物語を⽣み、理解するための「パラダイム」あるいは「理念型」となっていることを⽰して
もいる。 

ポップカルチャーにおける参照元としてのギリシア神話の影響と、現代側からのギリシア
神話に対する絶えざる再評価という相互作⽤がある。ギリシア神話は、過去と現在の⽂化の
対話に介在しているのである。 
 
5. おわりに 

本稿では、ギリシア神話を例に、現代のポップカルチャーにおいて神話がいかに「⽣き続
けているか」という、神話の今の在りようと、その背景、影響等について概観してきた。ギ
リシア神話は、ポップカルチャーにおいてさまざまな形で受け継がれ、浸透し続けているわ
けだが、その背景には、ギリシア神話の成⽴事情に由来する物語の豊かさ、改変しやすい利
便性などがあるうえ、変化・脱⽂脈化も伴って広まるからこそ⼈々の知識や興味を刺激し続
けるという作⽤もあった。また、神話を求め続ける現代の側から、物語を⽣み理解するパラ
ダイムとしてギリシア神話に⽬が向けられてもいるのである。 

そのような「神話の今」、「ポップカルチャーにおける神話」は、各時代や各⽂化のもと
での「本来の神話」についての研究とはかけ離れたものと⾒なされがちであろう。しかし展
望として述べさせてもらえば、「神話」のこうした現在進⾏形の在りようも意識し、過去と
現在とを⾏き来して考えてこそ、「神話」という⼈間の⽂化活動を理解するための新たな地
平が開かれるのではないだろうか。⽇本では関連分野においてもあまり紹介されていないよ
うであるが、現代に⾄るまでの⻄洋古典の受容・継承に着⽬する Classical Reception 
Studies(古典受容研究)という新たな研究動向20にも、本稿のような観点の考察は寄与しうる
だろう。さらにいうなら、絶えざる模倣や再創作、過去と今との相互作⽤によってこそ⽣成
され続けていく⽂化の在りかたについて理解を深めたり、いつの世も「神話」を求めてきた
⼈間の本質といったところにまで迫ったりすることも可能ではないだろうか。 

ともあれ、ここでの議論は限定されたものであった。たとえば、本稿ではキリスト教を視
野に論じた部分もあったが、アメリカ国内にも多いイスラム教徒にとってポップカルチャー
における神話はどのように受けとめられるか、といった問題については精査が必要と判断し、
今回は省略した。この点も課題である。今後さらに視野の拡⼤、分析の精緻化を図りつつ、
またできればギリシア神話にとどまらないような諸例についても検討を加え、「現代に⽣き
続ける神話」、さらには「神話」全般についての理解を深化させたいと思う。 

 

1 神話には語られた当代における多様な意味があったが、そうした議論は今回の主眼ではない。ここ
で直接は扱わない神話自体の解釈およびギリシア神話全般についての参考として拙著を挙げておく。
庄子大亮『世界を読み解くためのギリシア・ローマ神話入門』(河出書房新社、2016年)。 
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2 歴史性の強い英雄の物語を「英雄伝説」として、神々についての神話と区別する考え方もあるが、
古代ギリシア人自身は区別していなかった。ここでは総合的に神話として扱う。 
3 ギリシア神話を含む西洋古代の文化や歴史の、現代ポップカルチャーにおける継承の諸例を紹介し
ているものとして、Dunstan Lowe and Kim Shahabudin (eds.), Classics for All: Reworking 
Antiquity in Mass Culture, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009 がある
が、以下ではこの書における紹介例と重ならないものもできるだけ挙げる。 
4 『パーシー・ジャクソン』は詳しく扱われていないが、児童文学における古典継承を論じた書に以
下がある。Owen Hodkinson and Helen Lovatt (eds.), Classical Reception and Children’s 
Literature: Greece, Rome and Childhood Transformation, London and New York: I. B. Tauris, 
2018. 
5 どのようにギリシア神話を再構成しているかについて詳しくは、Joanna Paul “The Half-Blood 
Hero: Percy Jackson and Mythmaking in the Twenty-First Century” in: Vanda Zajko and Helena 
Hoyle (eds.), A Handbook to the Reception of Classical Mythology, Malden, MA: Wiley-Blackwell, 
2017, p.229-242。またこの論集は、本稿のようにポップカルチャーに焦点を絞っているわけではない
が、ギリシア神話の継承をたどった多彩な論考を含んでおり有益である。 
6 たとえば、https://club-kids.scholastic.co.uk/clubs_content/18829参照(2018年 7月閲覧)。 
7 西洋古代の文化・歴史の、コミックにおける影響については、George Kovacs and C. W. Marshall 
(eds.), Classics and Comics, New York: Oxford University Press, 2011; George Kovacs and C. W. 
Marshall (eds.), Son of Classics and Comics, New York: Oxford University Press, 2016。 
8 映画における古代神話・古代史の影響について論じたものとして、比較的新しい研究書を挙げる。
Irene Berti and Marta G. Morcillo (eds.), Hellas on Screen: Cinematic Receptions of Ancient 
History, Literature and Myth, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2008; Martin. M. Winkler, 
Cinema and Classical Texts: Apollo’s New Light, Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 
2009; Joanna Paul, Film and the Classical Epic Tradition, Oxford: Oxford University Press, 2013; 
Monica S. Cyrino and Meredith E. Safran (eds.), Classical Myth on Screen, New York: Palgrave 
Macmillan, 2015(以下、Myth on Screen). 
9 ＳＦと、古代神話含む西洋古典との関連性については、以下を参照。Brett M. Rogers and 
Benjamin E. Steven (eds.), Classical Traditions in Science Fiction, Oxford: Oxford University 
Press, 2015. 
10 ヘヴィメタルと神話とを重ね見るような意見もある。Robert McParland, Myth and Magic in 
Heavy Metal Music, Jefferson, NC: McFarland, 2018参照。激しい音楽性を特徴とするヘヴィメタ
ルは、衝動、本能、想像力の開放を志向しており、合理性と相対するような神話性を帯びている。ま
た既存の価値観の批判や破壊という思想から、キリスト教を相対化あるいは攻撃する文脈でも(ちな
みにクリスチャン・メタルというサブジャンルもあるので一枚岩的には捉えるべきではないことは付
言しておくが)ヘヴィメタルは古代の神々や神話に目を向けたり、社会に立ち向かうことの寓意的表
現として神話の勇ましい英雄や戦いを題材にしたりする傾向がある。 
11 近々アンケートによって具体的に統計を取ってみたいと思っているが、筆者が活動している京都の
複数の大学では、たいていの学生はゼウスやヘラクレスについて名前や、ギリシア神話の神・英雄で
あることなどは知っている一方、京都市中心部にあって祇園祭で有名な八坂神社の祭神がスサノオ
(素戔嗚尊)であることや、その物語を知っている者は非常に少ない、といった具合である。もちろ
ん、民俗学や日本史などの特定分野を専攻する学生らに限定した場合は、傾向は異なるだろう。 
12 このような「改変」に対しては、賛否両論があった。たとえば、以下のようなサイトを参照。
https://www.express.co.uk/showbiz/tv-radio/926754/Troy-Fall-of-a-City-blackwashing-Zeus-actor-
Hakeem-Kae-Kazim-Achilles-Netflix-BBC/amp/ (2018年 7月閲覧)、
https://www.radiotimes.com/news/tv/2018-08-17/troy-fall-of-a-city-blackwashing-casting-black-
actors-greek-myth/amp/ (2018年 8月閲覧)。 
13 こうした論点も含む、神々の力の喪失、神々の死という描写については、Vincent Tomasso “ The 
Twilight of Olympus: Deicide and the End of the Greek Gods” in: Myth on Screen, p. 147-158。 
14 トロイア戦争の物語の継承、および映画『トロイ』について詳しくは、Martin M. Winkler (ed.), 
Troy: From Homer’s Iliad to Hollywood Epic, Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2007。 
15 たとえば以下を参照。クリストファー・ボグラー(岡田勲、講元美香訳)『神話の法則―ライター
ズ・ジャーニー』(ストーリーアーツ＆サイエンス研究所、2002年)。 
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16 ジョーゼフ・キャンベル、ビル・モイヤーズ(飛田茂雄訳)『神話の力』(ハヤカワ文庫、2010年)。 
17 http://movieweb.com/ben-affleck-talks-about-palying-the-dark-knight-in-batman-v-superman/ 
参照(2018年 7月閲覧)。 
18 Cf. Ika Willis “Contemporary Mythography: In the Time of Ancient Gods, Warlords, and Kings” 
in: Vanda Zajko and Helena Hoyle (eds.), op.cit., p.105-120. 
19 Lisl Walsh “Italian Stallion Meets Breaker of Horses: Achilles and Hero in Rocky IV (1985)” in: 
Myth on Screen, p.15-26; Beverly J. Graf “Arya, Katniss, and Merida: Empowering girls through 
the Amazonian Archetype” in: Myth on Screen, p.73-82; David Bullen “Dionysus Comes to 
Gotham: Forces of Disorder in the Dark Knight(2008)” in: Myth on Screen, p.183-193. 
20 ここまで挙げてきた書のほかに、Lorna Hardwick and Christopher Stray (eds.), A Companion to 
Classical Receptions, Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2008; William Brockliss, Pramit Chaudhuri 
et al. (eds.), Reception and the Classics: An Interdisciplinary Approach to the Classical Tradition, 
Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 2012。また特に神話継承について北米以外の世界
の諸例にも目を向けた以下の論集がある。Justin McConnell and Edith Hall (eds.), Ancient Greek 
Myth in World Fiction since 1989, London: Bloomsbury Academic, 2016. ウェブサイト Classical 
Reception Studies Network (https://classicalreception.org)も参照。 
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神話に魂を奪われて 

――グリム兄弟とその後継者たちにとっての⺠間伝承と⺠間信仰―― 
 

横道 誠 
 
 
０. グリム兄弟とその後継者たち 
 グリム兄弟は、熱烈な神話マニアだった。グリム兄弟――これは共著を刊⾏するときの名
義としても使⽤されたが、個別ではヤーコプ・グリムとヴィルヘルム・グリム――は、⽇本で
は、童話作家と誤解されることが多い。否、実はドイツ本国でもしばしばそうだ。彼らは学
者、正確に⾔えば⽂献学者で、現在のように専⾨分野が細分化されていなかったため、祖先
の法、⾔語、⽂学、宗教、⺠俗を通時的かつ共時的に研究したのだった。現代⾵に⾔えば、
法制史家、⾔語学者、⽂学研究者、宗教史家、⺠俗学者を兼ねていた。そんな彼らの旺盛な
知的好奇⼼は、祖先の⽣活の実態や⼼性を明らかにしたいという思いに⽀えられていて、そ
れゆえに祖先の世界観を表してくれる神話への関⼼が深かったのだ。 
 グリム兄弟と、その同僚や教え⼦は、ドイツにとどまらず、ヨーロッパ各地の学者と交流
し、研究資料を収集した。彼らにとっては、特に⺠間伝承のデータが重視された。⺠間伝承
とは、過去の⼀時期まで⺠衆によって⼝伝えによって受け継がれていた（と⾒なされた）神
話、伝説、昔話、伝承歌、諺、迷信などのことである。グリム兄弟たちは、それらの⺠間伝
承のデータにもとづいて、法、⺠俗、宗教、⽂学、⾔語を考察した。 

⾔うまでもないことだが、研究者ひとりひとりには個性がある。集団として統⼀的な⾏動
をとっていたわけではないし、意⾒の対⽴はつねにあった。データが増え、時代が変わると、
分野の細分化が進んだ。結果として、私たちは、⾃分たちの研究内容が過去の別の分野（と
現在では⾒える）⼈々によって 開拓されたことになかなか気づかない。たとえば、⽇本で
⺠間伝承が研究されてきたのは、柳⽥國男らによる⺠俗学者の影響が現在まで持続している
からだが、その柳⽥國男はヨーロッパの⺠俗学と⼝承⽂芸研究について英語、ドイツ語、フ
ランス語の本から学び、現地にも滞在して、これを⽇本に輸⼊したのである。柳⽥は、「⽇
本⺠俗学の祖」として、⼀部の学者たちから教祖のように扱われることが現在でも稀ではな
いが、視野を広げて⾒るならば、グリム兄弟らを第 1 世代とする⺠俗や⼝承⽂芸についての
国際的な研究活動において、第 3 世代か第 4 世代に該当する。 
 
１. ⺠間伝承と神話 

(1) 昔話、童話、国際性 
 グリム兄弟が収集した⺠間伝承のうち、特に昔話は全世界的に受容された。これは⽇本で
は⼀般に「グリム童話」と呼ばれていて、グリム兄弟が童話作家と⾒なされがちなのも、こ
の訳語に関係が深い。ただし、ドイツ語では〈Grimms Märchen〉、英語では〈Grimm’s fairy 
tales〉と呼ばれていて、ドイツ語や英語で外国⼈と話してみると、彼らもそれらの昔話を⽇
本⼈とそう変わらないイメージの「童話」として捉えていることが分かる。 
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 グリム兄弟は、彼らが収集したドイツの昔話を『⼦どもと家庭の昔話集』（Kinder- und 
Hausmärchen）という書物にまとめた。「⼦どもと家庭」という表現は、「童話」という訳
語と⽭盾しているわけではないが、現在の⽇本では「童話」というと、ほとんどの⼈は創作
童話をイメージする。グリム兄弟は伝承された昔話を「⼦どもと家庭」に向けて出版したの
だから、彼らの〈Märchen〉はやはり「昔話」と訳す⽅が良さそうだ1。 
 ⽇本でよく知られたグリム兄弟の昔話として、「灰かぶり」、「いばら姫」、「⾚ずきん」、
「ヘンゼルとグレーテル」、「⽩雪姫」、「ブレーメンの⾳楽隊」、「ラプンツェル」、「オ
オカミと 7 匹の⼦ヤギ」などがある。「灰かぶり」は「シンデレラ」、「いばら姫」は「眠
れる森の美⼥」のことだ。私たちは、これらの昔話のいずれかには、なんらかの具体的なイ
メージを抱くことができるだろう。グリム兄弟の昔話を読んだことがなくても、紙芝居や⼈
形劇で接していたり、⼩説、雑誌、映画、テレビ番組、マンガ、ゲーム、インターネット情
報、広告などに、しばしば⼤きく翻案されてではあれ、まぎれこんでいたりするからだ。 
 ⼦どもも楽しめる短い物語として、紀元 6 世紀のアイソーポス――⽇本では英名のイソッ
プで知られる――の寓話が⻑く受容されてきた。旧約聖書、新約聖書、ギリシア神話、中世の
英雄伝説なども、近代社会において⼦ども向けに翻案された。9 世紀ごろに原型ができたア
ラビア語の『千夜⼀夜物語』は、18 世紀にヨーロッパに伝えられて⼈気を博し、おとなむけ
の本を⼦どもが読むということもあった。17 世紀にジャンバッティスタ・バジーレはイタ
リアの、シャルル・ペローはフランスの昔話を収集・出版し、18 世紀のドイツでもグリム兄
弟以前から昔話への関⼼が⾼まりつつあった2。グリム兄弟の仕事の意義は、なによりも彼ら
が学者として⺠間伝承の収集と研究の意義を説いたことにある。ドイツ内外に共感する研究
者が登場し、活動が展開されていって、柳⽥國男らに始まる⽇本⼈の仕事も⽣まれた。 
 先⾏する仕事から、グリム兄弟らは、ほとんどの昔話が特定の国や⺠族に固有のものでは
ないことを知っていた。ときには、地理的にかなり離れた場所から、同じような昔話が報告
されてくる。2 つ前の段落で挙げたドイツの昔話のなかにも、ドイツ固有のものはない。現
在の研究では、⺠間伝承の「型（話型）」を仮説として設定することで、無数の⺠間伝承が
整理あるいは標本化されている。 
 たとえば「シンデレラ」は、2000 年前のエジプトや 1000 年前の中国にも類話があったこ
とが知られていて3、「メルヘンの⼥王」というキャッチフレーズを与えてもよいかもしれな
い。もっとも、「話型」の伝播という考えに慎重な距離を置き、むしろ同じような話がそれ
ぞれの地域で独⾃に形成されたことの意味、あるいは個々の⺠間伝承に、それを成⽴させた
社会的背景や歴史的過去が含みこまれているという事実を重視することもできる。そうする
と、たとえばドイツのシンデレラは、やはりドイツ独⾃の昔話ということになる4。個物を普
遍性の観点から理解するか特殊性の観点から理解するかという問題は、ヨーロッパの哲学の
伝統的な論点だった。この問題が、⺠間伝承研究にも関わってくる。 
 
(2) 知識⼈向けの昔話論 

 昔話は、古い時代にはむしろ成⼈した男⼥のためのものだった。グリム兄弟が重要な先駆
者と⾒なしたイタリアのバジーレは、昔話集『五⽇物語』をまさにそうした読者層に向けて
編集したため、収録された昔話は、しばしば陰惨であり、また猥褻な印象がある5。同様にグ
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リム兄弟の先駆者だったフランスのペローは、そもそも 10 代の王⼥を読者としてその昔話
集『教訓つきの物語・昔話――ガチョウおばさんのお伽話』を編んだから、⽂飾が宮廷⾵の印
象で、⽥舎の描写でも都会的な雰囲気が漂い、物語の終わりには淑⼥としての礼節が強調さ
れている6。これに対して、昔話は現在では幼児教育のために使われていて、グリム兄弟はま
さにそのようなものとして昔話を広めた⼈々だった。昔話は素朴で短いものが多いから、こ
れを⼦どものための読み物として利⽤するという発想は⾃然なことで、グリム兄弟の独創で
は決してなかったが、彼らの仕事の成功の度合いゆえに、彼らは私たちが知る形の昔話を整
えた⽴役者と⾔えるだろう7。 
 グリム兄弟は、昔話が読まれるものであるよりは、⺟親や祖⺟や乳⺟から語って聞かせら
れるものであることを、当然のこととして理解していた。だが、内向的な彼らは昔話の多く
を⼭野や農村でよりも都市において、年齢の近い――仕事を始めた当時のグリム兄弟は 20 代
――教養ある⼥性たちから収集した8。グリム兄弟にとって、成⼈した⼥性たちは、⼦どもた
ちに次ぐ昔話の第 2 の受容者であり、彼⼥たちから昔話は⼦供たちに伝達される。グリム兄
弟の時代に、ヨーロッパ⼈の識字率が上昇を続けたことは重要である。圧倒的多数の者が字
を読めないという時代は終わり、男性はもちろん、教育の機会が限定されていた⼥性でも字
を読む者が稀ではなくなった。⼥性たちは『⼦どもと家庭の昔話集』を使って⼦どもたちに
読みきかせ、成⻑した⼦どもたちは⾃分で同じ本を読むという楽しみを得て、さらに成⼈し
たのちは（特に⼥性たちが）⼦どもに昔話を語り聞かせた。このような循環に、グリム兄弟
による昔話の成功は依拠していた9。 
 軽視されがちだが、グリム兄弟の昔話には、さらに第 3 の読者もいた。いわゆる「学識者」
たちで、これは、⾼等教育を受けた作家や芸術家、⽂献を扱う専⾨的な研究者たち、あるい
はアマチュアとして学問に協⼒しようとした⼈々を意味している。⽇本で広く知られた⾔葉
で⾔えば、「知識⼈」に近い。グリム兄弟は、彼らの昔話を、そのような学識者を読者とす
る雑誌や書物で論じた。さらには『⼦どもと家庭の昔話集』も、それらの発表の場としたの
だった。 
 たとえば『⼦供と家庭の昔話集』には、⻑⼤な序論が掲載された。特に第 2 版（1919 年）
の第 1 巻に収録された序論「昔話の本質について」10は、グリム兄弟の昔話観――兄弟共著と
いう体裁ではあるが実際の著者はヴィルヘルム・グリム11――を伝えるものとして、よく知ら
れている。ここには、グリム兄弟が――ヤーコプもヴイルヘルムがほぼ⼀致して――⽣涯にわ
たって主張しつづけた「昔話の本質」についての⾒解が⽰されている。簡潔に⾔えば、昔話
のほとんどは神話を源流としているということである。ドイツの昔話の場合は、主としてゲ
ルマン神話である。ドイツの昔話には、古代ギリシア、古代ペルシア、古代インドなどの神
話を連想させる箇所もあるが、それは祖先たちのゲルマン神話が、――神話が⼀般的にそう
であるように――ほかの⺠族の神話と多くのモティーフを共有していたからということが⼤
きい、とグリム兄弟は考えた。グリム兄弟の時代には、「インド・ヨーロッパ語族」という
⾔語グループの存在が明らかになっていて、ヤーコプ・グリムはその事実の解明に寄与した
⼈物のひとりでもあった12。だから、この⾔語グループが伝統的にヨーロッパからインド北
部に広がっていたことをイメージすれば、その範囲に含まれる地域で⽣まれた神話が、お互
いに似た部分を多く持つことは不思議ではない。 
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 序論「昔話の本質について」で語られた具体例は数多いが、少しだけ紹介しておこう。た
とえば、昔話で⽩と⿊という⾊がしばしば対照的に⽤いられる――⽩い姫と⿊い姫、⽩⿃と
⿊⿃のように――のは、神話が⼀般に光と闇、もしくは善と悪との対⽴を好んで語ったこと
に由来する13。ドイツの昔話で、登場⼈物の⾏動はしばしばゲルマン神話を想起させ、神話
の昔話への影響を⽰している14。昔話には 3 ⼈兄弟がよく登場するが、これはインド、ギリ
シア、ゲルマンの神話で最有⼒な神々が 3 柱とされたことを反映している15。ドイツの昔話
「７⽻のカラス」ではガラス製の⼭、「マリアの⼦どもたち」では天国が語られるが、それ
についてのヴィルヘルム・グリムの解釈は、この序論の雰囲気や概要を摑むのに有⽤である
から、ここに引⽤する。 
 

⻩⾦の⼭やガラスの⼭が、すなわち煌めく⼭があって、近づきがたいのだが、太陽、⽉、
星、その他の超⾃然的な⼒に助けられることで、進⼊することができる。その⼭中に求め
る宝があるが、鎖に繋がれた怪物が⾒張っている。それらの⼭は、神話に登場する神⼭に
似ている。ニーベルングの財宝を 12 の巨神が守るというあの⼭、北ゲルマンの神話でブ
リュンヒルドが眠る炎の城のことだ。ブリュンヒルドがいたイーゼンブルクは、まぎれも
なく、ドイツでは氷とガラスの⼭へと姿を変えた。北ゲルマンの神話では、アースガルズ
が世界の中⼼にあり、⻩⾦の盾で鎧われる。さらに決定的なのが、「マリアの⼦どもたち」
だ。12 のありきたりな扉と第 13 の禁じられた扉を有する壮麗な⻩⾦の館が、天国とし
て表現されている。これは、⻩⾦に輝くグラズヘイムに、アース神族のための 12 の座と、
主神オーディンのための⽟座があることを思いださせる16。 

 
 ⾶躍をためらわない陶酔的な⽂章である。詩⼈肌のヴィルヘルム・グリムには、精緻な論
理を紡ぐよりも、⽂章の勢いで読者を圧倒しようとする傾向があった。ただし、昔話の源泉
が神話にあるという彼の主張の基本的な⽅向性は、彼よりも学者として優れていた兄のヤー
コプも同様だった。グリム兄弟の⾒解は、現在の研究状況から⾒ると、いかにも素朴なもの
だが、彼らの仕事によって最初期の⺠間伝承研究が開拓されたということ、⽇本の研究もそ
れを出発点としているということは忘れるべきではない。 
 『⼦どもと家庭の昔話集』に収録された学識者向けの⽂章として、個々の昔話についての
注釈も作成された。初版全 2 巻（1812/1815 年）では、それは各巻の巻末に「付録」として
収められていた。第 2 版が全 2 巻で刊⾏された際（1819 年）、この「付録」は削除された
のだが、グリム兄弟は全⾯的な改訂を進めていて、1822 年に単⾏本として、「第 2 版第 3
巻」という位置づけで刊⾏した。その後、『⼦どもと家庭の昔話集』は改版を重ねたが、注
釈に関しては、30 年以上のちの 1856 年に、「第 3 版第 3 巻」という位置づけで新版の単⾏
本が刊⾏された。 
 筆者は、「茨姫」についてのグリム兄弟の注釈を考察し、全 3 版で、どのように主張が変
遷しているのか（あるいは、変遷していないのか）、句読法まで含めてどのような修辞技法
が採⽤されているのかを論じたことがある17。これらの軌跡を追うと、グリム兄弟が「茨姫」
の正体は「ゲルマン神話」にあるという確信を深め、その興奮を読者と共有したいと強く願
ったことが、よく⾒えてくる。 
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(3) グリム兄弟の協同 
 『⼦どもと家庭の昔話集』のための昔話の収集と研究は、ヤーコプ・グリムが主導して始
めたが、本⽂の改定作業はヴィルヘルム・グリムがおこない、注釈も彼の専任作業に移⾏し
ていった。もっと正確に⾔えば、注釈は、初版は協⼒しながら書かれたが、第 2 版ではヴィ
ルヘルム・グリムが牽引役になり、第 3 版は彼の単著になった18。もっとも、ヤーコプ・グ
リムが昔話への関⼼を失ったというわけではなく、その著書では頻繁に⾔及し、『⼦どもと
家庭の昔話集』を参照するように指⽰していた。 
 グリム兄弟は、彼らが集めた昔話を、古代や中世のゲルマン⺠族の世界観を彼らの時代に
伝えるものと考えていた。たとえば、樽の外から内に向かって無数の釘を打ちつけ、そのな
かには罪⼈を⼊れて密封し、死ぬまで転がすという「釘樽の刑」。古い時代にいかにもあっ
たろうという印象を与える残虐な刑罰であり、ヴィルヘルム・グリムはこれをゲルマン⺠族
の古い法習俗と⾒なしたが、ゲルマン⺠族の法制史について弟よりも体系だった知識を有し
たヤーコプ・グリムは、この刑罰が実在したとは考えていなかったし、現在では、兄の⾒解
が正しいことが明らかになっている19。 
 「釘樽の刑」に関しては兄弟の⾒解は別れていたが、ドイツの昔話の起源が神話にあると
いう⾒解で、兄弟の⾒解はおおむね⼀致していた。以下で⾒る「眠り姫」は典型的で、フェ
ーリクス・リープレレヒトがバジーレの『五⽇物語』を初めてドイツ語に訳して出版したと
き（1846 年）、ヤーコプ・グリムは「序⽂」で、「眠り姫」について弟ヴィルヘルムと同じ
主張を披露した20。 
 
(4) 話型「眠り姫」（ATU 410） 
 「眠れる森の美⼥」という昔話を、多くの⼈が知っている21。この題名を⾒て知らないと
感じる⼈も、次のあらすじを聞けば、どこかで⾒聞きしたと気づくだろう。――王⼥が⽷紡ぎ
の針で指を傷つけると、予⾔されていた眠りの魔法が発現し、城全体が繁った茨で封印され
る。100 年の時が過ぎ、運命の王⼦が現れ、王⼥は眼を覚まし、ふたりは結ばれる。 
 「眠れる森の美⼥」という邦題は、17 世紀末にシャルル・ペローが執筆したフランスの昔
話〈La Belle au bois dormant〉を訳したものだ。⽇本ではディズニー・アニメーションの
《Sleeping Beauty》の影響もあって、フランス版の題名がよく知られている。この英語は
直訳すれば『眠る美⼈』だが、フランス語の題名を利⽤して『眠れる森の美⼥』と訳され、
定着したのだった。 
 この昔話は、ドイツでは「茨姫」（Dornröschen）として知られているが、⽇本では「茨
姫」という名称はほとんど知られていない。「眠れる森の美⼥」が好きだという⼥⼦学⽣に、
「茨姫」という昔話があるのだが、その題名を聞いてどのようなイメージが浮かぶか、と尋
ねてみると、茨を全⾝に絡みつかせたギスギスした性格のお姫様、といった返答が返ってく
る。とはいえ、私たちが「眠れる森の美⼥」という昔話について特に印象的だと感じる要素
は、ドイツの「茨姫」から広まったもので、先⾏するフランスの「眠れる森の美⼥」には⾒
られない。それは、姫から眠りの魔法を解く契機が、運命の王⼦による⼝づけだというあの
要素である。 
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 この昔話の「話型」を、英語で書かれた『国際昔話カタログ』は〈Sleeping Beauty〉と呼
ぶ。ドイツ語で書かれた『昔話百科事典』は〈Schlafende Schönheit〉と呼ぶ。どちらも「眠
る美⼈」という意味で、ドイツ語の名称は英語の直訳である22。このふたつのリファレンス・
ツールは、さまざまな批判に曝されてきたが、研究者の間では規範的なものだと考えられて
いる。本稿ではこれを踏まえて、この「話型」を「眠り姫」と呼ぶ23。 
 先に「シンデレラ」に関して、「メルヘンの⼥王」というキャッチフレーズを与えたいと
述べたが、「眠り姫」は現在それに準じるほど普及している。ところが、この昔話が知られ
ていた地域は、ペロー以前には、「シンデレラ」とは⽐べものにならないくらい限定されて
いた。ペローによってヨーロッパ内で広まり、グリム兄弟によって私たちがイメージする形
を得てヨーロッパの外でも知られるようになり、ディズニー・アニメーションがさまざまな
脚⾊をおこなって、現在まで⼈気を保っている。300 年ほどのあいだに、⼤きくのし上がっ
た昔話なのだ。 
 「眠り姫」の主要な版本を時系列順に並べると、次のとおりになる。 

（1）「ゼランディーヌ姫の物語」24――14 世紀前半に編集された騎⼠道ロマンス『ペル
スフォレ』に収録された挿話。古フランス語。 
（2）「太陽と⽉とターリア」――17 世紀前半にジャンバッティスタ・バジーレによっ
て編集された昔話集『五⽇物語』の 1 編。イタリア語ナポリ⽅⾔。 
（3）「眠れる森の美⼥」――17 世紀末にシャルル・ペローによって編集された昔話集
『教訓つきの物語・昔話――ガチョウおばさんのお伽話』に収録された 1 編。フランス
語。 
（4）「茨姫」――19 世記の前半にグリム兄弟によって編集された昔話集『⼦どもと家
庭の昔話』に収録された 1 編。ドイツ語。 

おおむね、この 4 つである。ほかにはカタルーニャ版などがあるが、以前⼀覧を⽰して系統
関係を考察したことがあるため、詳しくはそちらをご覧いただければと思う25。 
 
(5) ロマンス語派の昔話 
 グリム兄弟が昔話を収集した時代には、上の 4 つの版のうち、（2）の「太陽と⽉とター
リア」と（3）の「眠れる森の美⼥」だけが知られていた。（1）の「ゼランディーヌ姫の物
語」や、ここでは省略したさまざまな版は、いずれもグリム兄弟の時代には忘れられてしま
っていて、彼らの死後、彼らの後継者たちによって掘り起こされたものだ。 
 最⼤の問題は、（4）の「茨姫」だった。グリム兄弟の『⼦どもと家庭の昔話集』に収録さ
れているのだから、私たちはこれをドイツの昔話、つまりドイツ語で⺠衆に語り継がれてき
た昔話と考えてしまうだろう。実際、ドイツ⼈やオーストリア⼈に尋ねてみると、現在でも
⼀般的にはそのように考えられていることが分かる。ところが、この昔話は真正なドイツの
昔話とは⾔えない。グリム兄弟が『⼦どもと家庭の昔話集』に収録したのは、フランスのペ
ロー版、つまり「眠れる森の美⼥」がドイツ語に訳され、部分的に翻案されたものである。
「茨姫」は、グリム兄弟がドイツの昔話として広めたことで、そのようなものとして広く認
識されるようになった。グリム兄弟は昔話の伝統を保存していると主張しながら、実際には
昔話の伝統を新たに作りだしていた。 
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 現在も、「ゼランディーヌ姫の物語」、「太陽と⽉とターリア」、「眠れる森の美⼥」の
具体的な系統関係は不明なのだが、これらの版はいずれもラテン語から枝分かれしたロマン
ス語派の⾔語で書かれているから、直接か間接かは別として、なんらかの影響関係があった
と考えるのが⾃然である。他⽅、ドイツ語を含めたゲルマン語派には、それらのような記録
が、グリム兄弟の「茨姫」の前にはない。「ゼランディーヌ姫の物語」は古フランス語、「太
陽と⽉とターリア」はイタリア語ナポリ⽅⾔、「眠れる森の美⼥」は 17 世紀のフランス語
で記され、ほかにも本稿では省略したカタルーニャ語の版などが知られているわけだから、
つまるところ「眠り姫」型の昔話は、ある時期まではロマンス語派のあいだでだけ広まって
いた昔話で、フランス語版の変形としてドイツ版が、つまりロマンス語派の伝統の接⽊とし
て、ゲルマン語派の昔話が派⽣したのだ。 
 「ゼランディーヌ姫の物語」、「太陽と⽉とターリア」、「眠れる森の美⼥」を⽐べて読
むと、話型「眠り姫」は、本来は性的なニュアンスが強かったらしいこと、歴史をくだると
それが抑えられたのだということが明らかになる。「ゼランディーヌ姫の物語」では、魔法
で眠る王⼥が、婚約者の騎⼠に犯されて⾝ごもる。「太陽と⽉とターリア」では、魔法で眠
る王⼥を発⾒者の王が犯して⾝ごもらせる。他⽅、「眠れる森の美⼥」にはそのような性的
な場⾯はない。話型「眠り姫」は古くは猥談めいた個性を持っていたものの、ペローにおい
てその個性が失われた。「ゼランディーヌ姫の物語」の前に、さらに古い版が実在したかど
うかは明らかになっていないから、⽐較できる対象は限定的である。「眠れる森の美⼥」で
性的要素が脱落したことに関しても、若い王⼥のためにこの昔話を執筆した宮廷⼈ペローの
配慮に基づくものなのか、ペロー以前からそのような版がすでに存在していたのか、分から
ない。「眠れる森の美⼥」を読むと、末尾では「教訓」が語られ、運命の相⼿が現れるまで
処⼥のままで待ちつづけることの尊さが強調されている26。ペローがバジーレの仕事を知っ
ていたのかどうかも明らかになっていない。 
 
(6) グリム兄弟の錯覚と確信 

 以上のような背景から、グリム兄弟は「眠り姫」について、⼤きな錯覚をしていた。その
事情を再構成すると、次のようになる。 
 グリム兄弟は、バジーレによる「太陽と⽉とターリア」とペローによる「眠れる森の美⼥」
を知っていて、 「ゼランディーヌ姫の物語」を知らなかった。これを知っていれば、正しい
理解が得られただろう。だが、知られていなかったから、グリム兄弟にはバジーレ版が特殊
だと考えられた。清らかな伝承が、卑猥なものへと捻じ曲げられたと考えたのだ。他⽅で、
グリム兄弟には、⾃分たちが採取した「茨姫」にとても似た印象がある別の古い伝承が気が
かりだった。それは、ゲルマン神話で歌われた⼥神ブリュンヒルドと英雄シグルズ（ドイツ
名ジークフリート）の物語である。⼥神ブリュンヒルドは、⽗の主神オーディンに逆らい、
茨の棘によって眠りの魔法に落とされる。彼⼥は崖の上にある館に安置され、館を盾の垣と
空⾼く燃え上がる炎が封印する。だが、やがて運命の相⼿である英雄シグルズが現れ、封印
を突破すると、⼥神は眼を覚まして、ふたりは恋に落ちる27。 
 確かに似ていると、私たちも感じるのではないか。神話で、魔法の眠りをもたらす茨の棘
や⼥神を封印する盾の垣と炎が、姿を変えて、昔話で魔法の眠りをもたらす⽷⾞の針、王⼥
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を封印する茨の森になったという図式だ。ところが、その神話と昔話の関係性を実証する資
料は実在しない。また、グリム兄弟の「茨姫」では王⼦が王⼥に⼝づけしたのち、結婚式が
開かれたこと、ふたりが幸せに暮らしたことが⼿短に語られ、話が終わる。ところが、それ
に先⾏するペローの「眠れる森の美⼥」やバジーレの「太陽と⽉とターリア」を読むと、ふ
たりの結婚式のあとにも物語は続くから、ゲルマン神話との重なりは限定的になる。むしろ、
グリム兄弟はゲルマン神話と「茨姫」の共通性を読者にほのめかしたくて、結婚後の物語を
削除したと考えることができる。さらに、グリム兄弟が知らなかった「ゼランディーヌ姫の
物語」を読むと、ゲルマン神話との共通性はますます少ないことが分かる。 

結論を⾔えば、「ゼランディーヌ姫の物語」から、直接か間接かは不明ながら影響を受け
て「太陽と⽉とターリア」が書かれた。さらにそれから直接か間接かは不明ながら影響を受
けて「眠れる森の美⼥」が書かれた。最後に、それから直接的な影響を受けて「茨姫」が⽣
まれた。このような系譜がある。この系譜とは別にゲルマン神話が存在していて、「茨姫」
はそれに通じるような形になるようにとグリム兄弟が仕⽴てた、というわけだ。 

アイスランド語（北ゲルマン語派）で書かれたゲルマン神話と、古フランス語（ロマンス
語派）で書かれた「ゼランディーヌ姫の物語」は遠く離れている。もっと古い時代になんら
かの伝承があって、それがこの 2 つの資料に流れついたという可能性はある。しかし、それ
を実証する⽂献は現在までに⾒つかっていない。グリム兄弟が「眠り姫」の由来について抱
いていた⾒解は、現状では誤謬と⾒なすのが妥当である。 
 
(7) ゲルマン神話 
 ここまで「ゲルマン神話」という語を⽤いてきたが、これは本来はもっと説明を要する。
このゲルマン神話にこそ、グリム兄弟の仕事の焦点があった。 
 ギリシア神話、ローマ神話、そして北欧神話は、ヨーロッパの神話として⾼い知名度を持
つが、これらが現在まで知られているのは歴史の幸運に恵まれたからだ。たとえばイギリス
神話、フランス神話、ドイツ神話、スペイン神話、ロシア神話などを、私たちは⽐喩でしか
知らない。⽐喩というのは、たとえば「スターリンは 20 世紀のロシア神話だった」のたぐ
いである。時間の経過やキリスト教の浸透によって、ヨーロッパではさまざま神話が失われ
ていった。 
 さて、ドイツ⼈、イギリス⼈、オランダ⼈などは共通した⾔語グループに属していて、⻄
ゲルマン⼈と呼ばれるのだが、彼らには共通した神話があったと想定される。しかし、⻄ゲ
ルマン神話の資料は断⽚的にしか残されていない。他⽅、隣接した⾔語グループに、スウェ
ーデン⼈、デンマーク⼈、ノルウェー⼈、アイスランド⼈、フェロー⼈などの北ゲルマン⼈
があり、この北ゲルマン⼈の神話は現在にも豊富に伝わっていて、これが、いわゆる北欧神
話だ。 

⽇本語で「北欧」神話と呼ばれるのは、分かりやすさが優先されたからで、地理的範囲と
しての「北欧」全体とは⼀致しないから、表現として不正確であり、「北ゲルマン神話」と
呼べば、正確である。⻄ゲルマン⼈と北ゲルマン⼈は、ほかの⺠族に吸収されていった東ゲ
ルマン⼈とともに、さらに⼤きな⾔語グループであるゲルマン⼈の⼦孫である。だから、ま
ずゲルマン⼈が⼩さな集団だったころの「ゲルマン神話」がかつて存在し、それが⼦孫の⼀
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部に当たる北ゲルマン⼈に変形を経ながら受け継がれ、北欧神話として伝えられたと推測さ
れる。 
 このような状況から、ドイツ⼈やイギリス⼈などの⻄ゲルマン⼈は、北ゲルマン⼈の北欧
神話に強い憧れを抱いた28。それは、ゲルマン系の⺠族全体の神話とは⾔えないが、⻄ゲル
マン⼈に遺された断⽚的な資料から、両者の類似性は容易に想像できたのだった。特にドイ
ツではこの熱狂が⾼まって、⾔うなれば、隣に住む従兄弟の家宝について、祖先を辿れば⾃
家の家宝とも⾔えるというような強弁をおこなった29。イギリスやフランスでもこのような
熱狂は起こったが、ドイツよりは限定的だった。イギリス⼈は、先住のケルト⼈とゲルマン
⼈が混じりあった⼈々と、フランス⼈はさらにローマ⼈も混じりあった⼈々と⾒なされるこ
とが多かった。だから、イギリスではケルト神話、フランスではローマ神話への親近感が、
ゲルマン神話へのそれと競合した。 
 
(8) グリム兄弟と『歌謡エッダ』 
 古アイスランド語で記された『歌謡エッダ』は、北欧神話を伝える最重要資料のひとつだ
が、デンマークで最初の校訂版が作成されたものの、グリム兄弟の時代にはその作業が遅滞
していた。そこでグリム兄弟は、みずからこれを校訂し、ドイツ語訳を加えて刊⾏するとい
う企画に着⼿した30。 
 この書物には、古アイスランド語による原典の校訂版とそのドイツ語による逐語訳が⾒開
きで併載され、巻末には⾃由訳も掲載されている。校訂された原典は専⾨家による研究の推
進を意図しているし、逐語訳のドイツ語はアイスランド語に達者でない学識者に向けられて
いて、⾃由訳は⽂芸活動に関わる⼈々や⼀般読者に向けられている、という仕組みだ。肯定
的に評価すれば、幅広い読者に応えようとしたわけだが、否定的に評価すれば、書物の狙い
が定まっていないとも⾔える。その点で、『歌謡エッダ』には先に⾔及した『⼦どもと家庭
の昔話集』に類似した特徴がある。ふたつの仕事は同じ時期に進められていて（前者の第 1
巻は 1815 年、後者の第 1 巻は 1812 年、第 2 巻は 1815 年に刊⾏）、そのころグリム兄弟は
まだ 20 代後半だった。彼らなりに欲張った野⼼があったわけだ。 
 なお、先に兄弟間の理想の齟齬について⾔及したが、『歌謡エッダ』についても、それは
露わになった。ヤーコプ・グリムは校訂された原⽂があれば逐語訳さえいらないという⽴場
にあり、ヴィルヘルム・グリムは逐語訳だけでは⾜りず⾃由訳がどうしても必要と考えてい
た。兄は、特に専⾨家への配慮が強く、いかなる翻訳であれ原典を再現することが不可能と
いう事実を重んじて、翻訳は原典を不可避的に損なうものであり、原典への誤解を広めるも
のだと考えていた。他⽅、弟は⾮専⾨家の読者への配慮が強く、彼らにとっては原典の⼿引
きとして逐語訳が必要なばかりか、⽣き⽣きとした⾃由訳によって、読者が原典の醍醐味を
疑似的にであれ感得することが重要だと考えていた31。 
 グリム兄弟がこの仕事に打ちこんでいた最中に、デンマークで遅滞していた校訂版の刊⾏
が再開され、兄弟の『歌謡エッダ』は第 1 巻のみを刊⾏して、放棄された。この企画は、経
緯だけを⾒れば単純な失敗に終わったと⾔えるのだが、『⼦どもと家庭の昔話集』の初版の
作業時期とまったく同時期に進められたということが、別の意味を伝えてくれる。つまり、
グリム兄弟は『歌謡エッダ』の校訂と翻訳に関わることをつうじて、ドイツの昔話の多くが
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ゲルマン神話を起源とするものであるという前述の確信ないし錯覚を固めることになった
のだ。序論「昔話の本質について」は、グリム兄弟の『歌謡エッダ』が刊⾏された 4 年後に
発表された。 
 
(9) ベンファイのインド理論の系譜 

 グリム兄弟の存命中から、ドイツの昔話をゲルマン神話に関連づける彼らの主張は、素朴
すぎると⾒なされはじめていた。彼らよりも年少の研究者だったテオドーア・ベンファイは、
ヨーロッパの昔話を古代インドに由来するものと⾒なした。⽇本⼈から⾒ればこの⾒解は奇
異に⾒えるかもしれないが、⾔語に即して⾒ればインド・ヨーロッパ語族という世界最⼤の
⾔語系統が存在していて、事情はこれに関係するから、ここでその説明をしておこう。 
 現在のヨーロッパからインド北部にかけての地域で伝統的に使⽤されてきた諸⾔語には、
しばしば共通点が⽬⽴っている。そこからインド・ヨーロッパ語族という⾔語グループが、
学術的範疇として設定された。それらの共通性が⾼い⾔語には、「インド・ヨーロッパ祖語」
という原点があって、それが⻑⼤な時の流れを経て多数の⾔語に分化し、⼀⼤系統を形成し
たと推測されたのだった。グリム兄弟らが関⼼の中⼼に置いていたゲルマン系の諸⾔語（ゲ
ルマン語派）も、この⾔語グループの⼀画を占める。15 世紀末からヨーロッパ⼈が世界進出
に乗りだし、英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、オランダ語などが世界各地に
広まっていき、この結果として、インド・ヨーロッパ語族は地球上で特に流布した⾔語系統
になった。 
 ベンファイは、15 世紀以前のインド・ヨーロッパ語族の分布範囲――⽂字通りインドから
ヨーロッパに⾄る地域の⼀部――を、⺠間伝承の流布と関係づけた。インド・ヨーロッパ祖語
がどのあたりの地域で発⽣して、どのようにさまざまな⾔語に分かれたのかという問題は、
完全には解明されていないが、おおむねインドと中東のあいだの地域と推測されることが多
い。ベンファイは、⺠間伝承はこれに似て、インドで⽣まれた仏教説話が、枝分かれしなが
ら中東を通過してヨーロッパに⼊ってきたと考えた。 
 ベンファイの⾒解は、ドイツの昔話の源泉をゲルマン神話に⾒出そうとしたグリム兄弟の
それと鋭く対⽴する。グリム兄弟はインド・ヨーロッパ語族について並々ならぬ関⼼を持ち、
特にヤーコプ・グリムはその研究分野の確⽴に貢献した⼈物でもあった。だが、彼らとして
は、⾃分たちドイツ⼈の⽂化的起源を、特に古代ゲルマン⼈の⾔語世界まで遡らせることが
重要なのだった。これは、彼らの時代の汎ゲルマン主義と呼ばれる⺠族主義にグリム兄弟も
⾝を浴していたからである。これを超えて、インド・ヨーロッパ語族にまで遡らせてしまえ
ば、ゲルマン系の諸⺠族の勢⼒を⾼めるといった政治的ないし社会的な欲求に冷や⽔を浴び
せることになる。ベンファイの図式は、グリム兄弟のそれを⼤きな枠組みへと置きなおしつ
つ、根本的に否定してしまうものだったのだ32。 
 ヨーロッパの⺠間伝承の源泉をインドに⾒るベンファイの仮説は、「インド理論」と呼ば
れて、広範な⽀持を得た。仏教説話という特定には異論が多かったが、ヨーロッパの⺠間伝
承の多くは、実際に豊富な資料によって、古代インドに遡ることが裏づけられている。また、
19 世紀末からフィンランドの⺠間伝承研究者たち（いわゆるフィンランド学派）が、「イン
ド理論」を発展させた形で「地理的・歴史的⽅法」と呼ばれる実証主義的研究⽅法を洗練さ
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せ、さまざまな批判を受けながらも、現在にいたるまで、伝承研究の基本的な枠組みを提供
しつづけてきた。この⽅法をもっとも象徴する『国際⺠間伝承カタログ』は、ドイツ⼈ハン
ス=イェルク・ウターによって第 3 版が 2004 年に英語で刊⾏され33、その邦訳は 2016 年に
刊⾏された34（本稿に続いて、その邦訳を記念してウター⽒が来⽇した際、筆者の勤務先で
おこなわれた講演会の原稿が収められている）。 
 ⽇本では柳⽥國男、関敬吾、稲⽥浩⼆と⼩澤俊夫らによって、フィンランド学派の仕事を
独⾃に発展させたカタログ作りが進められた。これはベンファイとフィンランド学派がグリ
ム兄弟の仕事を批判的に継承し、克服するという研究動向を受けて⽣まれてきたものだ35。 
 
(10) 「眠り姫」の現在 

 グリム兄弟の発想には、明らかに⺠族主義的な側⾯があったし、グリム兄弟の仕事を継い
で昔話を研究したドイツの学者たちにも、同じ特徴がよく観察された。そのような後継者た
ちはグリム兄弟の主張の裏づけに励み、ドイツの伝承がゲルマン神話の痕跡を伝える⺠族的
財産であること、輝かしいドイツの伝統を体現していることなどを強調し、その典型例とし
ての「茨姫」に好んで⾔及した36。グリム兄弟が昔話に施した注釈を批判的に継承したボル
テとポリーフカは、この動向を早い段階で批判した37。ドイツの昔話がゲルマン神話に由来
するというグリム兄弟の主張は、おおむね⽀持を失った。個別にドイツの昔話を確認すれば、
ゲルマン神話から影響を受けた可能性があるものも皆無ではないが、ドイツの昔話の多くが
本質的にゲルマン神話に由来すると考えたグリム兄弟の学説は、現在では否定されている。 
 21 世紀になってから、10 世紀に中国で編集された『太平広記』に、最古の「眠り姫」が
収録されているという報告が出て、話題になった。筆者はその論⽂の著者と会い、⽇本語に
訳して、独⾃にこの版を含めた「眠り姫」の系統関係の考察を試みたが、中国版が真にヨー
ロッパの「眠り姫」と同じ昔話であるかどうかという問題に関しては、検証できない側⾯が
多すぎて、結論を出せなかった38。この検証の過程で、江⼾時代の⽇本でこの中国版がある
程度は知られていたこと、つまり、明治時代にペローやグリム兄弟の昔話が輸⼊されはじめ
る前から、⽇本⼈は中国版による「眠り姫」を読んでいたことを指摘した39。それが実際に
は欧州の「眠り姫」とは無関係だとしても、現在ではグリム兄弟が想定していたよりもはる
かに⼤きな視野のもとで、⺠間伝承の研究を進めなければならないという状況があることは
間違いない。あらゆる⺠間伝承研究は、グリム兄弟による開拓的研究の恩恵を受けているが、
しかし研究の発展はグリム兄弟の初歩的な研究を否定する道を歩むしかなかった。 

現在、伝統的な昔話や古い創作童話は、ウォルト・ディズニー社のアニメーションや実写
映画の覇権に屈服している。「眠り姫」も例外ではない。下に載せた図像は、ロシアの画家、
ヴィクトル・ミハイロヴィチ・ヴァスネツォフの「眠る姫君」（1926 年、下図）で、⺠間伝
承としての「眠り姫」に取材している。この美しい絵画は、現在の⽇本ではほとんど知られ
ていない。インターネットで「眠れる森の美⼥」や〈Sleeping Beauty〉といった語を打ちこ
んで、画像を検索すると、ほとんどはディズニー・アニメーションのそれであって、この絵
画にはロシア語を⽤いなければ、なかなか辿りつけない。これに対応して、⽇本⼈も多くは、
いや世界中の莫⼤な数の⼈が、それこそ「オリジナル」な「眠り姫」だと錯覚している。そ
のような状況に不満を抱く伝承研究者は多い。その不満に共感できなくもないが、しかしそ
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のように圧倒的な影響⼒をもった現代のメディアと娯楽作品によって、「眠り姫」を含めた
⺠間伝承は関⼼が保たれているという事実を、率直に認めるべきだとも考える。昔話や創作
童話が新しいメディアや表現形式に移されなかったら、⺠間伝承に眼を向ける⼈はますます
減っていたはずだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11)  グリム兄弟の仕事の国際性 

グリム兄弟はドイツの⺠間伝承を収集し、刊⾏し、研究した。その際にドイツ以外の⺠間
伝承にも関⼼を燃やし、収集して、研究上の⽐較対象として活⽤した。だから彼らの仕事に
は、⺠族主義的な側⾯と国際感覚が、つまりドイツ⼈やゲルマン⺠族の特殊性を強調したい
という思いと⼈類の普遍性への洞察とが、混在している。グリム兄弟は 19 世紀のロマン派
として論じられるし、⺠族主義も含めてロマン派の特徴を⾊濃く⽰しているのは確かだが、
そのロマン派は、⼈類の普遍性を重視した 18 世紀の啓蒙主義から、⻤⼦のようにして⽣ま
れてきたのだ。 

グリム兄弟が集めた昔話に「のんきなヤツ」（KHM 81）がある。ヴィルヘルム・グリム
は、序論「昔話の本質について」で、この昔話のユーモアが「本来的にドイツの」もので、
北欧神話に通じていると主張した40。この主張が主観的すぎると本⼈も⾃覚したのか、後年
の注釈第 3 版では、この昔話についてそのような主張は既になされなかった41。さらに、注
釈第 3 版を改訂したボルテとポリーフカは、当時までの研究史を整理して、この昔話はイエ
ス・キリストについての古い伝承へと遡ると指摘した42。つまり、この昔話は、グリム兄弟
の仕事においてはゲルマン⺠族との関連性が主張されていたのに、その後継者たちの仕事に
おいては、古代ユダヤ社会（ないし旧約聖書）や古代ギリシア社会（ないし新約聖書）と関
連づけられて、「ドイツ」や「ゲルマン」への牽強付会は解体されたわけだ。この研究書に
収録されたウターの講演でも、「のんきなヤツ」に関連して43、まさにボルテとポリーフカ
による指摘が――信頼できる⾒解との判断のもとで――反復されている。 

他⽅、グリム兄弟はドイツ⽂化と（⼀般的には関係が深いとは⾒なされない）スラヴ系の
セルビア⽂化が、不思議に似ているという思いに囚われていた。ヴィルヘルム・グリムは、
「昔話の本質について」で、セルビアの昔話とドイツの昔話の類似を指摘した44。ヤーコプ・
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グリムは、セルビア語の⽂法書をドイツ語に翻訳し、同時にセルビア語の伝承を紹介した45。
グリム兄弟の時代には、汎ゲルマン主義と汎スラヴ主義がともに勃興し、敵対的な関係を深
めていったのだが、グリム兄弟のセルビア⽂化への関⼼は、その潮流から遠く隔たっている。 
 
2 ⺠間信仰と神話 

(1) グリム兄弟と森 
 グリム兄弟の昔話には森が頻出する。先⽴って、グリム兄弟の知名度の⾼い昔話をいくつ
か挙げたが、それらはその良い例証になる。「星の銀貨」、「⾚ずきん」、「ヘンゼルとグ
レーテル」では、主⼈公たちが森のなかをさまよい、苦境を経験する。「眠れる森の美⼥」、
「⽩雪姫」では、王⼥が森のなかで眠り、王⼦によって熱愛されるようになる。「ブレーメ
ンの⾳楽隊」では、動物たちが森にある盗賊の隠れ家へと辿りつく。ラプンツェルは森の塔
に閉じこめられ、育てられる。「シンデレラ」（灰かぶり）に魔法の⼒をふるって助けるの
は、もっとも有名なペロー版では仙⼥だが、グリム兄弟の版では、森から採られて植えられ
たハシバミの枝だ。「オオカミと 7 匹の⼦ヤギ」では、⺟ヤギは森へ出かけ、その留守中に
⼦ヤギたちがオオカミに襲われる46。 
 ペロー版の翻訳を実体とする「茨姫」ほどではなくても、これらの昔話もドイツの昔話と
⾔いきることは難しい。ドイツ語とは異なるヨーロッパ系⾔語でも伝えられていて、それら
を⾒ても、森は出てくる。たとえばペローが集めたフランスの昔話を読むと、「眠れる森の
美⼥」は⽂字通りに森で眠るし、バジーレ版で対応する昔話の「太陽と⽉とターリア」も同
様である。「ペトロシネッラ」というバジーレ版の「ラプンツェル」でも、ヒロインは森の
塔に閉じこめられて育てられ、ペロー版の「⾚ずきん」もグリム兄弟の版と同じく森で迷う。
しかし、グリム兄弟が発表したドイツの昔話は、バジーレが発表したイタリアの昔話やペロ
ーが発表したフランスの昔話よりもはるかに数が多い。グリム兄弟は約 200、バジーレは 25、
ペローは 11 である。だからグリム兄弟の昔話集を読むと、読者は多くの森に⼊っていくこ
とになる。それに⾃然愛好というロマン派の精神を共有するグリム兄弟は、森を特別な丁寧
さで描出した。それゆえに彼らの昔話は、先⾏者たちのものよりも、森のイメージを強く印
象づけることになった。 
 グリム兄弟は、20 代のときに『古いドイツの森』（Altdeutsche Wälder）と題する学術同
⼈誌を 3 号まで発⾏していた。ヤーコプ・グリムはスペイン語のロマンセ（物語詩）を校訂
し、『古いロマンセの森』（Silva de romances viejos）と題して刊⾏した47。ヴィルヘルム・
グリムは、『⼦どもと家庭の昔話集』の改稿を単独で担うようになっていったから、昔話の
「森」の描写に、兄よりも深く関わった。ヴィルヘルムの息⼦でヤーコプの甥に当たるヘル
マン・グリムは、⽗と伯⽗がともに草花を愛し、それぞれのお気に⼊りの植物を仕事場に飾
っていたことを回顧している48。グリム兄弟はそれらの植物を⾒ながら、森に思いを馳せた
のだろう。 
 
(2) ドイツは「森の国」なのか 
 ドイツには、森の国というイメージがしばしば与えられる。 
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 近年、『翻訳できない世界のことば』という絵本が翻訳されてベストセラーになったが、
ここでは、ドイツ語の単語〈Waldeinsamkeit〉が紹介されている。それは「森の中で⼀⼈、
⾃然と交流するときのゆったりとした孤独感」を説明されている49。森にある伐採された⼩
さな空間は、ドイツ語で〈Lichtung〉と呼ばれる。哲学者のハイデガーは森を愛し、何かが
在るということは、どうやっても把握されず、その把握されないという形においてのみ把握
されると考えて、この彼なりの真理を「得がたい透んだ明るみ」というイメージで〈Lichtung〉
と呼んだ50。書籍や雑誌、あるいはウェブサイトの記事を⾒ても、「ドイツ」と「森」を組
みあわせた内容の記事が洪⽔のように溢れている。森と空に囲われたノイシュヴァンシュタ
イン城は典型的だ。グリム兄弟とその昔話に関する書物、エッセイ、さらには専⾨的な論⽂
を読んでも、「グリム」と「森」を組みあわせて、それが「ドイツ」の深層のイメージだと
主張するものが⼤量にある。まるで、グリム兄弟の昔話に登場する迷いの森が、学問世界に
おいても私たちを迷⼦にさせようとしているかに思える。 
 ドイツは本当に「森の国」なのだろうか。たとえば、私たちにとってもっとも⾝近な国に
あたる⽇本と⽐べてみても、そのように⾔えるだろうか。上に挙げた『翻訳できない世界の
ことば』を⾒ると、「⽊漏れ⽇」という⽇本語も掲載されている。それは、「まばゆくて⽬
を閉じてしまうほどに美しいもの。緑の葉のあいだをすりぬけた光は、魔法のように⼼をゆ
さぶるでしょう」と説明されている51。⽇本語にもドイツ語と同じように、森に深く関わる
独⾃の単語があるわけだ。 
 国際機関の世界銀⾏は、各地域の資源データの収集も⼿掛けていて、公式ウェブサイトに
は各国の森林についてのデータが公開されている。森林地帯の単純な⾯積ということであれ
ば、ロシア、カナダ、ブラジルといった⾯積の⼤きな国々が優勢であるのは当然だから、こ
こでは国⼟⾯積に占める森林⾯積の割合が⼤きな国に注⽬してみよう。結果は 2015 年だと、
ドイツが 32.7 パーセント、⽇本はその 2 倍以上の 68.4 パーセントである52。1990 年のデー
タも掲載されていて、それぞれ 32.4 パーセントと 68.5 パーセントと、ほとんど推移してい
ない53。このデータだけで⾔えば、⽇本はドイツの 2 倍ほどの「森の国」ということになる。 
 ちなみに 2015 年の時点で、以上の観点から⾒た世界最⼤の「森の国」はスリナムで、国
⼟⾯積の 98.3 パーセントが森林地帯だという54。ヨーロッパの主要国を確認すると、イギリ
スは 13.0 パーセント、フランスは 31.0 パーセント、イタリアは 31.6 パーセント、スペイ
ンは 36.8 パーセントとなっていて、これらの国と⽐べてもドイツが特別に「森の国」とは
⾔えない。 
 
(3) ゲルマニア――森と沼、⾦髪碧眼の強壮な⼈々 
 以上に⽰したのは、20 世紀末と 21 世紀初めのデータだけであるから、2 世紀前のグリム
兄弟の時代（ヤーコプ・グリムは 1785-1863 年に、ヤーコプ・グリムは 1786-1859 年に⽣
きていた）と混同することはできない。国⼟⾯積に占める森林地帯の⾯積だけで、その⽂化
圏の森の存在感を決定することもできない。 

さらに留保を重ねれば、「ドイツ」の範囲も曖昧だ。⽇本でも中学の歴史や⾼校の世界史
で習うことだが、中世のドイツ（神聖ローマ帝国）、18-19 世紀に覇権を争ったふたつのド
イツ系の強国（オーストリア、プロイセン）、その後のドイツ帝国とオーストリア=ハンガ
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リー⼆重帝国は、いずれも現在のドイツ連邦共和国やオーストリア共和国と、地理歴範囲が
⼤きく異なっている。 
 だが、これらの留保にもかかわらず、ドイツが「森の国」であるという⾔説はきわめて疑
わしい。というのも、この⾔説、あるいはイメージは、⺠族主義の願望によって養われたか
らだ。 
 その⺠族主義の願望の源泉、古代ローマ帝国のタキトゥスが記した『ゲルマニア』に眼を
向けよう。この書物でタキトゥスは、現在のドイツ、オランダ、デンマークのあたりに広が
っていた古代ゲルマン⼈の居住地ゲルマニアを、「森と沼」の⼟地として説明した。タキト
ゥスは、「⼟地はその姿に幾分の変化はあっても、総体的には森林に蔽われてもの凄いか、
あるいは沼地が連なって荒涼たるもの」55だと記している。ただし、彼は実際にはゲルマニ
アを訪れたことがなく、⼜聞きによる情報をそこで開陳したのだった。 
 ゲルマニアは、ゲルマン⼈の統⼀国家だったわけではなく、そのように呼ばれた⼀帯に、
ゲルマン系のさまざまな部族が⽣活していたのだ。ローマ帝国から⾒れば辺境に位置してい
て、ゲルマン系ではない部族も混同されていたようだ。タキトゥスは、ゲルマン⼈を次のよ
うに描写する。 

 
ゲルマーニア諸族は、何ら異⺠族との通婚による汚染を蒙らず、ひとえに本来的な、純粋
な、ただ⾃分みずからだけに似る種族として、みずからを維持してきたとする⼈々の意⾒
に、わたし⾃⾝も同じるものである。このゆえにこそ彼らはその⼈⼝のあのような巨⼤さ
にもかかわらず、⾝体の外形が、すべての者たちを通じて同⼀なのであろう。鋭い空⾊の
⽬、⻩⾚⾊（ブロンド）の頭髪、⻑⼤にして、しかもただ強襲にのみ剛健な体躯。――と
いうのは、労働、作務に対して、彼らには、それに（体⼒に）相応する忍耐がなく、渇き
と暑熱とには少しも耐えることができないからである。ただ歓喜と飢餓とには、その気
候、⾵⼟のために、彼らはよく馴化されている56。 
 

 ゲルマン⺠族が「異⺠族との通婚による汚染」を免れた「純粋」な⺠族であるという主張、
「空⾊の眼」と「⻩⾚⾊（ブロンド）の頭髪」――つまり「⾦髪碧眼」――と「⻑⼤」で戦闘
に向いた「剛健」な⾁体という外⾒のイメージが⽰されている。 
 ゲルマン⼈の⼀部はのちにローマ帝国を侵⾷し、その帝国を崩壊させるきっかけを作りだ
した。ここから、優れた⾁体美を誇ったゲルマン⼈が、ローマ帝国に匹敵する強⼤な帝国を
築き、やがて凌駕したという歪んだ空想が形成された。ナチスの⺠族主義と⼈種主義の⼀⼤
源泉である。タキトゥスは、ゲルマン⼈が労働、渇き、暑さには弱いとその⽋陥も主張して
いたが、その部分は好んで無視された。 
 ⽇本の⼀般書では、グリム兄弟をナチズムに関連づける⾔説が散⾒されるが、ほとんどは
「事情がよく分からないが、どうやらそうであるらしい」といった噂話レベルのものであ
る。ナチスはグリム兄弟が死んでから半世紀以上ものちに出現した政党だったのだから、安
易な関連づけは不当である。だが、グリム兄弟はまぎれもなくタキトゥスの『ゲルマニア』
に魅了されていた。グリム兄弟の著作で、この書物は頻繁に⾔及され、参照を指⽰されてい
る。たとえば、ヤーコプ・グリムの『ドイツ神話学』を読むと、『ゲルマニア』は聖書や北
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欧神話と並んで、最重要級の資料と⾒なされていることが分かる。ヤーコプ・グリムは、『ゲ
ルマニア』の校訂本をも編集し、刊⾏した⼈物だった57。ヴィルヘルム・グリムは、「昔話
の本質について」で、スキタイ神話とゲルマン神話の近縁性を主張したり、昔話の注釈第 3
版で、「ガチョウ番の娘」や「悪魔の煤だらけの兄弟分」を論じたりするときに、この書物
を活⽤している。 

結論すると、グリム兄弟の仕事はナチズムそのも
のとは無関係だが、『ゲルマニア』を含めたナチズ
ムの⼟壌とは密接に結ばれていた。右に乗せた図版
はナチス時代に発売された絵ハガキで、五⽉の⽊が
デザインされている。5 ⽉ 1 ⽇は労働者の⽇（メー
デー）として認知されていたが、ナチスはこれを弾
圧するために五⽉祭の伝統を強調し、ゲルマン⺠族
の栄光を伝える⽇として政治利⽤したのだった 。
ヤーコプ・グリムは、五⽉の⽊を含めた⺠俗を、『ド
イツ神話学』で考察し、その議論は次の時代へと受
け継がれた。 
 
(4) マンハルトの『森と畑の祭祀』とフレイザーの『⾦枝篇』 

 筆者は、以前の論⽂で、ヤーコプ・グリムと、その教え⼦のヴィルヘルム・マンハルト、
さらにマンハルトの影響を受けたイギリスのジェイムズ・ジョージ・フレイザーに注⽬した
ことがあった58。 
 ヤーコプ・グリムは、『ドイツ神話学』でドイツ⼈の先祖に森林崇拝の習俗があったとい
う⾒解を⽰したのだが、マンハルトは主著『森と畑の祭祀』でその⾒解を受け継ぎつつ、こ
れを独⾃に変形させた。ヨーロッパ各地にアンケート調査の依頼を出し、返送された結果に
依拠して、農村には⺠間信仰として森林崇拝の伝統が⽣きていると主張したのだ。 
 たとえば、ヨーロッパの⼀部（特にゲルマン系）の地域では、五⽉祭の時期に都市の広場
に五⽉柱と呼ばれる⾼い柱を⽴てて、祝いの象徴にする。マンハルトは、この習慣は農村で
森林の⼒を村に運びこむためのものとして確⽴され、都市へと広まったと考えた59。五⽉柱
は華やかに飾りつけられるが、それは森が体現する⾃然の⽣命⼒を讃えるためだという。着
飾った少年少⼥が街をパレードするのは、古代の祭儀の名残で、森の⼒を街に⾏きわたらせ
るためだという。夏⾄におこなわれる聖ヨハネ祭の場合には、夜に⽕を焚く催しが付き物だ
が、これは炎が死と再⽣という⾃然の原理の象徴だからだという。ヨーロッパでは、秋の収
穫が終わった畑では、あちらこちらで藁束が積まれ、飾りつけが施されるが、これは穀物の
なかに霊が住まうという信⼼があって、おまじないとしてこのような⾵習の形を取ったのだ
という。 
 マンハルトは、こうした森林崇拝がドイツに限らずヨーロッパに広く⾒られ 、古代ギリ
シアや新⼤陸の⾵習にも似たものがあることに注意を促した。マンハルトの学説は当初は評
判を呼ばなかったが、死後にイギリスのジェイムズ・ジョージ・フレイザーによって注⽬さ
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れ、⼤著『⾦枝篇』の下敷きになった。彼は、マンハルトが論じた内容を、当時の植⺠地世
界の⺠族誌を活⽤して増強し、百科事典のような書物を⽣みだしたのだ。 

『⾦枝篇』は、その内容も与えられてきた評価も複雑である。この書物が中⼼的な枠組み
にした「王殺し」の習俗は、死と再⽣という⾃然の原理が⽀配階級にも影響を与えていたと
いう⾒取り図で、これはマンハルトの議論にイギリスのロバートソン=スミスの⾒解を合体
させたものだ。⼤量の⺠族誌が活⽤されていて、儀礼的な王殺しについての記述は、必ずし
も事実に反するものではないという60。他⽅で、フレイザーが⼤きく依拠したマンハルトの
著作は、現在では学問的な価値を否定されている61。『⾦枝篇』の全体は、ウェルギリウス
の「⻩⾦の枝」と「森の王」の儀式の関係性を解明するというものだが、それが論理的に破
綻していること、恣意的な資料操作も明らかだということが指摘されている62。さらにフレ
イザーは、キリスト教の否定という個⼈的信念を動機として、この書物に情熱を傾けたこと
も現在では知られている63。キリスト教は、古代の⼈類に広まっていた「王殺し」の習俗と
共通の基盤を持っていること、そのような古代⺠族の観念が神の死による⼈類の贖罪という
キリスト教独⾃の思想に変形したということ、つまりキリスト教は唯⼀絶対の神による啓⽰
ではないことを主張するために、フレイザーは⾃⾝の議論を組みたてたのだった。 
 ヤーコプ・グリムは古代ゲルマン⼈に、マンハルトやフレイザーがゲルマン⼈を含めたヨ
ーロッパ⼈、さらには広く⼈類に森林崇拝の伝統を⾒ようとしたが、これは総論としては誤
謬であることが判明した64。しかし、この主張はかつては⼤いに影響を持ち、驚異の真実と
して受けとめられることが多かった。マンハルトとフレイザーをヒントにして、古典古代の
⽂化を森林崇拝にこじつけたジェーン・エレン・ハリスンの『古代芸術と祭式』（1913 年）
や聖杯伝説を森林崇拝にこじつけたジェシー・ウェストンの『祭祀からロマンスへ』（1920
年）、さらに T. S. エリオットの詩集『荒地』は、その実例だ65。現在では、このあたりの
事情を解明した信頼性の⾼い書物が、⽇本語でも読めるようになっている。アッカーマンの
フレイザー伝、キッペンベルクのヨーロッパ宗教研究史、ヴェーバー=ケラーマンのヨーロ
ッパ⺠俗学史などがそうだ。そこではマンハルトやフレイザーの思想が疑似的な学問として
適切に論じられている66。そこで語られている内容についてヨーロッパでは広く知られるよ
うになったが、しかし⽇本ではしばしば専⾨家にも知られていない。 
 
(5) グリム兄弟の学統に連なる柳⽥國男 
 ここから、マンハルトやフレイザーの学説がどれほど⽇本に影響を及ぼしてきたかを⾒て
みよう。まずは柳⽥國男からである。 
 柳⽥は、『⼭島⺠譚集』（1914 年）で、「天然ノ神々ガ⼈間ノ便宜ニ抵抗スル能ハズシテ
除ロニ其威⼒ヲ収メ、終ニハ腑甲斐無キ魑魅魍魎ノ分際ニ退却スルコトハ何レノ⺠族ニ於テ
モ常ニ然リ」67と述べている。「河童」等の呼び名で知られてきた怪物の正体を⽔神が零落
したものと⾒なした⾒解で、後世に⻑く影響⼒を及ぼした。⽇本ではほとんど知られていな
いが、ここにあるのはグリム兄弟が提⽰した⾔説の残響にほかならない。柳⽥がこの⾒解を
グリム兄弟の同時代⼈であるハインリヒ・ハイネから学んだこと、柳⽥はヨーロッパに留学
してグリム兄弟の弟⼦たちの研究動向からこの⾒解を正しいと判断したが、現在では学問的
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価値を持たないと⾒なされていることを、河野眞が指摘している68。⽇本では 1980 年代以
降、⼩松和彦らの妖怪研究によって、柳⽥のこの主張は否定されていった。 
 柳⽥は『⾦枝篇』を熱狂的に読み、折⼝信夫、井上英⼀郎との三者⿍談で、次のように称
賛した。 
 

私が陶酔するような気持で本を読んだのはフレイザーの『⾦枝篇』The Golden Bough
だけです。「旧約全書のフォクロア」Folklore in the Old Testament なども、新しい印
象であったが、3 分の 2 まで読んで後はまだ怠っている。あの⼈のものは今ふり返って
みると、注意⼒が⾮常に⾏き届いていて、結論が簡明直戴でないのも尊とく、総ての⼩
さな事実を粗末にしてはならぬという考えを養われたのは、これは全くフレイザー先⽣
のおかげです69。 

 
 柳⽥はマンハルトの学説を直接に読んでいなかったようだが、フレイザーがマンハルトの
学説の上に⾃説を構築していたことは知っていた。フレイザーは『⾦枝篇』初版の序⽂に、
⾃分の仕事がマンハルトの研究を受け継ぐものであることを明記していたし、この序⽂はの
ちの版でも残されていた。さらに、柳⽥の議論を発展させた井上英⼀郎の『河童駒引考』――
後述――がこの⿍談の 2 年前に刊⾏されていて、そこではフレイザーとマンハルトが並んで
繰りかえし引⽤されていた。柳⽥は、⾃分が関⼼を持って学究に励んだ領域の⼀部が、マン
ハルトの仕事に遡ることを理解していたわけだ。 
 マンハルトが⽇本で注⽬されたり⾔及されたりすることはいまでもほとんどないから、い
ささか⻑い引⽤になるが、柳⽥の⾃伝『故郷七⼗年』（1958 年）から次の⼀節を引⽤してお
こう。 
 

 今からちょうど 120 年ほど前、ドイツにウイルヘルム・マンハルトという不遇な学者
があった。主として北海沿岸を調べたのであるが、この地帯の⼩⻨の種取りには、穀霊
相続の信仰という、⾮常に注意すべきものがあることを指摘したのである。すなわちコ
ーン・ゴッド（穀霊）というのがあり、コーン・マザア（穀⺟）という神様がコーン・
チャイルド（穀童）を産み、それが翌年の種になってゆくと信じている。 
 穀⺟が穀童を産み育ててゆく。そのために産屋の祭があり、2 代⽬の穀物はその産屋
でスピリット（魂）を穀⺟から受けるというのである。宗教学者の宇野円空君がマライ
を歩いて⻑い間かかって、「マライシアにおける稲⽶儀礼」という⼤きな本を出したが、
その報告の中にもこれと同じような信仰がある。マンハルトの発⾒した時分には、世間
はこれを相⼿にしないし、ことに宗教学者などは、そんなことを⾔ってはいけないとい
うようなことさえ⾔っていた。そのため彼は不遇なままに死んで⾏ったが、その後、私
らの読んだフレーザア教授（「ゴールデン・バウ」の著者）の本に、今から 50 年も前
にマンハルトという気の毒な学者が、こういうことをいい残して死んだと書いて⼤変褒
めていることが判った。それによって初めて⼩⻨のこのような信仰を知り、またマライ
シアでも稲について全く同じ習慣の残っていることが、新たに宇野教授の報告で解った
のである。 
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 ⽯⽥英⼀郎君の話によると、このマンハルトの学説は今では⼤変盛んで、カトリック
の学僧たちも加わって研究しているとか。これは決して北海の海岸ばかりでなく、フレ
ーザアの「コーン・スピリット」という本には、⼩アジアの⽅の例がたくさん引かれて
いるし、この頃ではカトリック僧の⼒によって地中海沿岸まで研究が拡がり、その中⼼
はイタリアであるということである。さらに最近、同君が中央アメリカのメキシコやグ
ァテマラを歩いていると、インディアン・コーン（⽟蜀⿉）について、⿊⼈の間にやは
りこういう穀物のお産という信仰のあることが判った。それは 13、4 世紀からのちょっ
と野蛮な遺⾵だが、コーンの神様の像があり、中には⺟神から穀童が⽣れている⽯像さ
え残っているそうである。⽇本でも稲の祭というものが全国に⼤体⼀致してあるが、そ
れとこのような他の国々との間に共通点を探し出すことが出来るように思うが、これは
新しい⼤きな問題である。 
 私は、宇野君の報告だけでは満⾜できず、シナで嘗といっている祭がどうなっている
か、シナの⺠間にも収穫に伴う物忌みの儀式があるかどうか知りたいと思っていたとこ
ろ、近ごろやっと⽶についても、マンハルト説と同じような法則のあることが判ってき
た。つまり⽇本の稲の祭、いわゆる新嘗の祭の系統がそれと関連のあることが分るよう
になった70。 

 
 柳⽥がこのように書いた 1958 年には、ヨーロッパでも、マンハルトやフレイザーの研究
の信頼性の低さは周知のものではなかった71。柳⽥が真実を理解することができず、「⽯⽥
英⼀郎君の話によると、このマンハルトの学説は今では⼤変盛んで」と記し、さらに⽇本の
⼤嘗祭も「マンハルト説と同じような法則のあることが判ってきた」と妄想したのは、仕⽅
がなかったと⾔えるかもしれない。 
 
(6) グリム兄弟の学統を⽇本で反復する 

 柳⽥が気がかりにした⼤嘗祭とマンハルトの学説の関係を本格的に考察したのは、柳⽥⾃
⾝ではなく、その弟⼦の折⼝信夫である。折⼝の『⼤嘗祭の本義』（1930 年）がフレイザー
の『⾦枝篇』を霊感源としていることを、安藤礼⼆は指摘している。折⼝による『⾦枝篇』
訳出の試みは、過去の研究でほとんど注⽬されてこなかったが、安藤はこれに眼を向けて、
折⼝の発想の源がそこにあることへと注意を促している72。グリム兄弟（特にヤーコプ・グ
リム）の着想は、マンハルトに受け継がれて変形を遂げ、それがフレイザーの著述でさらな
る変形を経た。⽇本でも、ちょうど同じような反復が発⽣したのだ。すなわち柳⽥はグリム
兄弟の⾒解をハイネから学び、マンハルの⾒解をフレイザーから学んだ。さらに、折⼝が柳
⽥とフレイザーを独⾃に総合した。 
 しかし、このような系譜――学統と⾔うべきもの――を問題にするなら、柳⽥と折⼝の⼤嘗
祭への関⼼よりも、柳⽥と⽯⽥英⼀論の河童への関⼼の⽅が重要かもしれない。 
 柳⽥が『⼭島⺠譚集』で、河童を⽔神が落魄したものと⾒なしたことは、先に指摘した。
柳⽥は、河童が⾺を⽔中に引きずりこもうとすると伝えられてきたことに着⽬し、「河童駒
引」という⾒出しを付けて、試論を発表した。⽯⽥は『河童駒引考』（1947 年）を出版して、
柳⽥の⾒解を全ユーラシア規模へと拡張した。いわく、かつて世界のさまざまな場所で⽜は
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⽔神と⾒なされたが、家畜として⾺が⽜よりも普及していくにつれて、⾺も⽔神と⾒なされ
ることが増えた。猿も⽔辺の⽣き物と⾒なされることが多く、猿が河童という空想上の⽣き
物に置き換えられて、河童が⽔辺で⾺を引く伝承が広まった。 
 ⽯⽥はそのように論じていて、いかにも反証が容易な⼤雑把な議論に⾒えるが、膨⼤な資
料の投⼊によって、論述の脆さを隠している。これは、⽯⽥が啓発を受けたマンハルトやフ
レイザーの⽅策とまったく同様のものだ。読者はマンハルト、フレイザー、⽯⽥の著作を読
むと、その博覧強記に圧倒されて、彼らの⾒解が多様な資料によって⽀えられているのだと
錯覚する。だが、その多様な資料を検証していけば、彼らの議論が頑丈な資材で構築されて
いないことが分かる。⽯⽥の場合で⾔えば、グリム兄弟、マンハルト、フレイザー、そして
ハリスンらの研究が⼤いに活⽤されている。だが、先に述べたように、彼らの研究は現在で
は学問的価値が疑われていたり否定されていたりするから、無批判に利⽤して良いものでは
ない。外観は瀟洒に仕⽴てられているが、すぐにも崩れる⽋陥住宅を作ってしまったのだ。 
 
(7) 『⾦枝篇』は⽔⼾⻩⾨の印籠か 
 その後も、『⾦枝篇』は⽇本の研究で威光を保った。論者によっては、この書名や作者の
名をまるで⽔⼾⻩⾨の印籠のようにして掲げ、読者を平伏させようとしてきた。読者の側に
も、『⾦枝篇』が有する虚妄の威光を恐れ、「フレイザーのあの『⾦枝篇』」といった⾔及
がなされるときには、⾄上の権威を有する学問的⾦字塔が降臨したかのように恐れいらなけ
ればならない、と感じる⼈がいる。これは、驚くべきことに年配の⼈間に限ったことではな
い。筆者はこの 10 年間に、10 代後半から 20 代の若者も、読書家であれば、しばしばそう
であるのを知った。彼らはその読書経験から、『⾦枝篇』を稀有の名著、愛書家の必読書と
位置づける⾔説に接してしまい、その紹介どおりに恐れいらねばならない書物と判断したわ
けだ。 
 柳⽥、折⼝、⽯⽥らよりも下の世代の研究者として、井本英⼀に⾔及しておこう。井本の
最後の著作『神話と⺠俗のかたち』（2007 年）を⾒ると、マンハルトやフレイザーが森林崇
拝の名残として好んで論じたヨーロッパの五⽉柱が、⽇本の習俗の読解に利⽤されている。 
 

諏訪⼤社上社の前宮と本宮、下社の秋宮と春宮の 4 宮にはそれぞれ 4 本の御柱が⽴っ
ているので、合計 16 本の御柱がある。柱は寅歳と申歳に建て替えられる。つまり 6 年
ごとに建て替えるのである。平成 16 年は申歳である。16 本の御柱のうち、本宮の⼀の
御柱が代表である。5 丈 5 尺の御柱の頭部が三⾓錐状に切り落とされ、そこに御幣がと
りつけられる。五⽉柱の頭部には緑が残され、そこから多くの⾊布が垂れ下がる。諏訪
の御柱も五⽉柱も、巨⼤な削りかけでアイヌのイナウも同類である。カエルを⾷べる⾏
事が⼭の神の再⽣のためにあった。諏訪⼤社の各宮の 4 本の御柱の意味は今のところ私
には説明できない。ユダヤ教では古い段階で、祭壇に 2 頭の牡⽜の頭を供儀した。祭壇
の 4 隅に⽴つ「⾓」がその名残りである。諏訪の 4 本柱の期限はこの 4 本の「⾓」に遡
るのではないかと思う73。 
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 諏訪⼤社の柱、ヨーロッパの五⽉柱、アイヌのイナウ（御幣に似た形状のアイヌの祭具）、
ユダヤ教の祭壇に捧げられた牡⽜の頭部の⾓が連想ゲームのように繋がれていく。勇壮な想
像⼒と⾔うこともできるが、思いつきの垂れ流しというのが実情に近い。 
 この書物の別のページでは、⽯積み（いわゆるケルン）の⾵習は、中央アジアからイラン
を経てヨーロッパまで広く⾒られること、アフガニスタンでは新年に柱の先端につけられた
球を奪いあう遊戯がおこなわれること、モンゴルの移動式住居を⽀えるのは⼋⾓柱であるこ
とが指摘され、やはり五⽉柱との類似が主張される74。五⽉柱はまた「理髪店の⾚・⻘・⽩
の段だら棒の看板を想起させる」という。後者が⼈間の体液を含意していることは広く知ら
れているが、井本はその通念を⼀応は受けいれつつも、中国では理髪業者の守護神を蛇に⾒
る伝承があることを指摘し、理髪店の⽬印と五⽉柱は、ともに「年に数回脱⽪してその度ご
とに艶やかに再⽣する」動物、つまり死と再⽣を体現する動物としての蛇の象徴だと主張す
る75。 
 井本のこの書物に書かれている内容は、おおむねこのようなたぐいである。グリム兄弟の
昔話「カエルの王様」についての考察もあるから、⾒ておこう。この昔話では、王⼥の⾦の
鞠を泉から拾ったカエルが、王⼥を訪ねて結婚しようとし、ともに⾷事を取ったあとで、臥
所を共にする。これを嫌がった王⼥はカエルを壁に投げつけてしまうが、途端にカエルは美
麗な王⼦の姿に変わる。井本は以下のように解釈する。 
 

ここでは祖霊が蛙の姿で姫を訪ねてきて、姫と同じ⾎から⾷事を摂る神⼈共⾷を⾏なう。
そのあとで祖霊は壁の中から美しい王⼦の姿で現れる。蛙は男性原理になっていて、相
⼿はいつも⼥性になっている76。 

  
 カエルとなった王⼦は姫の「祖霊」で、その晩餐は「姫と同じ⾎から⾷事を摂る神⼈共⾷」。
カエルの王⼦は男性原理で、それゆえに迎える相⼿は「⼥性」という⾒解。壁にぶつけられ
たカエルが王⼦に変⾝するのは、「壁の中から」その「祖霊」が現れるのだという。筆者は、
前後の⽂脈を押さえながら何度も読んでみたが、井本が⾔いたいことを理解することはでき
なかった。 
 井本はこの書物のあとがきで記している。 
 

筆者は 100 年前のフレイザーの諸著作を利⽤した。フレイザーは、⾃分の提⽰した理論
が⽤いられなくなっても、⾃分の集めた事例は永久に価値を失うことはないであろう、
と述べている。4 年前、⾕島⽒ほか数⼈の⽅々と、100 年後の検証に耐えるものを、と
の意気込みで 100 ⼈余の⽅々の論考をいただき、『三笠宮殿下⽶寿記念論集』（⼑⽔書
房）を編集して献呈したことを思い出す77。 

 
 フレイザーの威光がよく表れている⼀節だ。井本は、フレイザーの理論の永続性を絶対視
していないと述べているが、井本⾃⾝はフレイザーの流儀で思考し、執筆した。 

筆者は、このようなフレイザーの威光は、今後も⽣きのこっていくと想像する。いつから
か、世間では⽇本の「ガラパゴス化」ということが⾔われるようになった。ガラパコス島の
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⽣態系のように、⽇本ではきわめて個性的な⽂化的社会的環境が形成されていて、それが悪
く作⽤して、海外との深刻な断絶が起きてしまっているというあの話である。そのような現
象が、残念なことに学問の世界でも観察される。 
 『⾦枝篇』はさまざまな形で翻訳が出されてきたが、最終版の完訳は⻑いあいだ存在せず、
初訳が 2004 年から刊⾏中である。国書刊⾏会が版元で、豪華な箱⼊りの造本であり、⾦⾊
の帯が巻かれるなど、蔵書家の所有欲をくすぐる。この版から新たに『⾦枝篇』に⼊⾨し、
畏敬の念を覚える読者が、これからもたくさん現れるのではないか。 
 公平のために告⽩しておくと、筆者が⾼校⽣の頃に⼈⽂系の学問への憧れを掻きたてられ、
⼤学での学問に意欲を燃やしたきっかけの書物は、まさに『⾦枝篇』だった。岩波⽂庫版の
全 5 巻で、永橋卓助が最終版を抄訳したものである。古本屋の⼀⾓で、筆者が⽣まれる 30
年ほど前に刊⾏されたその版本が、古びた褐⾊であるにもかかわらず、その背表紙の字⾯の
印象から、まろやかな⾦⾊に包まれていたような錯覚を、いまでも覚えている。 
 
3. おわりに  
(1) 世界神話学 

 2006 年、神話を国際的な観点から研究するために、国際⽐較神話学会（International 
Association for Comparative Mythology, IACM）が発⾜した。この学会に参加する研究者
の関⼼は多様だが、ミヒャエル・ヴィツェル（⽶国在住のドイツ⼈学者）やユーリ・ベリョ
ースキン（ロシアの学者）といった中⼼⼈物たちの関⼼は、「世界神話学」というものだ。
この世界神話学の概要を紹介しておきたい78。 
 現代の⽣物学は、ミトコンドリアの DNA が、必ず⺟から⼦に受けつがれ、⽗から⼦には
受けつがれないことを教えてくれる。この DNA は組み換えを起こさないという性質も持ち、
⼦孫と先祖で型が変わっている場合は、突然変異が原因である。 

以上の知識を前提として、世界各地の⼈々のミトコンドリア DNA を調べていくと、各地
域でミトコンドリア DNA の型が集団を形成していることが判明する。この事実は、⼈類が
ある特定の地点から地球各地に移動していったこと、移動の過程で⼥性の誰かにミトコンド
リア DNA の突然変異が起きると、それが⼦孫に受けつがれるから、それで地球各地でミト
コンドリア DNA の型が異なっているのだという仮説を与えてくれる。 
 そうして、ミトコンドリア DNA の型のデータを地球各地から集めて整理をおこなうと、
現在の地球⼈は 20 万年ほど前の東アフリカのひとりの⼥性を共通の祖先とする系統図に収
まることが判明する。この⼥性が、旧約聖書に登場する最初の⼥性「イヴ」（エヴァ）にな
ぞらえられて、「ミトコンドリア・イヴ」と呼ばれる。ただし、この⼥性から⼈類が始まっ
たということではなく、現存する地球⼈の最短距離の共通祖先がその⼥性ということである
から、「イヴ」と呼ぶのは紛らわしい。 
 さて、今度は考古学の問題だが、放射性炭素年代測定を使うと、地球各地の遺跡がどのく
らい古いものなのかが明らかになる。そうして遺跡の年代を⽐較すると、⼈類が移動した経
路や年代も、おおむね推測できるようになってきた。⽣物学と考古学の成果が掛けあわされ
て、そのようなことまで分かる時代になったのだ。 
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 以上の事実が浮き彫りにされてくると、私たちは次のような仮説に誘惑される。東アフリ
カのある⼥性から現在の地球の 75 億以上の⼈々が枝分かれしたのだから、この系統樹は⾔
語や宗教の枝分かれともある程度の平⾏性を有しているのではないかという仮説だ。20 万
年前の東アフリカの⾔語や宗教が、――ミトコンドリアの DNA とは根本的に性質が異なる
から突然変異ではないはずだが――変形を繰りかえしながら、運び⼿の⼈々によってアフリ
カを出てゆき、地球上のさまざまな⾔語や宗教に枝分かれしていったのではないかというこ
とだ。 
 この壮⼤な仮説を、「世界神話学」は伝承研究で確かめようとしている。伝承研究では、
グリム兄弟の全 3 版の昔話注釈、ボルテとポリーフカによるその⼤規模な改訂版、アールネ、
トムスン、ウターによる話型カタログの編纂、昔話百科事典の整備などを経て、膨⼤な情報
が蓄積されてきた。トムスンが世界の⺠間伝承のモティーフをカタログ化したこともあった
し、物語や神話の類型論も多く論じられてきた。⽇本を含めて79、さまざまな国や⾔語圏で
も、伝承の収集は進められた。現在では、これらの資料を研究室や図書館で調べるとことが
できるだけではなく、コンピューターによる⼤規模なデータ処理も、現実のものになってい
る。 
 世界神話学は、これから画期的な成果を上げていくのか、それとも、かつてのさまざまな
学説のように時代の限界を超えられないのか。それはまだ分からない。現状では、まだ多く
の⼈にとって説得的な仮説とはなっていない。検証すべきことはあまりに多すぎ、検証に必
要な資料の多くは歴史の過去に消えて沈み、修復される可能性はほとんどない。 
 
(2) 神話に魂を奪われて？ 
 グリム兄弟が提⽰した⺠間伝承や⺠間信仰についての仮説は、細かな部分が⽣き残ってい
るとしても、のちの世代によって徐々に葬られてきたという事実がある。しかし、彼らが掻
きたてた研究奨励の⼤波は、現在まで動きを⽌めていない。 
 この研究報告書には、南郷晃⼦、庄⼦⼤亮、筆者の邦語論⽂、清川祥恵の英語論⽂、植朗
⼦のドイツ語論⽂、そしてハンス=イェルク・ウターによる講演会原稿の邦訳が収められて
いる。植、庄⼦、清川、南郷、筆者は、2018 年 7 ⽉ 28 ⽇に京都府⽴⼤学で公開シンポジウ
ム「現代に⽣きつづける神話」に登壇した。ハンス=イェルク・ウターと筆者は 2018 年 10
⽉ 3 ⽇に、同⼤学で講演会を開催する。南郷、清川、筆者は、2018 年に東北⼤学で開かれ
た国際⽐較神話学会の第 12 回⼤会で、英語の⼝頭発表をおこなった。植は 2018 年 4 ⽉に
創元社から『はじまりが⾒える世界の神話』を編者として刊⾏し、筆者は⼀部を執筆した。
植、南郷、清川は同年同⽉に勉誠出版から『「神話」を近現代に問う』を 3 名の編著として
出版し、庄⼦と筆者はその⼀部を分担執筆した。 
 さらに、同年同⽉から、清川を研究代表者として、この 5 名を含めた多⼈数の共同研究が、
科研費の交付を受けて進められている。2018 年 8 ⽉、植、清川、南郷は「神⼾神話・神話
学研究会」を発⾜させ、庄⼦や筆者を含め多くの協⼒者を得つつ、今後の企画を練っている。
これから、この報告書の執筆者たちは、ほかの研究者たちと協⼒して、⽇本の神話研究を活
性化していくことになる。 
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 筆者たちも、グリム兄弟とその後継者たちのように、神話に魂を奪われた⼈々なのだろう
か。そのような先⼈たちによる学説史を本稿で垣間⾒てきたわけだが、それはたしかに実り
ある知的饗宴をもたらしたが、その饗宴がしばしば禍根の多い空騒ぎだった。⾃然と、実り
ある研究を増やすにはどのようにすれば良いのか、という問題を考えこんでしまう。 

 これについて筆者は、インゲボルグ・ヴェーバー=ケラーマンの研究姿勢に、ひとつの回
答を⾒たい。ヴェーバー=ケラーマンはマンハルトの研究の根本的⽋陥を検証した研究者で、
マンハルトを継承したフレイザーと、マンハルトが継承したグリム兄弟の研究姿勢も合わせ
て攻撃している80。彼⼥は、神話へのロマンティックな陶酔を否定し、社会批判の意識から、
その研究をおこなった。そのような姿勢がなければ、学問は誤った仕⽅で美化されて、結局
は内部から腐ってしまう。 
 2017 年 10 ⽉ 30 ⽇、筆者はかつてヴェーバー=ケラーマンを指導教授として博⼠号を取
得した野⼝芳⼦⽒（梅花⼥⼦⼤学教授）を講師として招き、⼩さなシンポジウムを開催した。
野⼝⽒は、その場でも普段からよく⼝にしているヴェーバー=ケラーマンの教えを語ってい
た。それを簡単に要約すれば、学究活動が切⼿収集のようになってはいけない、というもの
だ。珍奇な資料を収集し、並べてその美に陶酔するような研究は研究未満のものでしかない
ということ、破綻した論理で研究らしい外⾒を整えられているものは、検証されねばならな
いということだ。グリム兄弟、マンハルト、フレイザー、あるいは彼らにとどまらず、⺠間
伝承の研究者は、しばしば切⼿収集に夢中になってしまう。私たちは充分に注意していくべ
きだろう81。 
 本稿を書いていて、⺠間伝承と⺠間信仰を国際的な視点から研究する、またその際に、⽇
本⼈が⽇本語で書くということの意味をも吟味するということは、きわめて困難な課題であ
ると感じられた。最後に、本稿の内容⾃体には直接な関係を持たないものの、書きながら時々
ページをめくり、繰りかえして刺激を受けた最近の研究を 1 つ挙げて本稿を締めくくりた
い。 
 それは、神話研究のこれまでの歴史を概観した⼭⽥仁史の『新・神話学⼊⾨』（朝倉書店、
2017 年）である。世界の神話研究の学説史を、ここまで包括的に解説した書物は国内で初
めてだった。しかも、現在の学問がヨーロッパから世界に広まって標準形を作ったという事
実と、それが単線的ではなく⽇本を含めて各地域からの反応を合わせた複雑な動態であった
という事実を、ともに重視している。⽇本の近代化、グローバル化、地域の個性の多様な変
化という歴史性が慎重に⾒つめられていて、それは私たち現代⽇本の研究者にとって忘れる
べきではない過去の記録だ。このような種類の研究に、私たちは勇気をもって挑んでいくべ
きだと考える。 
 

1 よく指摘されるように、グリム兄弟――正確に言えばヴィルヘルム・グリム――は、彼らが集めた昔
話を繰りかえし改稿した。その実態について筆者も論じたことがあるが（「グリム兄弟の「棘荊姫」
（KHM50）の版異同――本文改訂と『自注』改訂のねじれた連関」『説話・伝承学』、説話・伝承学
会編、22号、2014年、187-205ページ）、本稿ではこれを問題にしない。ここでは、彼らの関心が
新作童話の創作ではなく、伝承文学の保存だったことにのみ注目する。 
2 グリム兄弟の昔話に関する仕事が先人にいかに多くを負っていたかについては、ハインツ・レレケ
『グリム兄弟のメルヒェン』小澤俊夫訳、1990年、第 2章を参照。 
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3 最近の包括的な書物として浜本隆志『シンデレラの謎――なぜ時代を超えて世界中に拡がったの
か』河出書房新社、2017年。ただし昔話の広がり方についてのモデルは古い時代の研究を踏襲して
いるから、慎重に読む必要がある。 
4 河野眞『ファウストとシンデレラ――民俗学からドイツ文学の再考に向けて』創土社、2016年、第
2部を参照。 
5 ちくま文庫版『ペンタメローネ――五日物語』全 2巻、杉山洋子、三浦忠明訳、2005年を参照。 
6 岩波文庫版『完訳ペロー童話集』朝倉朗子訳、1982年を参照。 
7 注 2の文献の第 4-8章を参照。 
8 同上、122-128ページ。 
9 国際的な成功を収めた高畑勲監督のテレビアニメ『アルプスの少女ハイジ』にも、主人公のハイジ
が『子どもと家庭の昔話集』を熱心に読む場面が登場する。第 37話「山羊の赤ちゃん」がそれで、
作中ではグリム兄弟もその書名も言及されないが、画面にはその書物の内容が映しだされている。ド
イツ語の文面は、あるコマでは原典に忠実だが、別のコマではデタラメである。 
10 Kinder- und Hausmärchen. Gesammelt durch die Brüder Grimm. Bd. 1. Berlin: G. Reimer 
1819, S. XXI-LIV. 優れた邦訳が 2種類ある――野口芳子訳「メルヒェンの本質について」『KGゲル
マニスティック（関西学院大学ドイツ文学科研究年報）』6+7合併号、2003年、51-78ページ。高木
昌史・高木万里子編訳『グリム兄弟メルヘン論集』23-57ページ（「昔話の本質」）。 
11 そのため、全集ではヴィルヘルム・グリムの「小著作集」に収められている（Wilhelm Grimm: 
Kleinere Schriften. Nach der Ausgabe von Gustav Hinrichs neu herausgegeben von Otfrid 
Ehrismann. Hildesheim: Olms-Weidmann, 4 Bde., Bd. 1, S. 333-358）。 
12 その概要に接することができる画期的な邦訳として、2017年にひつじ書房から『グリム兄弟言語
論集――言語の泉』千石喬、高田博行、木村直司、福本義憲、岩井方男、重藤実、岡本順治、荻野蔵
平、佐藤恵訳が刊行された。 
13 Grimm (1819), S. XXXII-XXXIV.  
14 Ibid., S. XXXIV-XXXV. 
15 Ibid., S. XXXVII-XXXI. 
16 Ibid., S. XXXIX-XL. 
17 注 1の文献、また拙論「グリム兄弟著『民間説話』収録「荊棘姫」（KHM50）注釈初版（1812
年）・第 2 版（1822年）・第 3 版（1856年）――学術書の文学的文体」『AZUR』、京都府立大
学ドイツ文学会編、6号、2014年、1-25ページ。 
18 拙論「黒種草・ブリュンヒルド・張雲容――「茨姫」とゲルマニスティクの学問史についての考
察」『比較民俗学会報』比較民俗学会編、36巻 3号（通巻 165号）、2016年、16-23ページを参
照。 
19 拙論「神話と学問史――グリム兄弟とボルテ/ポリーフカのメルヒェン注釈」『「神話」を近現代に
問う』植朗子、南郷晃子、清川祥恵編、勉誠出版、2018年、34-36ページ。 
20 Giambattista Basile: Der Pentamerone. Aus dem neapolitanischen übertragen von Felix 
Liebrecht. Mit einer Vorrede von Jacob Grimm. 2 Bände. Breslau: Josef Max & Komp., 1846, Bd. 
1, S. XII-XVI. 
21 この昔話についてのさまざまな論点を知るためには、Beat Mazenauer / Severin Perrig: Wie 
Dornröschen seine Unschuld gewann. Archäologie der Märchen. Mit einem Essay von Peter 
Bichsel, Leipzig: Kiepenheuer 1995がきわめて有益である（特に S. 308-315の綿密な注釈を参
照）。日本での先駆的な研究としては野口芳子『グリムのメルヒェン――その夢と現実』勁草書房、
1994年の第 4章「グリムの「いばら姫」の異型をめぐって――グリム、ベロー、バジレにおける比
較」がある。筆者自身の研究を日本語で要約としたものとして、注 18の拙論がある。ドイツ語で要
約としたものとして、„Nigella damascena, Brünhild und Zhang Yunrong. Zur Mehrdeutigkeit des 
Grimm’schen »Dornröschen«-Märchens“, Germanistik zwischen Tradition und Innovation (Akten 
des XIII. internationalen Germanistenkongresses Shanghai 2015. Bd. 8). Hrsg. von Jianhua Zhu, 
Jin Zhao und Michael Szurawitzki. Frankfurt am Main: Peter Lang 2017, S. 269-275がある。 
22 Uther (2004), vol. 1, p. 245. Harold Neemann: „Schlafende Schönheit“. Enzyklopädie des 
Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung. Bd. 12. Walter 
de Gruyter: Berlin et al. 2004, Sp.13. 
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23 直訳すれば、「眠る美女」だが、主人公の姫は 15歳から 100年のあいだ魔法の眠りに落ちる。睡
眠中に歳を重ねていたかどうかの情報はないが、前後の記述を追うならば、眠りに落ちたときのまま
の姿で目覚めたと考えるのが自然である。そうすると、日本語としては「眠る美女」というよりは
「眠る美少女」であるが、それはまどろっこしいので、短く「眠り姫」と呼ぶ。 
24 本稿だけの便宜上の呼称である。原典では物語の一部として溶けこんでいて、題名はない。 
25 詳しくは拙論「話型 ATU410再考 グリム兄弟の『歌謡エッダ』研究・翻訳から系統仮説へ」、
『京都府立大学学術報告・人文』66号、2014年 12月、13−36ページを参照。 
26 注 6の文献、172-173ページを参照。 
27 Edda. Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern. Hrsg. von Gustav Neckel. 
5., verb. Aufl. von Hans Kuhn. C. Winter: Heidelberg 1983,  „Fáfnismál“, Fm. 42–44 (mit 
Prosastück); ibid., „Sigrdrífomál“, Prosastück–Fm. 2. 邦訳は『エッダ――古代北欧歌謡集』V. G. ネ
ッケル、H. クーン、A. ホルツマルク、J. ヘルガソン編、谷口幸男訳、新潮社、1973年、142-144
ページ。ブリュンヒルドは異名の「シグルドリーファ」を名乗る。 
28 拙文「宇宙の木と 9つの世界 北欧神話」『はじまりが見える世界の神話』植朗子編、阿部海太挿
画、創元社、2018年、23ページを参照されたい。 
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Grimm. Hrsg. von Heinz Rölleke. Bd. 3. Reclam: Stuttgart 2008S, 129-131. 
42 Bolte/Polívka (1913-1932), Bd. 2, S. 153-154. 
43 本研究報告の 76ページを参照。 
44 Grimm (1819), S. XXVI-XXVII. 
45 Vuk Stefanović Karadžić: Wuk's Stephanowitsch' kleine Serbische Grammatik. Übersetzt von 
Jacob Grimm. Berlin: G. Reimer 1824. 
46 さまざまな邦訳があるが、歴史的な価値を持つ金田鬼一訳は岩波文庫に入り、いまなお現役であ
る。 



 69 

                                                                                   
47 この著作については、日本語で読むことができる唯一の論文として拙論「ロマニストとしてのヤー
コプ・グリム――古スペイン語ロマンセへの関心」『グリム童話と表象文化 モティーフ・ジェンダ
ー・ステレオタイプ（野口芳子退職記念論集）』大野寿子編、勉誠出版、2017年、145-158ページ
がある。 
48 Herman Grimm: „Die Brüder Grimm. Erinnerungen. Vorrede zur neuen Ausgabe der Kinder- 
und Hausmärchen“, Deutsche Runduchau 82 (1895), S. 87-88. 邦訳は『ヘルマン・グリム小品選』
山田好司訳、本の風景社、2013年、13-14ページ。 
49 エラ・フランシス・サンダース『翻訳できない世界のことば』前田まゆみ訳、創元社、2016年、
105ページ。 
50 Martin Heidegger: Gesamtausgabe. Abteilung: Veröffentlich Schriften 1910–1976. Bd. 14. Zur 
Sache des Denkens. Frankfurt am Main: Klostermann 2007, S, 80-81. 
51 注 49の文献、32ページ。 
52 <https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.ZS> 
53 ibid. 
54 1990年にはさらに数値が大きく、98.9パーセントだった。 
55 タキトゥス『ゲルマーニア』泉井久之助訳註、岩波文庫、1979年（改訳）、42ページ。 
56 同上、40-41ページ。 
57 Taciti Germania. Edidit et quae ad res Germanorum pertinere videntur e reliquo Tacitino 
opere excerpsit Jacobus Grimm. Gottingae: Libraria Dieterichiana 1835. 
58 拙論「「マンハルト派の理論」についての史的批判的記述――ドイツ神話学派の学問的系譜（ヤー
コプ・グリム、ヴィルヘルム・マンハルト）と J. G. フレイザー、ケンブリッジ典礼学派、文学的モ
ダニズムの著作におけるその受容」、『京都府立大学学術報告・人文』67号、2015年、31-64ペー
ジを参照。フレイザーがマンハルトの文体を英訳しながらどのように美化していたかについては、拙
論「マンハルトのドイツ語からフレイザーの英語へ――詩的散文としての翻訳引用」『比較文化研
究』、日本比較文化学会編、113号、2014年、249-262ページを参照。 
59 注 58の第１の文献で解説した内容の要約。原典はWilhelm Mannhardt: Der Baumkultus der 
Germanen und ihrer Nachbarstämme. Mythologische Untersuchungen (Wald- und Feldkulte. 
Teil. 1). Hildesheim: G. Olms 2002, Ders: Antike Wald- und Feldkulte aus nordeuropäischer 
Überlieferung (Wald- und Feldkulte. Teil. 2). Hildesheim: G. Olms 2002. 
60 山田仁史「金の枝を手折りて――フレイザーが遺したもの」『印度学宗教学会論集』34号、2007
年、226-230ページ。 
61 後出する注 66の各文献を参照。 
62 同上、221-225ページ。 
63 同上、216-221ページ。 
64 注 58の第 1の拙論を参照されたい。 
65 邦訳は両著とも法政大学出版局の叢書ウニベルシタスから刊行された。前者は星野徹訳が 1974
年、後者は丸小哲雄訳が 1981年である。後者に関しては注 58の第 1の拙論（2015年）の II（4）
も参照されたい。 
66 ロバート・アッカーマン『評伝 J. G. フレイザ――ーその生涯と業績』小松和彦監修、玉井暲監
訳、法藏館、2009年。ハンス・G. キッペンベルク『宗教史の発見――宗教学と近代』月本昭男、渡
辺学、久保田浩訳、岩波書店、2005年、第 6章。インゲボルク・ヴェーバー=ケラーマン『ヨーロッ
パ・エスノロジーの形成 ――ドイツ民俗学史』アンドレーアス・C・ビマー、ジークフリート・ベッ
カー増補、河野眞訳、文緝堂、2011年、52-61ページ。 
67 『柳田國男全集』筑摩書房、2巻、1997年、455ページ。 
68 河野眞『民俗学のかたち――ドイツ語圏の学史にさぐる』創土社、2012年、53-56ページ。 
69 柳田國男、折口信夫、石田英一郎「民俗學から民族學へ――日本民俗學の足跡を顧みて」『民族學
研究』 14巻 3号、1950年、182ページ。 
70 『柳田國男全集』筑摩書房、21巻、1997年、287-288ページ。 
71 すでに 1934年、カール・ヴィルヘルム・フォン・シードウは、マンハルトとフレイザーを批判す
るために、「マンハルト派の理論、刈り入れ後の藁束、豊作の精霊に対する現代の観点に立った批
判」と題する講演をおこない、活字にもなっていた（注 58の第１の拙論に邦訳を併載、65-76ペー
ジ）。しかし、ヴェーバー=ケラーマンによるマンハルトの著作の綿密な検証は、時代がくだって



 70 

                                                                                   
1965年に刊行された（Ingeborg Weber-Kellermann: Erntebrauch in der ländlichen Arbeitswelt 
des 19. Jahrhunderts. Auf Grund der Mannhardtbefragung in Deutschland von 1865. Elwert: 
Marburg 1965）。アッカーマンによる詳細なフレイザーの伝記（注 65の第 1の文献）は 1987年に
刊行された（Robert Ackerman, J. G. Frazer. His Life and Work. Cambridge/New York, 
Cambridge University Press, 1990）。 
72 安藤礼二『折口信夫』講談社、2014年、272-282ページ。 
73 井本英一『神話と民俗のかたち』東洋書林、2007年、170ページ。事実確認のために、三輪磐根
『諏訪大社』学生社、1978年が参照されている。 
74  同上、227-228ページ。 
75 同上、227-228ページ。 
76 同上、164ページ。 
77 同上、372ページ。 
78 以下の 2段落については、以下の文献を参照した――Michael Witzel, The Origins of the World's 
Mythologies. Oxford/New York, Oxford University Press, 2012. 松村一男『神話思考 1――自然と人
間』言叢社 2010年、3-22ページ。直野洋子「ユーリー・ベリョースキンの世界神話研究」『口承文
藝研究』日本口承文藝學會編、34号、2011年、138-148ページ。後藤明『世界神話学入門』講談
社、2017年。 
79 注 35の文献を参照。 
80 注 71の文献を参照。 
81 このくだりを書いていたときに、野口氏から論文「明治期における「赤ずきん」の受容について
――最初の邦訳と邦訳者を中心に」『梅花児童文学』梅花女子大学大学院児童文学会、26号、2018
年が送られてきた。グリム兄弟の昔話が日本でどのように翻案されたのかという研究は現在も人気
で、多数の良書がある。野口氏は、その研究領域の先駆者であるが、いまなお傑出しているのは、昔
話の受容を社会批判の観点から考察するという検証的態度であり、まさしくヴェーバー=ケラーマン
譲りである。 
 
【注記】本稿は、科学研究費・若手研究（B）「グリム兄弟の学際的研究から『ボルテ/ポリーフカ』
へ――改訂作業のテクスト分析」（17K18009、研究代表者：横道誠）の研究成果の一部である。
2018年 7月 28日に京都府立大学で開催された公開シンポジウム「現代に生きつづける神話」でおこ
なわれたパネル発表を基にしていて、これは研究者と一般来場者の両方の聴衆に、筆者のそれまでの
民間伝承と民間信仰についての研究を概説するものであった。この経緯から、本稿がこれまでに発表
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ヨーロッパの医療と⼝承⽂学 

――霊薬、魔法、奇跡、精霊、護符―― 
 

ハンス=イェルク・ウター 
（訳：横道 誠） 

 
 

ドイツ語の⼀般的な挨拶は〈Wie geht es?〉というものだ。「お元気ですか」という意味
で、つまるところ健康状態の確認から、⼈と⼈とは会話を始めるのだ。これは、健康が誰に
とっても⼤切だということを暗⽰している。病気は⼈間の⽣活を破壊する。⾁体、精神、社
会⽣活。病気は通常は、善でなく悪の側だと⾒なされる。⼤きなテーマだから、なにげない
雑談で話題になることは多いし、⺠間伝承でも好んで取りあげられる。 
 病気になれば回復が最優先され、助けてくれる⼈への信頼は絶⼤なものになる。いくらな
んでも無理だろうということでも医者に期待してしまう。健康を取りもどすためには、藁に
もすがりつく。病とのギリギリの戦いだ。絶望的な状況に置かれると、⼈はどうしても⽢い
⾔葉に乗ってしまう。そんな弱さが、マスメディアを賑わす種になる。 
 奇跡の⼒であるとか癒しの能⼒であるとかが、報道される。ロシアのモスクワにドゥーニ
ャという⼥性がいて、奇跡を施している。⼿をかざすだけで、病気に苦しめられてきた⼈々
を治していく。従来の医薬品に頼らず、地球の放射線であるとか磁⼒であるとかを利⽤する
⼈もいる。そんな話題だ。 
 これらは合理主義の精神に背を向けたもので、科学技術がどれだけ進歩しても⽣きのこり、
⼈類につきまとう。その事実は代替医療と呼ばれるもの、たとえば⺠間療法の⼈気が⽰すと
おりだ。『希望の原理』というエルンスト・ブロッホの思想書があるが、この「希望の原理」
こそが私たち⼈間を⽀えている。 
 何かを信じれば、それで救いが得られる。運命に叩きのめされ、⼈⽣の負け⽝になり、悲
惨な災害に⾒舞われても、何かを信じていれば、私たちはきっと乗りこえられる。⺠間伝承
は、その真実を伝えている。 
 ⺠間伝承――つまり昔話、滑稽譚、伝説、頓知話など――は好んで病気や療養を語る。しか
し、もちろん中⼼にあるのは医学的関⼼ではない。⺠間伝承の病気は具体的でないのが普通
だ。喉が痛いとか⻭が痛いといった程度の具体性すら、⺠間伝承では語られにくい。⼼臓発
作や脳卒中も、伝統的な⺠間伝承に登場しない。 
 「主⼈公が危機に直⾯する」。それは昔話にとって決定的な役割を果たすと、マックス・
リューティは⾔う。もちろん、そのような危機そのものよりも、危機を経験しつつ、それを
打ちやぶるという部分が⼤事なのだ。主⼈公から何かが失われたが、それが回復されること
で、⼀件落着という結末に⾄る。達成すべき課題が提⽰され、果たされる。 
 どのような病気があって、どのように回復されるか。この講演ではその点に注⽬して、ヨ
ーロッパの⺠間伝承に迫りたい。 
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1. 霊薬の魔法 

 王が病気になってしまった。たとえば、眼が⾒えなくなってしまった。昔話の多くが、そ
んな⾵にして始まる。王⼥が不治の病に罹ってしまった、という形もある。病気の原因は詮
索されないことが多く、医者や薬剤師が登場しても、⼤抵はそれを問題にしない。 
 病気を治すことができる場合、その⽅法を教えてくれるのは、夢、予⾔、霊感といった超
⾃然的なものである。領主や姫君が霊薬を求めているとか、その霊薬がどこにあるかは幻の
⿃が歌うのを聞かなければならない、といった展開になる。古代ローマの時代に書かれたア
ポロドーロスのギリシア語の著作やヒュギーヌスのラテン語の著作を⾒ると、蛇の薬草が死
んだ⼈間を⽣きかえらせるという物語に出くわす。死から救い出される物語は、時空を超え
て⼈気がある。 
 命の⽔、命の薬草、獅⼦のミルク、⻁のミルクといった名前で、霊薬は登場する。昔話は
薬⽤成分について素っ気なく、具体性もない。その葉っぱを何枚か⽤いれば⽣き返るぞよ、
といった⼤雑把な説明ぶりだ。そして、調合された薬ではなく⽣薬という点が重要だ。⺠間
伝承では、⼈間が苦労して調合した薬は効き⽬がなく、⼤⾃然から摘みとられた魔法の植物
が、万能薬として重宝される。だから、⺠間伝承の薬は製薬によってではなく、⼤⾃然から
の発⾒によって得られる。 
 薬を⼿に⼊れるには危険な冒険をこなさなくてはならない。並外れた剛の者が次々に挑戦
するが、みな成果を出せず、最後にひとりだけ成功する。研究者は、これを「免除の原理」
と呼ぶ。「免除の原理」こそが、物語のダイナミズムを⽴ちあげる。多くの⼈々が試練に負
けていくなかで、ひとりだけがそれを乗りこえるというダイナミズムだ。そのダイナミズム
を背負うのが主⼈公で、困難にへこたれず使命を果たし、魔物が現れても諦めずに戦い、そ
うして幸福な結末へと辿りつく。 
 命の薬草や命の⽔といった霊薬は、昔話では抽象的なイメージしか持たないが、昔話以外
の⺠間伝承では具体的になる。たとえば葡萄酒。葡萄酒は、⼤昔から知られていた霊薬なの
だ。19 世紀の⾔い伝えでは、フランケン地⽅の葡萄酒はあらゆる病気を治したという。モー
ゼル地⽅の葡萄酒は、さらにすごい効能を有すると⾔われた。よく⾔われるように、「酒は
百薬の⻑」なのだ。もちろん、ほどほどに楽しむならば、という条件付きだが。ドイツでよ
く知られた⾔い回しには、次のようなものがある。「年季が⼊った⼈間は、年季が⼊った葡
萄酒で若さを取りもどす」。「新しく焼いたばかりのパンと年代物の古いワイン。この⼆つ
には⼈⽣最⼤の喜びがある」。 
 
2. 奇跡の⼒ 

健康こそ何よりの宝物だと、私たちは考える。その考え⽅が、⺠間伝承にはよく反映され
ている。物語の法則において、ある⽋落状態は修復されねばならない。これを反映して、昔
話では病気に罹るという⽋落が、健康を取りもどすという修復によって解消される。 
 先に、昔話では病気の内容が具体的ではないと述べたが、これは絶対にそうだというわけ
ではない。たとえば、アイルランドの昔話に「メコングリンニィ」というものがある。これ
は「⼤⾷い」の王についての昔話なのだが、⼤⾷いとはすなわち過⾷症という神経性の病い
だと⾔ったら、奇異に聞こえるだろうか。さて、それは措くとして、この昔話では、どのよ
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うにすれば王の過⾷を治すことができるのか誰にも分からないの。やがて「メコングリンニ
ィ」（Macconnglinney）という珍妙な名前を持つ若い学者がやって来る。彼は王を治してみ
せると宣⾔し、みごとに成功する。 
 異常な⾷欲は⾒⽅を変えれば、もちろん⼼の病気ではなくて、ありあまる旺盛な⼒の象徴
ということになる。多くの昔話では、過⾷がそのような観点から肯定的なものとして語られ
る。ただし、物語の結末で肯定されるとしても、発端部では過⾷はやはり否定的なものとし
て提⽰されがちだ。たとえば、主⼈公があまりにも⼤⾷いだから、これ以上は⾯倒を⾒られ
ないということで、両親から放逐されてしまうというように。 
 16 世紀以来、⼤⾷漢のイメージとは、フランスのラブレーが物語った巨⼈ガルガンチュ
アだった。ガルガンチュアは川の⽔を飲みほすほどで、あまりに多くを飲み⾷いしたために、
地球の存続すら危ぶまれる。そこで彼は現世を離れて、妖精の国に⾏ってしまう。 
 旺盛な⾷欲を持つのは、主⼈公の特権ではない。⼤⾷いによって、主⼈公を⽀える役回り
もある。グリム兄弟の昔話「世界を闊歩する 6 ⼈の男」（KHM 61、ATU 513A）では、⼭
のように積まれた⾷べ物をたいらげ、川の⽔を飲みほす怪⼈が登場する。こういう場合、⼤
⾷いは⼼の病気という気配すらなく、奇跡をもたらす異能の⼒だ。 
 昔話では、⼀般的な医者に活躍の機会が与えられない。彼らは話の枕としてのみ登場する。
つまり、医者たちが⼒を尽くしても王の病気は治らなかった、王⼥の病気は治らなかった、
だから特別な⼒を持つ何者かが最後の頼みの綱だった、というようにである。そして、⼀般
的な医者でない何者かが奇跡を成しとげる。相⼿が、魔法で死んだように眠っていようが、
獣や怪物に飲み込まれてしまおうが、簡単に現世に復活させてしまう。 
 ちなみに、『旧約聖書』の「ヨナ書」を読むと、そのような復活譚の古い形に出くわす。
ヨナという男が⼤きな海獣に飲みこまれる。3 ⽇にわたって、ヨナは神の救いを信じて祈り
つづける。ただし、昔話と聖書とでは語り⼝が違う。聖書では登場⼈物の⼼理が描かれるが、
昔話では⼼理描写は等閑視される。危機に陥っても、彼らがどれほど不安を感じているのか、
あるいはどれほど確信しながら救いを待っているのか、語られない。⽣きるか死ぬかのあい
だにで宙吊りになった状況だけが提⽰され、やがて⽣還する様⼦が強調される。 
 死に直⾯するが、最後には助かるという物語がどれほど魅⼒的かは、⼈気のある昔話が⽰
すとおりだ。「⾚ずきん」（KHM 26、ATU 333）、「茨姫」（＝「眠れる森の美⼥」。KHM 
50, ATU 410）、「⽩雪姫」（KHM 53、ATU 709）という誰でも知っているドイツの昔話
を思いだしてみよう。この 3 つの昔話のいずれでも、ヒロインは死に直⾯して、聞き⼿をハ
ラハラさせ、しかし救われる。 
 「⾚ずきん」に焦点を絞ると、この昔話は、ドイツではグリム兄弟とルートヴィヒ・ティ
ークによって広められた。⾚ずきんとその祖⺟はオオカミに飲みこまれ、しかし救出される。
研究者が「捕⾷の昔話」と呼ぶ形態の昔話だ。だがグリム兄弟よりも早くに刊⾏されたペロ
ーらの版本を確認すると、⾚ずきんはオオカミに飲みこまれて、そのまま話が終わってしま
う。ティークは、舞台にふさわしい演出を求めて、オオカミが殺されるようにしたが、⾚ず
きんとその祖⺟はまだ助からなかった。グリム兄弟の昔話は、ティークによる改変をさらに
押し進めて、ふたりが助かるように変えたのだ。 
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 ⼈間が⽣きかえる話は、笑い話、つまり滑稽譚にもよく登場する。しかし滑稽譚というジ
ャンルの場合、死は深刻に描かれるのではなく、悪ふざけの調⼦で語られるという特徴があ
る。 
 「のんきなヤツ」（KHM 81、ATU 330）というグリム兄弟の昔話では、主⼈公の「のん
きなヤツ」は、最悪の役⽴たずという個性を与えられている。奇跡を起こそうとするものの、
そんな⼒はそもそも持っていないので、地上をこっそりさまよっていた使徒ペテロが代⾏し
てくれる。使徒ペテロの⼒は強⼒で、⾻になった死体でも⽣き返らせて美しい王⼥にする。
「のんきなヤツ」は、別の死んだ王⼥の体を切り刻んで⾻にして、⾒よう⾒まねで⽣き返ら
せようとするが、うまくいかず、またペテロに助けられる。それなのに「のんきなヤツ」は
ペテロの⾷べ物を盗んでしまう。⼼が広いペテロは、なんでも収納できる魔法の背嚢まで贈
ってくれる。 
 この昔話の源泉は、13 世紀のイタリアで書かれたいくつかの⼩説だ。ところが、それらに
はさらに遡る源泉があって、10 世紀のアラビアに存在したイェーサー伝説なのだ。しかも、
その伝説は、ずっと古い時代に書かれた『新約聖書』の外典、あるいはユダヤ教のハッガー
ダーに⾒られるイエス・キリストの物語だった。 
 
3. 精霊たち 
 ⺠間伝承には、知名度が⾼い実在の医者が出てくることもある。たとえば、⾃然哲学者で
もあった医者パラケルスス（フィリップス・アウレオールス・テオフラストゥス・ボンバス
トゥス・フォン・ホーエンハイム、1493–1541 年）は代表的だ。パラケルススは、存命中か
ら魔法の物語の登場⼈物として活躍していた。噂話が物語に混じりあったのだ。パラケルス
スのほかには、似たような個性を持つヨーハン・ファウストがいる。⺠衆は、パラケルスス
やファウストは、超⾃然的な⽣き物と契約を結んだことで⽐類ない⼒を得たと考えていた。
パラケルススの場合だと、精霊をうまく丸めこんで、剣に封印する。⽀配された精霊は、主
⼈に⾔われるままに霊薬を提供する。 
 しかし、精霊の管理には危険が伴う。たとえば封印した場所に精霊の霊⼒が溜まって暴発
⼨前になる。だから、精霊を封印した箱を開けたり容器の栓を抜いたりすると、巨⼤なエネ
ルギーが弾けだす。そのエネルギーは⼤事故に繋がりかねないから、精霊の主⼈はきっちり
と封印を守らなければならない。 
 昔話のなかでは、主⼈が⼤声で呼んだり、⼿元で印を結んだりすると、精霊が出現する。
「アラジン」（ATU561）の魔神はそのような精霊の⼀種であるし、グリム兄弟の昔話では
「⻘の光」（KHM116/ATU562）にその例がある。精霊たちは、ランプや⼩瓶に収まってい
てくれるが、⾃分のそもそもの居場所はこんな牢屋みたいなところではないという不満を漏
らす。精霊たちと主⼈たちとの関係は、⽀配者側と被⽀配者側という分かりやすいものでは
なく、彼らの間にあるのは互恵性、つまり「持ちつ持たれつ」の関係だ。⾒返りを⽬当てに
何かを贈る。その贈り物に対して、⾒返りを与える。精霊の封印を誤って解いてしまうこと
もあって、好奇⼼に負けたから、あるいは精霊に押しきられたから、といった理由による。 
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 奇跡によって難病を克服するのは、⼈類の永遠の夢だろう。昔話は、精霊だけがそんなこ
とをやってのけるという構図を⽰す。医学博⼠やありきたりな薬剤師が魔法の⼒を⽰しても、
超⾃然的な⼒を借りているだけだから、本当には信⽤するに⾜らないという考え⽅を⾒せる。 
 封印された精霊という発送の源は、ずばり『アラビアン・ナイト（千夜⼀夜物語）』だ。
封印を解かれた魔⼈が、お返しとして病気を治してくれる。この物語は、のちの時代へと絶
⼤な感化を与えた。たとえば、この物語では主⼈と精霊との間に内輪もめのような攻防があ
る。精霊は⾃分を封印から解いた⼈間を殺してしまおうとし、緊張感がみなぎっているが、
最後には⼈間の策略が勝利を収める。 
 1 世紀に成⽴した旧約聖書偽典の『ソロモンの遺⾔』は、精霊を配下に置く物語で現存す
る最古の記録だ。この書物のソロモン王は歴史上の⼈物とは異なり、伝説化されている。彼
は精霊を操り、その代表が魔神オルニアス。ソロモンはかつて⽣け捕りにしたこの魔神を使
役し、神殿を建設させて、仕事が終わると箱のなかに押しこめる。 
 ソロモン王は、中東のユダヤ⼈やアラブ⼈のあいだでも⾼い⼈気を誇った。ヨーロッパで
は、中世以降の物語に、精霊使いとしてのソロモン王が登場する。中東とヨーロッパのあい
だに位置する地理的空間には、ビザンツ帝国、つまり東ローマ帝国があった。 
 ビザンツ帝国では、東⻄の古典⽂化が⼊りくんだ。ヨーロッパでは、中世や初期近代の物
語にパラケルススや古代ローマの詩⼈ウェルギリウスが登場するが、彼らはしばしば中東の
物語の影響を受けていて、精霊使いとして活躍する。 
 精霊が登場する⺠間伝承は、のちの時代には⽂学作品の源泉になった。アラン=ルネ・ル
サージュの『跛⾏する悪魔』（1707 年）やロバート・ルイス・スティーヴンソンの『瓶のな
かの魔物』（1891 年）が好例だ。 
 新聞や雑誌を⾒ると、⾵刺画として封印から解かれて暴れる精霊というモティーフに出く
わすことがある。無思慮な有⼒者の決定によって、内戦や⾰命が引きおこされる、あるいは、
科学技術が荒れくるって破滅的な結果をもたらす、といった社会問題を視覚化している。 
 精霊は、決まり⽂句や⾔い回しにも登場する。ゲーテのバラード『魔法使いの弟⼦』にも
有名な⼀節がある。「精霊たちめ、出てきてくれたは良いとして、何も⾔うことを聞いてく
れぬ」。 
 
4. ⾎液 
 ヨーロッパのかつての⺠間信仰では、洗礼前の純潔の⼦どもの⾎が奇跡の⼒を帯び、病い
を癒すことができると信じられていた。⼥の⼦ではなく男の⼦の⾎が、特に重視された。 
 グリム兄弟の昔話「忠⾂ヨハネス」（KHM 6）では、ふたりの王⼦の⾸を撥ねるならば、
⽯化した忠⾂ヨハネスは復活できると語られる。これは、その古めかしい⺠間信仰の反映だ。 
 中世の物語には、⼦どもの⾎を患部に塗ったり浴びたりすると、ハンセン病が治るという
逸話も⾒える。この治療はキリスト教徒ではなく、「異教」の司祭や医者が提案する。たと
えば、アミクスとアメリウスが結んだ友情についての伝説がそれで、これは 1090 年ごろに
最古の記録がある。12 世紀末に執筆されたハルトマン・フォン・アウエの『哀れなハインリ
ヒ』では、「純潔」の少⼥が提供する⼼臓の⾎が、英雄ハインリヒのハンセン病を癒やす。
1274 年以前に成⽴したと⾒られるコンラート・フォン・ビュルツブルクの韻⽂作品『シル
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ウェステル』では、コンスタンティヌス⼤帝と教皇シルウェステル 1 世紀の伝説が語られ、
このモティーフが登場する。 
 古い⽂献を⾒ると、⼦供は殺されたまま助からないという物語が多く、先ほど⾔及した『哀
れなハインリヒ』はその先駆的な例だ。しかし、のちの時代に成⽴した昔話では、⼦どもた
ちは殺されても⽣きかえることになる。死そのものが必要ということはなくなり、⾃分が犠
牲になっても構わないという強い思いが奇跡を起こす。近代的な価値観が持ちこまれたわけ
だ。 
 
5. 詐欺師 
 滑稽譚や頓知話では、医者と患者の関係性がテーマになりやすい。医者は、患者からせっ
かく信頼されているのに、それを裏切ることになるかもしれない。⽣きるか死ぬかの状況で
は、⾝の回りのこともままならない。現実で体験するそんな不安感や恐怖⼼が、物語と化し
たのだ。 
 眼科医が往診に出かけ、眼が⾒えない患者の⼥から、あの医者は家から何かをちょろまか
しているのではと疑われる⺠間伝承がある。こういう物語は、実話が元になっているのかも
しれない。 
 ⺠間伝承の患者は、⼤抵の場合、知識や知恵を⽋いている。医者は患者に対して権威を振
りかざしたり、冷淡に接したりする。物語の視点は患者側に置かれ、医者は誇張して劣悪な
⼈物像が与えられる。そこで、物語を聞く私たちは、医者や薬剤師に相談しても無駄かもし
れないという気がしてくる。嘘でもいいから安⼼できる励ましが欲しいのに、励ましてくれ
ない。ドイツでは、こんな⾔い⽅をする。「薬売りにはご⽤⼼。やつらは詐欺師だ。関わろ
うもんなら、遊び半分で動物にされたり、⼈間に戻されたりと、とんでもない⽬にあわされ
ちまう」。 
 中世後期と初期近代の滑稽譚を読むと、モグリの医者であるとかヤブ医者であるとかとが
頻繁に登場する。医学の知識はなく、その診察は、患者をじっくり観察して精神状態を押し
はかる程度の胡散くさいものだ。 
 インチキな医者たちにまつわる話としては、尿検査がらみのものが⼈気だった。医療が発
達していない段階では、尿検査の結果が⼤きな意味を持っていたから、この検査が混乱の種
を⽣むというのは物語にしやすかった。たとえば、ある医者が病気の牧師を診察するが、尿
が掏りかえられたために、無茶苦茶な診察結果を伝える。もうすぐその牧師から仔⽜が産ま
れるというのだ。妻が病気になった夫がいて、妻ではない別⼈の尿が検査された結果、夫に
まちがった助⾔が与えられるという話もある。医者は、奥さんは健康体ですぞ、ベッドに⾏
って夫婦の義務をどんどん果たしたまえ、と煽る。実際に夫婦が愛しあうと、妻の病気は治
り、医者の評判はあがる。そうした品性を⽋いた滑稽譚は、いくらでもある。 
 ところで、医者に対して症状をうまく説明できないこともあるはずだ。そこから誤診が起
こる可能性がある。体重が急に増えた患者の話を聞いて、それは⽔腫だと診断しても、本当
は妊娠だったというような場合だ。患者が医者の指⽰に従わなかったり、医学の専⾨⽤語を
誤解してしまったりして、医療ミスが起こるかもしれない。⼈と⼈とが意思疎通に失敗する
ことは現実でもよくあることだが、それが昔話や滑稽譚を⽣みだす⼒になる。 



 77 

 オイレンシュピーゲルは、滑稽譚の精神が結晶化したかのような怪⼈だ。いたずらで⼈を
騙しまくるが、医術を⽤いずに患者を回復させることもできる。阿呆どもと悪ふざけにいそ
しみ、医学も薬もでる幕はない。道化を演じて、医者を⾺⿅にする。現代の価値観からみれ
ば、描写は下品なものが多いが、16 世紀初めにはありきたりな感受性だった。 
 
6. 護符 
 ⽇刊紙や週刊誌のページをめくってみよう。画期的な新薬や治療法が開発された、という
ようなニュースがよく載っている。⽇常会話でも、そういうことが話題になる。癌やエイズ
は完治するようになってきている、というような噂話。どのような⼈にも⾮合理な⼀⾯はあ
って、なにかを鵜呑みにしてしまうのだ。科学技術が進歩しても、それは変わらない。しか
し、そうした⾮合理ゆえに、救いがもたらされる。先にも述べたように、何かを信じること
によって、私たちは苦境を乗りこえることができる。 
 滑稽譚や頓知話では、なにかを鵜呑みにして危うく死にかける、という⼈々が登場する。
⼈々が迷信を信じこむ様⼦をおもしろおかしく伝える物語は多い。 
 ⺠間伝承には、厄除けのための護符もよく登場する。「御守」の迷信は、いまでもヨーロ
ッパの⾄るところで⽣きている。鯨の⻭や聖⼈が⼀筆したためた書簡が、重い病いを防ぐと
⾔われたりする。 批判の声はいつでも寄せられたが、⼈々はそういうたぐいの品々に魅了
される。 
 ⼩さな筒に⼊った⾼価な「御札」を⼿に⼊れ、⾸にかけて肌⾝から離さないでいると、難
病が完治する、という迷信がある。ある⺠間伝承では、病気の⼥がそうやって病気から回復
したのちに、その御札にどのようなありがたい内容が書かれているのだろうかと好奇⼼に駆
られる。⼩さな筒の封を破ってそれを読むと、こう書いてある。「悪魔さま、願わくばこの
⼥の両眼を抉りだしてくだされ。えぐられた眼窩には、⼈糞を詰めてやってくだされ」。締
めくくりには、このように語られる。「⼥は御守りの中⾝を捨ててしまいました。さあて、
するとなぜかこの⼥はまた病気になってしまいましたとさ」。現代に⽣きる私たちは、こん
な物語を楽しめず、たんなる迷信と感じるだけかもしれないのだが。 
 
 
7. 医学さまざま 
 ⽣まれてくる⼦供は、男の⼦だろうか⼥の⼦だろうか。それが気になる両親の好奇⼼も、
物語の題材になった。わたしたちの祖先はこの問題で気を揉んで、結果として愉快な話が
次々に⽣まれた。でも、いまではもう⼈気が出ることはない。⼦宮に超⾳波を当てることに
よって、⽣まれる前から胎児の性別が分かる。親たちの好奇⼼はすぐに満たされ、物語が⽣
まれる余地はない。 
 初期近代のヨーロッパでは、医者も薬剤師も⾜りなかった。多くの薬売りが、⼟地から⼟
地へと渡りあるいた。彼らは薬草を摘んで⽣薬にし、秘伝の⼿法による調合薬も揃えていた。
ヤブ医者、モグリの医者、そういう胡散くさい医療関係者が差しだす数々の秘薬は、滑稽譚
やおもしろおかしい逸話を⽣んだ。 
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よく効く薬だと太⿎判を押されたが、さあどうか。ヨーロッパで広まった⺠間伝承に、ノ
ミ退治の滑稽譚がある。ヤブ医者が⾏商⼈の⼿を借りて、ノミ退治の薬を売る。愚かで騙さ
れやすい⼈々が、すごい薬らしいと聞いて押しかける。どんどん売れてゆくが、使い⽅は誰
にも分からない。⾏商⼈は⼤笑いする。「ノミを摑まえたら⼝のなかに放りこんで、その薬
を振りかけろ」。購⼊者たちは騙されたことに気づき、買ったばかりの薬の箱を悪徳業者た
ちに投げつける。⾏商⼈は酷い⽬に逢うが、ヤブ医者は素知らぬふりで遣りすごす。 
 奇跡を施す医者への憧れ。謎の薬を服⽤することへの抵抗感。医療についての⺠間伝承に、
⺠衆のそうした思いがありありと記録されている。17 世紀や 18 世紀の娯楽本や説教本は特
にそうだ 
 16 世紀イタリアの滑稽譚を紹介しよう。病気に罹ったことが⼀度もない領主が、歳を取
ったせいで、とうとうタチの悪い病いに倒れてしまう。親戚からの助⾔を受けて、有名な医
者を呼びよせ、薬を処⽅してもらう。液体状の薬、粥状の薬、鎮痛剤、下剤などが調合され
る。領主はそれぞれの薬を服⽤するように⾔われる。何⽇か経って、医者が領主を改めて訪
ねてくる。病状の経過と薬の効果を知ろうとするが、領主は器を持ってこさせて、それを⾒
せる。なんと、その器には処⽅した全部の薬が混ぜられてしまっている。医者は⾸を振って、
所⾒を述べる。「これはダメですぞ。こんなものを飲んだら具合が悪くなる」。ところが、
実は領主の病気はもう治っているのだ。そして⾔う。「そんなことは分かっておる。だから
捨てたのだ」。この伝承は、聞き⼿に向けたメッセージで閉じられる。「医者を信じてはな
らない。信じるなら神様にしなさい。薬草が体に良いのも、そもそも全能の神がそのように
計らったからだ」云々。 
 こびとという超⾃然的な存在のことも忘れてはならない。ニーダーザクセン州のフーデミ
ューレン城に、「ヒンツェルマン」と呼ばれる家の精が住みついているという。このこびと
は⼈間の守護霊となって、病気を斥ける⼒を持つ。グリム兄弟の『ドイツ伝説集』では、こ
のヒンツェルマンが、お節介な⼥中に対して、バケツの⽔を⽤意しなさい、必要になるから
と⾔う。彼⼥が酒蔵に降りていくと、なんとそこには⾎まみれになった裸の⼦どもの死体が
転がっていて、彼⼥は卒倒する。するとヒンツェルマンはバケツの⽔を彼⼥に浴びせて、⾔
う。「これが⽔が必要だった理由さ。⽔がなかったら、あの世⾏きだったぜ」。 
 ところで、1584 年から 1588 年にかけてフーデミューレンでまとめられたらしいヒンツ
ェルマンについての⼩冊⼦が現存している。それはドイツではもっとも古い時期の怪奇物語
集で、18 世紀初頭に再発⾒されて、⼤⼈気を得た。 
 
8. 医者への揶揄 

 医者や薬剤師を題材とした⺠間伝承が多いのはなぜか。それは医者が、聖職者や裁判官と
ともにエリートの代表だったからだ。だから、社会を批判したいときに標的になりやすく、
⾝分の⾼さゆえに、本当は愚かだと嘲られやすかった。医者は殺⼈⻤、屠殺業者、⽣⾁業者
に喩えられた。⼤学に⾏った⼈間は少なかったから、「⼤学出のくせに」という思いが、頓
智や諧謔の効いた⼩話を⽣んだのだ。 
 ⺠間伝承には、医者のところに⾏きたくない⽼⼈や病⼈が登場する。なぜかと⾔えば、医
者に殺されたくなくて、もっと⾃然な形で死にたいからだという。ある医者が、かなりの経
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験の持ち主ということで主治医に選ばれる。どのくらいの経験かというと、すでにかれこれ
30 ⼈ほどの患者を死の世界へと送りこんだという。才能のない画家が医者になってしまう。
医者なら才能がなくても、失敗作を⼟のなかに埋めて誤魔化すことができるからだという。
もっとも⾃由度が⾼い仕事は何かという冗談の質問が出る。答えは、死刑執⾏⼈と医者だ。
その⼈たちは⼈殺しなのに罰せられもせず、謝⾦すら転がりこんでくるのだ。 
 ⾼度な学識を必要とする伝統的な職業のうちで、特に医者と法律家が、からかいの種にさ
れがちだった。医者と法律家が⼝ゲンカをして、医学部と法学部のどちらが上かを決めよう
とする話がある。伝統的には、法学部が上、医学部が下と⾒なされてきた。ところが、裁き
を依頼された公爵が無能であるため、うまく裁定をくだすことができない。そこでひとりの
阿呆が出てきて、判決を出そうとする。「裁判所に⼊場するときを考えてみよう。前を歩く
のが犯罪者、後を歩くのが死刑執⾏⼈だ」。犯罪者は法律関係者として扱われ、前を歩くの
は⽴場が上だから、他⽅で死刑執⾏⼈は医療関係者として扱われ、後を歩くのは⽴場が下だ
から、という頓知。この⺠間伝承はイタリアで⽣まれたが、17 世紀から 18 世紀にかけてド
イツでも有名になった。 
 医者のイメージは、死刑執⾏⼈のほかに、えげつない拝⾦主義者でもあった。啓蒙主義に
影響を受けた弁護⼠ゲオルク・パウル・ヘンが編纂した『詐欺⾏為の辞典』（コーブルクで
1721 年から刊⾏）には、そのような医者がどっさり紹介されている。「医者」（Aertzte）
という項⽬には 31 の詐欺⾏為が、「ヤブ医者」（Quacksalber）という項⽬には 13 の詐欺
⾏為が紹介されている。おすすめの予防策も併記されている。「医者なら誰でも信じてよい
というわけではない。とりあえず⼤学をちゃんと卒業した医者を信じなさい。意味不明なう
さんくさい医者を信じてはならない。そもそも診察やら治療やらを認可されているのは、⼤
学を卒業した医者だけなのだ。各地を渡りあるく薬剤師であるとかインチキ医師であるとか
は、さっさと追いだしなさい。それから当局は布告を出して、詐欺⾏為を取り締まらなくて
はならない」云々。 
 ⺠間伝承の医者は、⼤抵の場合、⼤学教育を受けていない者たちだった。正規の医者より
も、無免許医や偽医者がはるかに多いという時代があったわけだ。だから、たとえば師匠と
弟⼦の対⽴といったエリート世界の世代間闘争は、昔話や伝説にちらほらとしか⾒当たらな
い。バルカン半島に伝わる次の昔話は、例外的だ。妬みぶかい⽼医がいて、若い医者に敵意
を燃やす。相⼿の悪評を⽴てたり、仲間はずれにしたり、殺してしまおうとする。最後には
⽼医者が⾃業⾃得で死んでしまい、めでたしめでたし。 
 
おわりに 

 昔話は、病気が治る過程に具体的に⽴ちいろうとしない。昔話の関⼼は摩訶不思議な治療
⽅法であり、その描写はざっくりとしている。薬草であるとか、⻁のミルクであるとかの⼤
雑把なものが登場して、偽医者がうまく病気を治したりする。 

 滑稽譚やそれに近い昔話は、医者や医療に対する歪んだイメージを⾒せる。尿検査が笑い
話になり、診察が嘲けられ、医療をめぐるドンチャン騒ぎが語られる。これらは、いわば「⺠
意」だった。つまり、表⾯的にはおもしろおかしい笑い話だが、⺠衆の狙いは、医者や薬剤
師の失敗や弱点を晒しものにすることにあったのだ。社会的エリートが、神聖で侵すべから
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ざる存在ではないことを、暴いてやりたかったのだ。ただし、そうして笑われた医者たちは、
真実の姿というよりは、⺠衆の固定観念を反映していたとも⾔える。 
 話を続けようと思えば、いくらでも続けられる。たとえば、ヨハン・アンドレアス・アイ
ゼンバルトという医者のことは、まだ話していなかった。アイゼンバルトは、⾜が悪い患者
に対して眼を治してやると⾔い、眼が悪い患者に対して⾜を治してやると⾔って回ったイン
チキな医者だった。さて、しかし私は皆さんに、⽿を傾ける負担をこれ以上かけたくはない
から、ここで私の講演は終わりなのだ。 
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注釈 
この講演で使⽤した⺠間伝承は、講演者による以下の編著に収められている。 
Uther, Hans-Jörg: Die schönsten Märchen vom Heilen. München: Diederichs 1998 (gekürzte 
Neuausgabe: München: Knaur 2000). 
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承⽂学――霊薬、魔法、奇跡、精霊、護符」の講演原稿（原題〈Von Löwenmilch und 
Wunderärzten. Märchen vom Heilen〉）の邦訳です（興を削ぐのを避けるため、当⽇の会場では配
布しません）。ヨーロッパの昔の医療が⼝承⽂学（昔話、滑稽譚、伝説など）にどのように反映され
ているかを、豊富な類例によって紹介するのが⽬的で、おもしろい例を次から次に披露するのが狙い
になっていますから、翻訳に当たってはドイツ語原典の⼤意を汲みながらも、⽇本語で聞いておもし
ろさが伝わるように苦⼼しました。 
 この講演と本稿は、科研費若⼿研究（B）（課題番号：17K18009）の研究成果の⼀部です。この
企画を成⽴させてくれた皆さん（⼩澤俊夫先⽣と間宮史⼦先⽣を含む⼩澤昔ばなし研究所の先⽣⽅、
仲介してくれた野⼝芳⼦先⽣）、講演を聞いてくださる教え⼦と⼀般来場者の皆さんに、⼼より謝意
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