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1．今も生きる神話のエピソード

トラランカレカ遺跡（前800～後300年）で、ピラミッ

ドを発掘していた（図1）。私は、どのようにこのピラミッ

ドが崩落したのかを理解したく、土層を観察していた。そ

のとき、初老のメキシコ人農夫が私に近づいてきた。

彼は「おはよう」と挨拶すると私に問いかけた。「洪水の

層はどこにある？」

（？？。…洪水？）と頭の中で彼の質問の意図を探る。

トラランカレカ遺跡を調査する理由は、メキシコ中央

高原における国家形成史を解明することにある。先行研

究は、テオティワカン（前100～後550／600年）で古代

国家が築かれたと指摘する。しかし、これよりも前の時代

の考古学データが乏しいため、その詳細は不明である。先

行研究の中で、洪水がこの国家形成に関係していたとの

指摘は皆無である。

男性の顔をまじまじと見ながら、彼が言う洪水とは何

かを考え続ける。彼は根気よく私が口を開くのを待って

いた。

（…あーっ！なるほど、そうか。洪水（diluvio）ではなく、

「大洪水（Diluvio universal）」のことか！）

メキシコ人の大多数はカトリック教徒で、敬虔な信者

が多い。彼もそうであると直感した。

旧約聖書の『創世記』に記されている「大洪水」は、彼に

とって歴史的事実であり、このメキシコの地でも痕跡が

認められると考えているのだろう。

再度悩んだ。どのように答えれば、彼の面目（信仰心と

プライド）を傷つけずにすむのか。

彼は土層の下の方に視線を向け、なお私の答えを待っ

ている。

「…少なくとも現段階でオリーブの実は出てきていな

いですね」と私は答えを曖昧にした。「そうなのか」と残念

そうな顔をする。「ありがとう」と言うと去っていった。

2．「事実」としての神話

このエピソードは、神話とは人によって事実であるこ

とを私に気づかせてくれた。

世界のすべてを覆いつくす『創世記』の「大洪水」は、神

話（フィクション）であり、仮にそのような事実があった

としても脚色されている。確かに、アララト山の山頂付近

から、ノアの箱舟と推測できる木の化石が出土している

が、地球規模の大洪水の痕跡は確認されていない。などと

主張する権利は私にはない。

彼が信じる聖書の一節を否定することは、カトリック

信者への冒涜に相当するかもしれない。また、彼よりも若

い私からの訂正は無知を暗示させ、知的探求心を失わせ

ることに繋がるかもしれない。神話を信じるということ

は、その人の生きる糧にも枷にもなると思った。その後、

なぜ神話は存在するのかについて思考を巡らした。これ

を生み出した作者（多くは読人不知）の意図（戦略）を、読

み解こうとするようになった。

確かに、アステカ社会の神話は私たちにとって理解し

にくい。しかし、神話として語られる各エピソードを丁寧

に読み解き、これらの断片（プロット）を歴史資料として

捉え直し総合的に考察すると、とても興味深い姿（ストー

リー）が見えてくる。また、神話の製作者は各方面の知識

に造詣が深いことが分かり、これらを体系的にまとめ上

げた完成度の高さに驚かされる。

さらに、私たちは神話と呼ぶこの神品は、創世神話を伝

えることを第一の目的にしていないことに気づかされ

る。むしろ、アステカ人の選民思想の浸透や王国のナショ

ナリズムの高揚のために、自国民や他者に向けたプロパ

ガンダであったことが理解できる。

もはや、神話はフィクションではない。

3．完成度の高い物語

3－1．「大洪水」はメソアメリカにもあった！
アステカ社会の神話の中にも、大洪水の伝説がある。も

ちろん、これは『創世記』の「大洪水」と関係ないが、世界

が滅んだという意味においては同様である（「滅んだ」に

傍点を打つ理由は後述）。しかしアステカ人は、世界（太

陽）は一度だけではなく四度滅んだと言う。そして、彼ら

は自らが再生した五番目の世界に生きると理解し、そし

て信じさせた。

四つの太陽の神話：
テスカトリポカ神、ケツァルコアトル神、トラロック

神、チャルチウトリクエ女神の四神が集った（図2）。

テスカトリポカ神は太陽（「四のジャガー」と呼ばれる

一番目の世界）になった。四神は巨人を創った。彼らは腕

力があるため、松を引っこ抜きその実を食べた。それ以外

は何も食さなかった。ケツァルコアトル神が次の太陽

（「四の風」と呼ばれる二番目の世界）になった。巨大な杖

でテスカトリポカ神を殴り、海へと追い落とした。テスカ

トリポカ神はジャガーに変身し、巨人を絶滅させた。

ケツァルコアトル神が太陽となり時が経つと、太陽神

として返り咲きたかったテスカトリポカ神は同じことを

行った。ジャガーの姿でケツァルコアトル神を襲い、太陽

神の座から引きずり下ろした。台風を呼び起こし、ケツァ

ルコアトル神と人びとをもみ消した。空中に舞う生き延

びた彼らはサルになり、小麦の様な実を食べた。

トラロック神の番が回ってきた（「四の雨」と呼ばれる

三番目の世界）。ケツァルコアトル神は天から火の雨を降

らせ、トラロック神を太陽神の座から引きずり下ろした。

代わりに、トラロック神の妻であるチャルチウトリクエ

女神をその座に就けた（「四の水」と呼ばれる四番目の世

界）。炎の雨により、人びとは七面鳥になり、トウモロコシ

の実を食べた。

「四の水」の時代に、太陽であるチャルチウトリクエ女

神は大雨を降らせ、大洪水を引き起こした。人びとを飲み

こみ、彼らはあらゆる種類の魚になり、花を食した。すべ

てが魚に変わると、天は大地の上に落ちた。

その後、四神は四人の子供を創りだした。大地の中心を

起点に四つの道を創らせ、四方位（東西南北）から天を持

ち上げるように彼らに命じた。

3－2．プロットが生きる神話
この神話では、テスカトリポカ神は土、ケツァルコアト

ル神は風、トラロック神は火、チャルチウトリクエ女神は

水の四大元素を表す。地上界を生成するために必要不可

欠な元素である。いずれが欠けても地上界を誕生させる

ことはできない。そして、巨人、サル、七面鳥、魚は、特定

の種を表すのではなく、アステカ人が各世界（元素）に依

存すると考えた動物相を象徴する。

ここで重要になってくるのが、「すべてが魚に変わる

と、天は大地の上に落ちた」の一文である。現在、世界（地

上界）は二次元の世界でしかない。そのため、四神は四人

の神の子を創り出し、彼らに「天を持ち上げ」させること

で、空（五番目の元素）を誕生させた。これにより、地上界

は、本来の姿である三次元の空間となった。

これが、「世界が滅んだ」に傍点を打った理由である。確

かに、各世界は滅んだかのように見える。しかしこの「滅

び」は、消滅を意味するのではなく、次の空間（太陽）や元

素を誕生させる土壌の糧を表している。

滅びから誕生への連続性を見落としてはならない。

4．なぜ五番目の太陽は誕生したのか

近年、アステカ王国の建国は、1325年4月13日午前

10：58に始まったと推定されるようになった。なぜ、秒単

位まで正確に知ることが可能なのだろうか。皆既日食の

年月日と継続時間を算出し特定されたのが上記である。

これを肯定する研究者は、皆既日食によって現れた太陽

は、五番目に誕生した太陽を意味しており、恐らくアステ
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カ人はこの現象を象徴的に捉えただろうと解釈している。

五番目の太陽の創造神話：
人間は弱々しく暗闇の中で暮らしていた。それを不憫

に思った神々は、テオティワカンに集い、太陽を創造する

ために話し合った。太陽を創造するには、神々の内、誰か

が犠牲となって炎に飛び込まねばならない。テクシステ

カトルという神が名のり出た。しかし、念のためか、もう

一人候補者を探した。目立たず無口ではあったが傾聴し

ていたナナワツィンが指名された。太陽を誕生させる炎

を用意するために、巨大な丘が造られた。四日間の断食と

勤行の後、いよいよ太陽創造の儀式が始まった。炎を前に

し、テクシステカトルは身投げを躊躇した。四度試みたが

飛び込むことはできなかった。第二候補ナナワツィンの

登場である。

逡巡などせず、炎の中に消えた。それを見たテクシステ

カトルは、負けじと己も炎に飛び込んだ。しばらくする

と、東から太陽となったナナワツィンが現れた。さらに、

東から太陽となったテクシステカトル（後に月となる）が

現れた。

四番目までの太陽の誕生と消滅の連続性と比較し、五

番目の太陽の誕生は、滅びた四つの太陽と接触しない。四

番目までの太陽の創造神話で大地の創造は完了してお

り、一幕として完結している。第二幕では、第一幕の主人

公であった四神は登場しない。代わって、ナナワツィンが

主役になる。これは、四番目までの太陽の創造神話と五番

目の太陽の創造神話は、別々に作成されていたことを表

している。

より重要なのは、「太陽の石」（図3）を代表例として、ア

ステカ人は四番目までの太陽の創造神話を上手く利用

し、この続編として五番目の太陽を誕生させたことであ

る。アステカの為政者は、この物語を基に、我々は五番目

の太陽の子供であるため、この世を治める正統な権利が

あると主張したいのだ。

アステカ人にとって、これらの神話はおとぎ話ではな

く、「事実」であったと言える。

図1　セロ・グランデ・ピラミッドの西正面での発掘調査の風景
　　  （東から撮影）
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カ人はこの現象を象徴的に捉えただろうと解釈している。

五番目の太陽の創造神話：
人間は弱々しく暗闇の中で暮らしていた。それを不憫

に思った神々は、テオティワカンに集い、太陽を創造する

ために話し合った。太陽を創造するには、神々の内、誰か

が犠牲となって炎に飛び込まねばならない。テクシステ

カトルという神が名のり出た。しかし、念のためか、もう

一人候補者を探した。目立たず無口ではあったが傾聴し

ていたナナワツィンが指名された。太陽を誕生させる炎

を用意するために、巨大な丘が造られた。四日間の断食と

勤行の後、いよいよ太陽創造の儀式が始まった。炎を前に

し、テクシステカトルは身投げを躊躇した。四度試みたが

飛び込むことはできなかった。第二候補ナナワツィンの

登場である。

逡巡などせず、炎の中に消えた。それを見たテクシステ

カトルは、負けじと己も炎に飛び込んだ。しばらくする

と、東から太陽となったナナワツィンが現れた。さらに、

東から太陽となったテクシステカトル（後に月となる）が

現れた。

四番目までの太陽の誕生と消滅の連続性と比較し、五

番目の太陽の誕生は、滅びた四つの太陽と接触しない。四

番目までの太陽の創造神話で大地の創造は完了してお

り、一幕として完結している。第二幕では、第一幕の主人

公であった四神は登場しない。代わって、ナナワツィンが

主役になる。これは、四番目までの太陽の創造神話と五番

目の太陽の創造神話は、別々に作成されていたことを表

している。

より重要なのは、「太陽の石」（図3）を代表例として、ア

ステカ人は四番目までの太陽の創造神話を上手く利用

し、この続編として五番目の太陽を誕生させたことであ

る。アステカの為政者は、この物語を基に、我々は五番目

の太陽の子供であるため、この世を治める正統な権利が

あると主張したいのだ。

アステカ人にとって、これらの神話はおとぎ話ではな

く、「事実」であったと言える。

図2　『ボルジア絵文書』に描かれる神 （々①テスカトリポカ神、
　　  ②ケツァルコアトル神、③トラロック神、
　　  ④チャルチウトリクエ女神；FAMSI - Akademische Druck - 
　　  u. Verlagsanstalt - Graz - Codex Borgiaから転用・修正）

・・・

・・・
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1．今も生きる神話のエピソード

トラランカレカ遺跡（前800～後300年）で、ピラミッ

ドを発掘していた（図1）。私は、どのようにこのピラミッ

ドが崩落したのかを理解したく、土層を観察していた。そ

のとき、初老のメキシコ人農夫が私に近づいてきた。

彼は「おはよう」と挨拶すると私に問いかけた。「洪水の

層はどこにある？」

（？？。…洪水？）と頭の中で彼の質問の意図を探る。

トラランカレカ遺跡を調査する理由は、メキシコ中央

高原における国家形成史を解明することにある。先行研

究は、テオティワカン（前100～後550／600年）で古代

国家が築かれたと指摘する。しかし、これよりも前の時代

の考古学データが乏しいため、その詳細は不明である。先

行研究の中で、洪水がこの国家形成に関係していたとの

指摘は皆無である。

男性の顔をまじまじと見ながら、彼が言う洪水とは何

かを考え続ける。彼は根気よく私が口を開くのを待って

いた。

（…あーっ！なるほど、そうか。洪水（diluvio）ではなく、

「大洪水（Diluvio universal）」のことか！）

メキシコ人の大多数はカトリック教徒で、敬虔な信者

が多い。彼もそうであると直感した。

旧約聖書の『創世記』に記されている「大洪水」は、彼に

とって歴史的事実であり、このメキシコの地でも痕跡が

認められると考えているのだろう。

再度悩んだ。どのように答えれば、彼の面目（信仰心と

プライド）を傷つけずにすむのか。

彼は土層の下の方に視線を向け、なお私の答えを待っ

ている。

「…少なくとも現段階でオリーブの実は出てきていな

いですね」と私は答えを曖昧にした。「そうなのか」と残念

そうな顔をする。「ありがとう」と言うと去っていった。

2．「事実」としての神話

このエピソードは、神話とは人によって事実であるこ

とを私に気づかせてくれた。

世界のすべてを覆いつくす『創世記』の「大洪水」は、神

話（フィクション）であり、仮にそのような事実があった

としても脚色されている。確かに、アララト山の山頂付近

から、ノアの箱舟と推測できる木の化石が出土している

が、地球規模の大洪水の痕跡は確認されていない。などと

主張する権利は私にはない。

彼が信じる聖書の一節を否定することは、カトリック

信者への冒涜に相当するかもしれない。また、彼よりも若

い私からの訂正は無知を暗示させ、知的探求心を失わせ

ることに繋がるかもしれない。神話を信じるということ

は、その人の生きる糧にも枷にもなると思った。その後、

なぜ神話は存在するのかについて思考を巡らした。これ

を生み出した作者（多くは読人不知）の意図（戦略）を、読

み解こうとするようになった。

確かに、アステカ社会の神話は私たちにとって理解し

にくい。しかし、神話として語られる各エピソードを丁寧

に読み解き、これらの断片（プロット）を歴史資料として

捉え直し総合的に考察すると、とても興味深い姿（ストー

リー）が見えてくる。また、神話の製作者は各方面の知識

に造詣が深いことが分かり、これらを体系的にまとめ上

げた完成度の高さに驚かされる。

さらに、私たちは神話と呼ぶこの神品は、創世神話を伝

えることを第一の目的にしていないことに気づかされ

る。むしろ、アステカ人の選民思想の浸透や王国のナショ

ナリズムの高揚のために、自国民や他者に向けたプロパ

ガンダであったことが理解できる。

もはや、神話はフィクションではない。

3．完成度の高い物語

3－1．「大洪水」はメソアメリカにもあった！
アステカ社会の神話の中にも、大洪水の伝説がある。も

ちろん、これは『創世記』の「大洪水」と関係ないが、世界

が滅んだという意味においては同様である（「滅んだ」に

傍点を打つ理由は後述）。しかしアステカ人は、世界（太

陽）は一度だけではなく四度滅んだと言う。そして、彼ら

は自らが再生した五番目の世界に生きると理解し、そし

て信じさせた。

四つの太陽の神話：
テスカトリポカ神、ケツァルコアトル神、トラロック

神、チャルチウトリクエ女神の四神が集った（図2）。

テスカトリポカ神は太陽（「四のジャガー」と呼ばれる

一番目の世界）になった。四神は巨人を創った。彼らは腕

力があるため、松を引っこ抜きその実を食べた。それ以外

は何も食さなかった。ケツァルコアトル神が次の太陽

（「四の風」と呼ばれる二番目の世界）になった。巨大な杖

でテスカトリポカ神を殴り、海へと追い落とした。テスカ

トリポカ神はジャガーに変身し、巨人を絶滅させた。

ケツァルコアトル神が太陽となり時が経つと、太陽神

として返り咲きたかったテスカトリポカ神は同じことを

行った。ジャガーの姿でケツァルコアトル神を襲い、太陽

神の座から引きずり下ろした。台風を呼び起こし、ケツァ

ルコアトル神と人びとをもみ消した。空中に舞う生き延

びた彼らはサルになり、小麦の様な実を食べた。

トラロック神の番が回ってきた（「四の雨」と呼ばれる

三番目の世界）。ケツァルコアトル神は天から火の雨を降

らせ、トラロック神を太陽神の座から引きずり下ろした。

代わりに、トラロック神の妻であるチャルチウトリクエ

女神をその座に就けた（「四の水」と呼ばれる四番目の世

界）。炎の雨により、人びとは七面鳥になり、トウモロコシ

の実を食べた。

「四の水」の時代に、太陽であるチャルチウトリクエ女

神は大雨を降らせ、大洪水を引き起こした。人びとを飲み

こみ、彼らはあらゆる種類の魚になり、花を食した。すべ

てが魚に変わると、天は大地の上に落ちた。

その後、四神は四人の子供を創りだした。大地の中心を

起点に四つの道を創らせ、四方位（東西南北）から天を持

ち上げるように彼らに命じた。

3－2．プロットが生きる神話
この神話では、テスカトリポカ神は土、ケツァルコアト

ル神は風、トラロック神は火、チャルチウトリクエ女神は

水の四大元素を表す。地上界を生成するために必要不可

欠な元素である。いずれが欠けても地上界を誕生させる

ことはできない。そして、巨人、サル、七面鳥、魚は、特定

の種を表すのではなく、アステカ人が各世界（元素）に依

存すると考えた動物相を象徴する。

ここで重要になってくるのが、「すべてが魚に変わる

と、天は大地の上に落ちた」の一文である。現在、世界（地

上界）は二次元の世界でしかない。そのため、四神は四人

の神の子を創り出し、彼らに「天を持ち上げ」させること

で、空（五番目の元素）を誕生させた。これにより、地上界

は、本来の姿である三次元の空間となった。

これが、「世界が滅んだ」に傍点を打った理由である。確

かに、各世界は滅んだかのように見える。しかしこの「滅

び」は、消滅を意味するのではなく、次の空間（太陽）や元

素を誕生させる土壌の糧を表している。

滅びから誕生への連続性を見落としてはならない。

4．なぜ五番目の太陽は誕生したのか

近年、アステカ王国の建国は、1325年4月13日午前

10：58に始まったと推定されるようになった。なぜ、秒単

位まで正確に知ることが可能なのだろうか。皆既日食の

年月日と継続時間を算出し特定されたのが上記である。

これを肯定する研究者は、皆既日食によって現れた太陽

は、五番目に誕生した太陽を意味しており、恐らくアステ
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ために話し合った。太陽を創造するには、神々の内、誰か

が犠牲となって炎に飛び込まねばならない。テクシステ

カトルという神が名のり出た。しかし、念のためか、もう

一人候補者を探した。目立たず無口ではあったが傾聴し

ていたナナワツィンが指名された。太陽を誕生させる炎

を用意するために、巨大な丘が造られた。四日間の断食と

勤行の後、いよいよ太陽創造の儀式が始まった。炎を前に

し、テクシステカトルは身投げを躊躇した。四度試みたが

飛び込むことはできなかった。第二候補ナナワツィンの

登場である。

逡巡などせず、炎の中に消えた。それを見たテクシステ

カトルは、負けじと己も炎に飛び込んだ。しばらくする

と、東から太陽となったナナワツィンが現れた。さらに、

東から太陽となったテクシステカトル（後に月となる）が

現れた。

四番目までの太陽の誕生と消滅の連続性と比較し、五

番目の太陽の誕生は、滅びた四つの太陽と接触しない。四

番目までの太陽の創造神話で大地の創造は完了してお

り、一幕として完結している。第二幕では、第一幕の主人

公であった四神は登場しない。代わって、ナナワツィンが

主役になる。これは、四番目までの太陽の創造神話と五番

目の太陽の創造神話は、別々に作成されていたことを表

している。

より重要なのは、「太陽の石」（図3）を代表例として、ア

ステカ人は四番目までの太陽の創造神話を上手く利用

し、この続編として五番目の太陽を誕生させたことであ

る。アステカの為政者は、この物語を基に、我々は五番目

の太陽の子供であるため、この世を治める正統な権利が

あると主張したいのだ。

アステカ人にとって、これらの神話はおとぎ話ではな

く、「事実」であったと言える。

図1　セロ・グランデ・ピラミッドの西正面での発掘調査の風景
　　  （東から撮影）

1．今も生きる神話のエピソード

トラランカレカ遺跡（前800～後300年）で、ピラミッ

ドを発掘していた（図1）。私は、どのようにこのピラミッ

ドが崩落したのかを理解したく、土層を観察していた。そ

のとき、初老のメキシコ人農夫が私に近づいてきた。

彼は「おはよう」と挨拶すると私に問いかけた。「洪水の

層はどこにある？」

（？？。…洪水？）と頭の中で彼の質問の意図を探る。

トラランカレカ遺跡を調査する理由は、メキシコ中央

高原における国家形成史を解明することにある。先行研

究は、テオティワカン（前100～後550／600年）で古代

国家が築かれたと指摘する。しかし、これよりも前の時代

の考古学データが乏しいため、その詳細は不明である。先

行研究の中で、洪水がこの国家形成に関係していたとの

指摘は皆無である。

男性の顔をまじまじと見ながら、彼が言う洪水とは何

かを考え続ける。彼は根気よく私が口を開くのを待って

いた。

（…あーっ！なるほど、そうか。洪水（diluvio）ではなく、

「大洪水（Diluvio universal）」のことか！）

メキシコ人の大多数はカトリック教徒で、敬虔な信者

が多い。彼もそうであると直感した。

旧約聖書の『創世記』に記されている「大洪水」は、彼に

とって歴史的事実であり、このメキシコの地でも痕跡が

認められると考えているのだろう。

再度悩んだ。どのように答えれば、彼の面目（信仰心と

プライド）を傷つけずにすむのか。

彼は土層の下の方に視線を向け、なお私の答えを待っ

ている。

「…少なくとも現段階でオリーブの実は出てきていな

いですね」と私は答えを曖昧にした。「そうなのか」と残念

そうな顔をする。「ありがとう」と言うと去っていった。

2．「事実」としての神話

このエピソードは、神話とは人によって事実であるこ

とを私に気づかせてくれた。

世界のすべてを覆いつくす『創世記』の「大洪水」は、神

話（フィクション）であり、仮にそのような事実があった

としても脚色されている。確かに、アララト山の山頂付近

から、ノアの箱舟と推測できる木の化石が出土している

が、地球規模の大洪水の痕跡は確認されていない。などと

主張する権利は私にはない。

彼が信じる聖書の一節を否定することは、カトリック

信者への冒涜に相当するかもしれない。また、彼よりも若

い私からの訂正は無知を暗示させ、知的探求心を失わせ

ることに繋がるかもしれない。神話を信じるということ

は、その人の生きる糧にも枷にもなると思った。その後、

なぜ神話は存在するのかについて思考を巡らした。これ

を生み出した作者（多くは読人不知）の意図（戦略）を、読

み解こうとするようになった。

確かに、アステカ社会の神話は私たちにとって理解し

にくい。しかし、神話として語られる各エピソードを丁寧

に読み解き、これらの断片（プロット）を歴史資料として

捉え直し総合的に考察すると、とても興味深い姿（ストー

リー）が見えてくる。また、神話の製作者は各方面の知識

に造詣が深いことが分かり、これらを体系的にまとめ上

げた完成度の高さに驚かされる。

さらに、私たちは神話と呼ぶこの神品は、創世神話を伝

えることを第一の目的にしていないことに気づかされ

る。むしろ、アステカ人の選民思想の浸透や王国のナショ

ナリズムの高揚のために、自国民や他者に向けたプロパ

ガンダであったことが理解できる。

もはや、神話はフィクションではない。

3．完成度の高い物語

3－1．「大洪水」はメソアメリカにもあった！
アステカ社会の神話の中にも、大洪水の伝説がある。も

ちろん、これは『創世記』の「大洪水」と関係ないが、世界

が滅んだという意味においては同様である（「滅んだ」に

傍点を打つ理由は後述）。しかしアステカ人は、世界（太

陽）は一度だけではなく四度滅んだと言う。そして、彼ら

は自らが再生した五番目の世界に生きると理解し、そし

て信じさせた。

四つの太陽の神話：
テスカトリポカ神、ケツァルコアトル神、トラロック

神、チャルチウトリクエ女神の四神が集った（図2）。

テスカトリポカ神は太陽（「四のジャガー」と呼ばれる

一番目の世界）になった。四神は巨人を創った。彼らは腕

力があるため、松を引っこ抜きその実を食べた。それ以外

は何も食さなかった。ケツァルコアトル神が次の太陽

（「四の風」と呼ばれる二番目の世界）になった。巨大な杖

でテスカトリポカ神を殴り、海へと追い落とした。テスカ

トリポカ神はジャガーに変身し、巨人を絶滅させた。

ケツァルコアトル神が太陽となり時が経つと、太陽神

として返り咲きたかったテスカトリポカ神は同じことを

行った。ジャガーの姿でケツァルコアトル神を襲い、太陽

神の座から引きずり下ろした。台風を呼び起こし、ケツァ

ルコアトル神と人びとをもみ消した。空中に舞う生き延

びた彼らはサルになり、小麦の様な実を食べた。

トラロック神の番が回ってきた（「四の雨」と呼ばれる

三番目の世界）。ケツァルコアトル神は天から火の雨を降

らせ、トラロック神を太陽神の座から引きずり下ろした。

代わりに、トラロック神の妻であるチャルチウトリクエ

女神をその座に就けた（「四の水」と呼ばれる四番目の世

界）。炎の雨により、人びとは七面鳥になり、トウモロコシ

の実を食べた。

「四の水」の時代に、太陽であるチャルチウトリクエ女

神は大雨を降らせ、大洪水を引き起こした。人びとを飲み

こみ、彼らはあらゆる種類の魚になり、花を食した。すべ

てが魚に変わると、天は大地の上に落ちた。

その後、四神は四人の子供を創りだした。大地の中心を

起点に四つの道を創らせ、四方位（東西南北）から天を持

ち上げるように彼らに命じた。

3－2．プロットが生きる神話
この神話では、テスカトリポカ神は土、ケツァルコアト

ル神は風、トラロック神は火、チャルチウトリクエ女神は

水の四大元素を表す。地上界を生成するために必要不可

欠な元素である。いずれが欠けても地上界を誕生させる

ことはできない。そして、巨人、サル、七面鳥、魚は、特定

の種を表すのではなく、アステカ人が各世界（元素）に依

存すると考えた動物相を象徴する。

ここで重要になってくるのが、「すべてが魚に変わる

と、天は大地の上に落ちた」の一文である。現在、世界（地

上界）は二次元の世界でしかない。そのため、四神は四人

の神の子を創り出し、彼らに「天を持ち上げ」させること

で、空（五番目の元素）を誕生させた。これにより、地上界

は、本来の姿である三次元の空間となった。

これが、「世界が滅んだ」に傍点を打った理由である。確

かに、各世界は滅んだかのように見える。しかしこの「滅

び」は、消滅を意味するのではなく、次の空間（太陽）や元

素を誕生させる土壌の糧を表している。

滅びから誕生への連続性を見落としてはならない。

4．なぜ五番目の太陽は誕生したのか

近年、アステカ王国の建国は、1325年4月13日午前

10：58に始まったと推定されるようになった。なぜ、秒単

位まで正確に知ることが可能なのだろうか。皆既日食の

年月日と継続時間を算出し特定されたのが上記である。

これを肯定する研究者は、皆既日食によって現れた太陽

は、五番目に誕生した太陽を意味しており、恐らくアステ

カ人はこの現象を象徴的に捉えただろうと解釈している。

五番目の太陽の創造神話：
人間は弱々しく暗闇の中で暮らしていた。それを不憫

に思った神々は、テオティワカンに集い、太陽を創造する

ために話し合った。太陽を創造するには、神々の内、誰か

が犠牲となって炎に飛び込まねばならない。テクシステ

カトルという神が名のり出た。しかし、念のためか、もう

一人候補者を探した。目立たず無口ではあったが傾聴し

ていたナナワツィンが指名された。太陽を誕生させる炎

を用意するために、巨大な丘が造られた。四日間の断食と

勤行の後、いよいよ太陽創造の儀式が始まった。炎を前に

し、テクシステカトルは身投げを躊躇した。四度試みたが

飛び込むことはできなかった。第二候補ナナワツィンの

登場である。

逡巡などせず、炎の中に消えた。それを見たテクシステ

カトルは、負けじと己も炎に飛び込んだ。しばらくする

と、東から太陽となったナナワツィンが現れた。さらに、

東から太陽となったテクシステカトル（後に月となる）が

現れた。

四番目までの太陽の誕生と消滅の連続性と比較し、五

番目の太陽の誕生は、滅びた四つの太陽と接触しない。四

番目までの太陽の創造神話で大地の創造は完了してお

り、一幕として完結している。第二幕では、第一幕の主人

公であった四神は登場しない。代わって、ナナワツィンが

主役になる。これは、四番目までの太陽の創造神話と五番

目の太陽の創造神話は、別々に作成されていたことを表

している。

より重要なのは、「太陽の石」（図3）を代表例として、ア

ステカ人は四番目までの太陽の創造神話を上手く利用

し、この続編として五番目の太陽を誕生させたことであ

る。アステカの為政者は、この物語を基に、我々は五番目

の太陽の子供であるため、この世を治める正統な権利が

あると主張したいのだ。

アステカ人にとって、これらの神話はおとぎ話ではな

く、「事実」であったと言える。

図2　『ボルジア絵文書』に描かれる神 （々①テスカトリポカ神、
　　  ②ケツァルコアトル神、③トラロック神、
　　  ④チャルチウトリクエ女神；FAMSI - Akademische Druck - 
　　  u. Verlagsanstalt - Graz - Codex Borgiaから転用・修正）

・・・
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1．今も生きる神話のエピソード

トラランカレカ遺跡（前800～後300年）で、ピラミッ

ドを発掘していた（図1）。私は、どのようにこのピラミッ

ドが崩落したのかを理解したく、土層を観察していた。そ

のとき、初老のメキシコ人農夫が私に近づいてきた。

彼は「おはよう」と挨拶すると私に問いかけた。「洪水の

層はどこにある？」

（？？。…洪水？）と頭の中で彼の質問の意図を探る。

トラランカレカ遺跡を調査する理由は、メキシコ中央

高原における国家形成史を解明することにある。先行研

究は、テオティワカン（前100～後550／600年）で古代

国家が築かれたと指摘する。しかし、これよりも前の時代

の考古学データが乏しいため、その詳細は不明である。先

行研究の中で、洪水がこの国家形成に関係していたとの

指摘は皆無である。

男性の顔をまじまじと見ながら、彼が言う洪水とは何

かを考え続ける。彼は根気よく私が口を開くのを待って

いた。

（…あーっ！なるほど、そうか。洪水（diluvio）ではなく、

「大洪水（Diluvio universal）」のことか！）

メキシコ人の大多数はカトリック教徒で、敬虔な信者

が多い。彼もそうであると直感した。

旧約聖書の『創世記』に記されている「大洪水」は、彼に

とって歴史的事実であり、このメキシコの地でも痕跡が

認められると考えているのだろう。

再度悩んだ。どのように答えれば、彼の面目（信仰心と

プライド）を傷つけずにすむのか。

彼は土層の下の方に視線を向け、なお私の答えを待っ

ている。

「…少なくとも現段階でオリーブの実は出てきていな

いですね」と私は答えを曖昧にした。「そうなのか」と残念

そうな顔をする。「ありがとう」と言うと去っていった。

2．「事実」としての神話

このエピソードは、神話とは人によって事実であるこ

とを私に気づかせてくれた。

世界のすべてを覆いつくす『創世記』の「大洪水」は、神

話（フィクション）であり、仮にそのような事実があった

としても脚色されている。確かに、アララト山の山頂付近

から、ノアの箱舟と推測できる木の化石が出土している

が、地球規模の大洪水の痕跡は確認されていない。などと

主張する権利は私にはない。

彼が信じる聖書の一節を否定することは、カトリック

信者への冒涜に相当するかもしれない。また、彼よりも若

い私からの訂正は無知を暗示させ、知的探求心を失わせ

ることに繋がるかもしれない。神話を信じるということ

は、その人の生きる糧にも枷にもなると思った。その後、

なぜ神話は存在するのかについて思考を巡らした。これ

を生み出した作者（多くは読人不知）の意図（戦略）を、読

み解こうとするようになった。

確かに、アステカ社会の神話は私たちにとって理解し

にくい。しかし、神話として語られる各エピソードを丁寧

に読み解き、これらの断片（プロット）を歴史資料として

捉え直し総合的に考察すると、とても興味深い姿（ストー

リー）が見えてくる。また、神話の製作者は各方面の知識

に造詣が深いことが分かり、これらを体系的にまとめ上

げた完成度の高さに驚かされる。

さらに、私たちは神話と呼ぶこの神品は、創世神話を伝

えることを第一の目的にしていないことに気づかされ

る。むしろ、アステカ人の選民思想の浸透や王国のナショ

ナリズムの高揚のために、自国民や他者に向けたプロパ

ガンダであったことが理解できる。

もはや、神話はフィクションではない。

3．完成度の高い物語

3－1．「大洪水」はメソアメリカにもあった！
アステカ社会の神話の中にも、大洪水の伝説がある。も

ちろん、これは『創世記』の「大洪水」と関係ないが、世界

が滅んだという意味においては同様である（「滅んだ」に

傍点を打つ理由は後述）。しかしアステカ人は、世界（太

陽）は一度だけではなく四度滅んだと言う。そして、彼ら

は自らが再生した五番目の世界に生きると理解し、そし

て信じさせた。

四つの太陽の神話：
テスカトリポカ神、ケツァルコアトル神、トラロック

神、チャルチウトリクエ女神の四神が集った（図2）。

テスカトリポカ神は太陽（「四のジャガー」と呼ばれる

一番目の世界）になった。四神は巨人を創った。彼らは腕

力があるため、松を引っこ抜きその実を食べた。それ以外

は何も食さなかった。ケツァルコアトル神が次の太陽

（「四の風」と呼ばれる二番目の世界）になった。巨大な杖

でテスカトリポカ神を殴り、海へと追い落とした。テスカ

トリポカ神はジャガーに変身し、巨人を絶滅させた。

ケツァルコアトル神が太陽となり時が経つと、太陽神

として返り咲きたかったテスカトリポカ神は同じことを

行った。ジャガーの姿でケツァルコアトル神を襲い、太陽

神の座から引きずり下ろした。台風を呼び起こし、ケツァ

ルコアトル神と人びとをもみ消した。空中に舞う生き延

びた彼らはサルになり、小麦の様な実を食べた。

トラロック神の番が回ってきた（「四の雨」と呼ばれる

三番目の世界）。ケツァルコアトル神は天から火の雨を降

らせ、トラロック神を太陽神の座から引きずり下ろした。

代わりに、トラロック神の妻であるチャルチウトリクエ

女神をその座に就けた（「四の水」と呼ばれる四番目の世

界）。炎の雨により、人びとは七面鳥になり、トウモロコシ

の実を食べた。

「四の水」の時代に、太陽であるチャルチウトリクエ女

神は大雨を降らせ、大洪水を引き起こした。人びとを飲み

こみ、彼らはあらゆる種類の魚になり、花を食した。すべ

てが魚に変わると、天は大地の上に落ちた。

その後、四神は四人の子供を創りだした。大地の中心を

起点に四つの道を創らせ、四方位（東西南北）から天を持

ち上げるように彼らに命じた。

3－2．プロットが生きる神話
この神話では、テスカトリポカ神は土、ケツァルコアト

ル神は風、トラロック神は火、チャルチウトリクエ女神は

水の四大元素を表す。地上界を生成するために必要不可

欠な元素である。いずれが欠けても地上界を誕生させる

ことはできない。そして、巨人、サル、七面鳥、魚は、特定

の種を表すのではなく、アステカ人が各世界（元素）に依

存すると考えた動物相を象徴する。

ここで重要になってくるのが、「すべてが魚に変わる

と、天は大地の上に落ちた」の一文である。現在、世界（地

上界）は二次元の世界でしかない。そのため、四神は四人

の神の子を創り出し、彼らに「天を持ち上げ」させること

で、空（五番目の元素）を誕生させた。これにより、地上界

は、本来の姿である三次元の空間となった。

これが、「世界が滅んだ」に傍点を打った理由である。確

かに、各世界は滅んだかのように見える。しかしこの「滅

び」は、消滅を意味するのではなく、次の空間（太陽）や元

素を誕生させる土壌の糧を表している。

滅びから誕生への連続性を見落としてはならない。

4．なぜ五番目の太陽は誕生したのか

近年、アステカ王国の建国は、1325年4月13日午前

10：58に始まったと推定されるようになった。なぜ、秒単

位まで正確に知ることが可能なのだろうか。皆既日食の

年月日と継続時間を算出し特定されたのが上記である。

これを肯定する研究者は、皆既日食によって現れた太陽

は、五番目に誕生した太陽を意味しており、恐らくアステ

カ人はこの現象を象徴的に捉えただろうと解釈している。

五番目の太陽の創造神話：
人間は弱々しく暗闇の中で暮らしていた。それを不憫

に思った神々は、テオティワカンに集い、太陽を創造する

ために話し合った。太陽を創造するには、神々の内、誰か

が犠牲となって炎に飛び込まねばならない。テクシステ

カトルという神が名のり出た。しかし、念のためか、もう

一人候補者を探した。目立たず無口ではあったが傾聴し

ていたナナワツィンが指名された。太陽を誕生させる炎

を用意するために、巨大な丘が造られた。四日間の断食と

勤行の後、いよいよ太陽創造の儀式が始まった。炎を前に

し、テクシステカトルは身投げを躊躇した。四度試みたが

飛び込むことはできなかった。第二候補ナナワツィンの

登場である。

逡巡などせず、炎の中に消えた。それを見たテクシステ

カトルは、負けじと己も炎に飛び込んだ。しばらくする

と、東から太陽となったナナワツィンが現れた。さらに、

東から太陽となったテクシステカトル（後に月となる）が

現れた。

四番目までの太陽の誕生と消滅の連続性と比較し、五

番目の太陽の誕生は、滅びた四つの太陽と接触しない。四

番目までの太陽の創造神話で大地の創造は完了してお

り、一幕として完結している。第二幕では、第一幕の主人

公であった四神は登場しない。代わって、ナナワツィンが

主役になる。これは、四番目までの太陽の創造神話と五番

目の太陽の創造神話は、別々に作成されていたことを表

している。

より重要なのは、「太陽の石」（図3）を代表例として、ア

ステカ人は四番目までの太陽の創造神話を上手く利用

し、この続編として五番目の太陽を誕生させたことであ

る。アステカの為政者は、この物語を基に、我々は五番目

の太陽の子供であるため、この世を治める正統な権利が

あると主張したいのだ。

アステカ人にとって、これらの神話はおとぎ話ではな

く、「事実」であったと言える。

図3　石彫「太陽の石」と中心部の復元拡大図（①「四のジャガー」、
　　  ②「四の風」、③「四の雨」、④「四の水」、中央の顔は五番目の
　　  太陽になったナナワツィンの別名トナティウ神；左写真：
　　  メキシコ国立人類学博物館展示、右図：Caso, Alfonso 1953 
　　  El pueblo del Sol. Fondo de Cultura Económica, Mexico City, 
　　  p.48を基に作成）
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