
　『古事記』で語られている大國主の物語は、大國

主の生い立ち、冒険、国作り、歌謡物語、国譲り

に大別して考えられるが、神話学的観点から論じ

られる大國主の物語は、その冒険的側面を強調さ

れ、文化英雄として扱われることが多い (1)。松前

は、比較神話学の立場から、大國主の生い立ちか

ら国作りまでを世界的な「英雄求婚譚」に分類し

(2)、同様に吉田もギリシャ神話との類似性を指摘

したうえで、大國主の物語を「王者の資格を得る

ためのイニシエーション」と位置付ける (3)。西條

は、冒険譚の箇所を他の神話と符合させる取り組

みを行っている (4) が、他の先行研究では、各地に

散らばった民間伝承や歌謡を元に作られたという

大國主の物語自体の背景から、国作り以前と歌謡

物語以降を分けて考えることが多い。これは、神

話学という観点そのものが、物語全体を考慮する

のではなく、その部分的役割を強調する傾向を表

している。

　また、ジョーゼフ・キャンベルに代表されるユ

ング派神話学は、世界の神話には共通した物語の

流れがあるという、神話類型論の立場を取る。古

代の神話と「スター・ウォーズ」が同じ物語展開

をし、人々の心に強い印象を与えるという考え方

は、人間の意識の普遍性を考察する上で、非常に

興味深い。しかし、ユング心理学自体が近代に端

を発する以上、神話類型論には、古代の神話を近

代以降の価値観で判断することで、神話自体の持

つ意味を損なわせて解釈してしまう恐れがあるの

ではないか。例えば、キャンベルは神話に表れる

英雄と女性は一対であると説明しているが、それ

は現代的な一夫一妻制を基礎とする、時代錯誤的

解釈とは言えないだろうか。

　本論文では、神話学の立場から大國主の物語を

再考することで、先行研究の中で扱われなかった、

大國主の物語の神話学的役割を明らかにしたうえ

で、神話学に内包された問題点を考える。また、

大國主の物語を考える上で、これまで用語が一人

歩きしている印象を受けがちな神話類型を、事例

を挙げながら見直していく。

　まず、第１章では神話学の基礎となる神話類型

論とは何なのかを、キャンベルが神話類型論的構

造を持った物語の代表例として挙げている、「大鴉

の物語」を見直すことで明らかにする。第２章で

は、大國主の物語を神話学的英雄譚として捉え直

し、その上で、第３章で、大國主の物語を考察す

ることで見えてくる神話学の問題点を、特に神話

における女性の役割から考察する。そして、結論

にて、神話学から見た大國主の物語と、大國主の

物語から見た神話学を相互考察することで、神話

学の限界と可能性を提示する。

１．キャンベルの神話類型論

　キャンベルは、世界中の神話には共通したパター

ンがあるとし、次のように述べている。

　英雄は日常生活から危険を冒してまでも、人為

の遠くおよばぬ超自然的な領域に赴く。その赴い

た領域で超人的な力に遭遇し、決定的な勝利を収

める。英雄はかれにしたがう者に恩恵を授ける力

をえて、この不思議な冒険から帰還する (5)。

 

　この神話パターンは、「分離－イニシエーション

－再生」から成る通過儀礼を物語の形に変換した

ものだと、キャンベルは述べている。「分離」の段

階では、「冒険への召命」、「召命の辞退」(6)、「超

自然なるものの援助」、「最初の境界の越境」、「鯨
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の胎内」が、「イニシエーション」の段階では、「試

練の道」、「女神との遭遇」、「父親との一体化」、「神

格化」が、「再生」の段階では、「呪的逃走」、「帰

路境界の越境」、「帰還ならびに社会との再統合」(7)

が、神話の基本要素として想定されている。一見、

基本要素の省略が見られる神話であっても、何ら

かの形で基本要素は痕跡をとどめている、とキャ

ンベルは主張する (8)。

　エスキモー族に伝わる「大鴉の物語」は、神話

類型の典例である。物語は、大鴉が浜辺で一頭の

牝鯨と出会うところから始まる。大鴉を冒険に導

く、この牝鯨は「使者」であり、「冒険への召命」は、

生き物や幻想的な動物によって、人間の生活範囲

の外で行われる傾向がある (9)。

　牝鯨の口の中へ飛び込んだ大鴉は、あたりが立

派な部屋の入口に変わっていることに気付く (10)。

「鯨の胎内」は、英雄が「かれにしたがう者に恩恵

を授ける力をえ」る場所であり、現実とは異なる

法則に基づいて進行しながら、生活世界を生成・

維持するエネルギーを生み出す儀礼世界として区

別される (11)。儀礼世界は、天空や地下といった、

生活世界を超えたところに想定される (12)。

　儀礼世界で、大鴉は「鯨の魂」(13) を表す美し

い少女に出会う。儀礼世界で英雄が出会う女性は、

英雄が冒険で獲得するものの象徴、すなわち大鴉

が獲得する世界を具現化した「女神」である (14)。

大鴉は、「鯨の胎内」という儀礼世界の力を得るた

め、その世界と緊密につながった少女との聖婚を

志向する。大鴉の物語では、聖婚は「鯨の胎内」

に流れる油を大鴉が舐めとる行為によって示され

る (15)。このような婉曲的な表現は、神話が語ら

れる地域の風土や習慣、信仰に合わせて物語の筋

書きが変更され、象徴的表現に転置されるためで

ある (16)、とキャンベルは述べている。

　油に夢中になった大鴉が油を出す管を折り取る

と、部屋に大量の油が流れ込み、部屋全体が激し

く揺れ出した。その管が牝鯨の動脈であったため

である。牝鯨は死んで岸辺に打ち上げられ、大鴉

はその胎内に閉じ込められてしまう。大鴉は、通

りがかった村人によって助けられ、生活世界に帰

還する (17)。

　鯨の死骸は、村人にとって重要な資源であるこ

とから、大鴉が生活世界にエネルギーを持ち帰っ

たことを表している。物語の役割は、死と再生を

乗り越えた英雄が、世代交代によって新たな時代

を生み出すことにある。大鴉は、古き時代の象徴

である牝鯨の力を受け継いで生還することによっ

て、新たな時代の担い手である英雄として描かれ

ている (18)。つまり、大鴉によるエネルギーの持

ち帰りは、儀礼世界が生活世界を支えていること

を説明し、二つの世界が表裏一体の相互干渉の関

係にあることを表している (19)。

　キャンベルは『千の顔を持つ英雄』の中で、各

要素に対応した神話の断片を紹介しており、「大鴉

の物語」のように、神話類型論と包括的な重ね合

わせがなされた神話は少ない。「大鴉の物語」にし

ても、神話類型論を十全に含むものではない。し

かし、ユグドラシルで己を捧げて知を得た北欧神

話のオーディンや、試練を潜り抜けて神である父

親に認められるナヴァホ族の双生児英雄神話など、

我々が知っている多くの神話が、部分的であれ、

これまで述べてきた神話類型的構造を持っている

ことは想像に難くない。

　キャンベルの理論を総括すれば、「大鴉の物語」

に代表される、神話類型論的構造を持つ物語は、

英雄が王や神という役割を担う正当性の所在を明

らかにする役割があり、更に、彼らが永遠に君臨

せず、世代を交代する存在であることを告げる意

味を担っていると言えよう。

２．神話類型論から見た大國主の物語

　序論で述べたとおり、大國主の物語は「大鴉の

物語」同様、儀礼世界へ降り立った英雄が古き時

代の象徴を倒し、力を得て生活世界へ帰還する英

雄譚として論じられてきた。確かに、大穴牟遅が

死と再生を繰り返しながら、根の堅洲国で須佐之

男の試練を潜り抜け、須世理眦売を得て大國主と

なる一連の物語は、第１章で見た神話類型に当て

はまるように思われる。

　大國主の物語は、「稲羽の素菟」、「八十神の迫害」、

「須佐之男による試練」、「大國主としての国作りの

始まり」、「八千矛神の歌謡物語」、「国作りの完成」、

「国譲り」に区別されて論じられることが多い。本



論文では、「八千矛神の歌謡物語」までを取り扱い、

神話類型論とのすり合わせを試みる。

(1)　「稲羽の素菟」－不十分であった「冒険への

召命」

　大穴牟遅（大國主の前身）は、「高き山の尾の上」

で、大穴牟遅の兄弟神によって苦しんでいる「裸

の菟」に出会う。大穴牟遅が菟を助けると、菟は

「此の八十神は必ず八上比売を得じ。袋を負へども、

汝命獲む」と予言を残す。（『古事記』13-15）

　この、皮を剥かれた菟の正体は「菟神」である。

菟神の予言によって、大穴牟遅は八十神に迫害さ

れ、根の堅洲国へ逃れることになる。つまり、こ

の菟は、大穴牟遅を冒険へと誘う「使者」であり、

大穴牟遅と菟との出会いは「冒険への召命」である。

しかし、結果的に大穴牟遅を冒険へ誘い出したも

のの、「稲羽の素菟」の行動には根の堅洲国に関す

る情報が全く含まれていない。この点については、

第３章にて再び取り上げる。

(2) 「八十神の迫害」－英雄の幼少期と「最初の境

界の越境」

　大穴牟遅が八上比売を得ることに怒った八十神

によって、大穴牟遅は殺されてしまう。母である

刺国若比売の嘆願により、神産巣日が力を貸し、

大穴牟遅は「麗しき壮夫」となって甦る。しかし、

再び大穴牟遅は八十神に殺され、刺国若比売の願

いによって甦る。八十神から逃れるため、大穴牟

遅は「木の俣」を「漏く」ことで根の堅洲国へ向

かう。（『古事記』39-41）

　西條は、繰り返される大穴牟遅の死と再生は、

大穴牟遅の成人を表している (20)、と述べている。

母である刺国若比売の度重なる関与は、彼が成人

していない事を表している (21)。大穴牟遅は、「冒

険への召命」によって成長を始めたばかりの子ど

もである。まだ子供の大穴牟遅は、冒険に旅立つ

ことが出来ない。そんな大穴牟遅の前に立ちはだ

かる八十神は、これからの冒険に耐えられるよう、

大穴牟遅を成長させる要素となっている。つまり、

「八十神の迫害」は、未成熟だという理由で「召命

を辞退」せざるを得なかった大穴牟遅を成長させ

る、「超自然なるものの援助」に位置付けられよう。

「八十神の迫害」によって成人した大穴牟遅は、根

の堅洲国へ向かう。根の堅洲国は、八十神の力が

届かない外界であり、強大な力を持つ大神、須佐

之男の統べる世界である。試練によって大穴牟遅

を大國主に成長させる根の堅洲国は、ここでは儀

礼世界として描かれている。根の堅洲国には北欧

神話の世界樹との類似が見られる (22) が、ここで

は、「木の俣」を「漏く」という行為に焦点を当て

たい。鳥居が、神の空間である神社と生活空間と

を分け隔てる境界になっているように、間を潜り

抜ける行為は別世界への越境である。つまり、大

穴牟遅の「木の俣」を「漏く」行為は、彼が儀礼

世界へ向かっていることを象徴的に表している。

(3) 「須佐之男による試練」－「試練の道」から「帰

路境界の越境」まで

　根の堅洲国に着いた大穴牟遅は、須佐之男と、

その娘の須世理眦売と出会う。須佐之男は、「こは、

葦原の色許男の命といふ」と大穴牟遅に名前を与

えたうえで、彼を 1 日目は「蛇の室」に、2 日目は「呉

公と蜂との室」に眠らせ、3 日目は燃える「大き野」

に放った「鳴鏑」を取ってくるように命じた。葦

原の色許男は、須世理眦売からの援助もしくは自

身の力で、これらの試練を克服する。須佐之男の

頭にいた呉公すら食べ（たように見せ）た葦原の

色許男を「心に愛しと思」った須佐之男は、つい

に眠ってしまう。（『古事記』71-75）

　須世理眦売は、根の堅洲国を統べる須佐之男の

力の象徴、すなわち儀礼世界における「女神」で

ある。彼女を得ることは、国を統べる須佐之男の

力を得ることにリンクしている。

　須世理眦売は、「甚麗しき神来たり」と大穴牟遅

を結婚するに足る存在として見ているのに対し、

須佐之男は大穴牟遅を認めない。古今東西におけ

る花嫁獲得の物語の多くでは、花嫁の解放を拒む

親もしくは怪物 (23) が、英雄に無理難題を叩きつ

ける (24)。須佐之男も同様に、葦原の色許男に無

理難題を突き付けている。

　須佐之男による一連の試練において、葦原の色

許男は「八十神の迫害」の際とは見違えるような

活躍を見せる。無抵抗に八十神によって殺されて

いた大穴牟遅は、今や須世理眦売の助言や己の機
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知を活用して、試練を潜り抜ける英雄である。

　葦原の色許男は、眠ってしまった須佐之男の髪

を垂木に結び付けると、「五百引の石」で室を塞

ぎ、須世理眦売を背負い、「其の大神の生太刀」、

「生弓矢」、そして「天の沼琴」を持って逃げ出し

た。しかし、その際に「天の沼琴樹に拂れて地動

み鳴り」、須佐之男を起こしてしまう。葦原の色許

男は、須佐之男が髪を解いている間に、須佐之男

が追って来られないところまで逃げる。葦原中国

と根の堅洲国とを結ぶ黄泉比良坂まで追ってきた

須佐之男は、葦原の色許男が「生太刀・生弓矢を

もちて汝が庶兄弟をば坂の御尾に追ひ伏せ、また

河の瀬に追ひはらひて、おれ大國主の神と為り」、

「其の我が女須世理眦売を適妻として」、葦原中国

を支配することを認める。葦原中国に戻った大國

主は、八十神を倒し、「始めて國を作りき」。（『古

事記』75）

　神野志は、「生太刀」、「生弓矢」は大國主の権威

の正当性を、「天の沼琴」は権威の源である須佐之

男をそれぞれ象徴し、須世理眦売は大國主の権威

を裏付ける須佐之男の力と密接に繋がっている、

と述べている（『古事記』77）。黄泉比良坂で、須

佐之男は大穴牟遅がこれらを所有することを認め、

大國主という名を与えることで、正式に葦原中国

を統べる権威を付与している。

　また、須佐之男から大穴牟遅への権威の継承は、

新たな権力者である大國主が、古い権力者である

須佐之男に取って代わったことを表す。黄泉比良

坂を通り、葦原中国に帰還した大國主は、八十神

を倒して葦原中国の支配者となり、漸く「国作

り」を始める。神野志は、大國主が持ち帰った須

佐之男の力によって、葦原中国は「国」としての

完成形に変化していく、と述べている（『古事記』

117）。つまり、世代交代が行われた、生活世界の

葦原中国と儀礼世界の根の堅洲国は、相互に干渉

し合う、表裏一体の世界として描かれている。

(4)　「八千矛神の歌謡物語」－「帰還ならびに社

会との再統合」

　ここで、大國主は再び「八千矛」と名前が変わり、

「八千矛神の歌謡物語」が展開する。「八千矛神の

歌謡物語」は、八千矛による沼河比売との恋の駆

け引きから始まり、それに嫉妬した須世理眦売の

もとへ八千矛が戻る構成になっている。沼河比売

のもとへ夜這う八千矛に対して、須世理眦売は嫉

妬を露わにする。これを受けて、八千矛は沼河比

売に会いに行くのを逡巡し、須世理眦売と歌を交

わす。八千矛は出立を取り止め、酒杯を酌み交わ

しつつ、須世理眦売と夫婦の絆を高め合う。（『古

事記』120-167）

「八千矛神の歌謡物語」については、様々な解釈が

ある (25) が、私は、この歌のやり取りには、八千

矛が生活世界へ再統合する段階を描く意図がある

と考える。

　キャンベルは、「帰還ならびに社会との再統合」

は英雄にとっての最重要課題である、と述べてい

る (26)。儀礼世界での超越的体験を終えた英雄は、

今後彼が生きていく、平凡で猥雑な生活世界に適

応しなければならない (27)。そのような「平凡で

猥雑な」生活世界を象徴するのが、男女間の嫉妬

であろう。八千矛の権威が須佐之男に依るもので

ある以上、八千矛には、須勢理眦売を生活世界に

定着させる必要がある。沼河比売の登場と須勢理

眦売の嫉妬は、八千矛が冒険において最も重要な

「再統合」の段階に入ったことを表している。

　八上比売や沼河比売を差し置いて須世理眦売が

優遇されるのは、彼女が須佐之男の力と密接に結

び付いているからに他ならない。英雄の役割は、

生活世界と儀礼世界との媒介である (28)。須世理

眦売を蔑ろにして沼河比売に夢中になることは、

儀礼世界である根の堅洲国と、生活世界である葦

原中国の安定した関係を崩す。須佐之男の力は、

八千矛の権威の源であり、八千矛は、根の堅洲国

という後ろ盾なしに支配者としての地位を維持で

きない。つまり、八千矛が沼河比売に夢中になる

ことは、八千矛の権威の危機に直結している。

　最終的に八千矛は、須世理眦売の「嫉妬」のサ

インに気付き、須世理眦売との関係を修復する。

八千矛は、ついに生活世界への帰還と社会への再

統合に成功し、根の堅洲国を巡る、一連の通過儀

礼的冒険を満了する。

３．大國主の物語から神話学を再考する



　キャンベルの神話類型論の立場から大國主の物

語を考察していくと、いくつかの問題点が見えて

きた。

　まず、「冒険への召命」と冒険の結果が食い違っ

ている点が挙げられる。「稲羽の素菟」は八上比売

との結婚のみを言及し、須世理眦売はおろか、須

佐之男に至っては全く触れない。素菟の予言が無

ければ、大穴牟遅が根の堅洲国へ行くことは無かっ

ただろうが、「稲羽の素菟」は「使者」として、些

か能力不足に見える。

　八上比売と沼河比売の役割も不可解である。何

故、大國主の物語では、「八上比売」、「須勢理眦売」、

「沼河比売」といった、複数の女性が描かれている

のだろうか。

　キャンベルの想定する英雄神話では、妻は「女

神」であり、唯一の存在である。この前提が、大

國主の物語の考察を難解にしている。キャンベル

は、英雄神話における恋愛譚を著作の中で多く扱っ

ているが、大國主の物語のように、一人の英雄に

対して多くの恋愛譚がある場合の考察を回避して

いる。一人の英雄が、多くの妻を得る冒険を具体

例として引きながら、そこに現れる女性たちを無

視しているのである (29)。

　キャンベルは、神話における女性を以下の 3 タ

イプに分類している。老婆や母親といった形で現

れる「庇護者」(30)、英雄が克服すべき執着を象徴

する「誘惑者としての女性」(31)、そして、英雄に

支配者としての力を授ける「女神」である。キャ

ンベルの論に即して言うならば、英雄が力を得る

のは「女神」のみからであり、「誘惑者としての女性」

と交われば羞恥によって、執着を捨てることを学

ぶ。大國主の物語とキャンベルの女性タイプをす

り合わせるならば、刺国若比売は「庇護者」、須勢

理眦売は「女神」に該当するが、八上比売、沼河

比売には該当する女性タイプがない。

　キャンベルの神話類型論は、神話の成立背景を

考慮せず、現代に生きる我々に即した神話解読と

して批判されることも多い (32)。キャンベルの神

話類型論における女性の扱いは、その一例になる

であろう。現代に即した解読だからこそ、神話成

立期の一夫多妻的社会が、キャンベルの神話考察

に反映されていない可能性である。また、キャン

ベルの理論の背景にあるユングの元型論からの影

響も、考慮に入れる必要があろう。ここでは元型

論について詳しく触れないが、「庇護者」が「グレー

トマザー」、「誘惑者としての女性」が「シャドー」、

「女神」が「アニマ」であると考えられる。

　では、八上比売や沼河比売はどのように考えれ

ば良いだろうか。八上比売が大穴牟遅を儀礼世界

へ旅立たせるために、沼河比売が八千矛を生活世

界へ「再統合」させるために、結果的に働いたと

するならば、彼女たちは大國主を次の儀礼段階へ

進ませたという共通項を持つ。つまり、彼女たち

は「ステップアップするための花嫁」とでも言え

るような、キャンベルやユングが想定しなかった

役割を担っていると考えられる。つまり、キャン

ベルが元型論の範囲内で神話類型論を収めようと

した結果、その他の役割を担った神話における女

性たちが考察されなかった可能性がある。

　しかし、根の堅洲国に到着して以降の展開は、

キャンベルの神話類型論に合致する点が多い。「分

離－イニシエーション－再統合」の段階に応じて、

「大穴牟遅」、「葦原の色許男」、「大國主」、「八千矛」

と大國主の名前が変えられていくのは、物語がイ

ニシエーションと同様に展開していくことを示し

ている。また、先行研究で切り離されて語られて

いた「八千矛神の歌謡物語」を「帰還ならびに社

会との再統合」として捉える試みは、大國主の物

語に対する、一つの読み方を提示できたのではな

いか。

結論

　神話類型論の立場から言えることは、大國主の

物語が、大國主という英雄が成長し、支配者とし

ての力を得、それを行使していくまでの、英雄の

一生とも言えるべき形態を取っている、という一

点であろう。英雄譚は、英雄としての役割の継承

(33) もしくは死 (34) によって幕を閉じる、とキャン

ベルは述べている。円満に役割を終えられなかっ

た英雄は、次なる英雄の前に立ちはだかる父性原

理の象徴となってしまう。大國主の物語において

は、「国譲り」が権威の継承であり、その意味でも、

神話類型論に即している。

● 論文
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　大國主の物語は、権威の出所を明確にすること

で、支配者である大國主の権威の正当性を示すだ

けでなく、支配者の世代交代を描くことで支配の

有限性を示している。『古事記』における大國主は、

王たちのあるべき姿を表したものであり、王の規

範を読み手に伝えるために描かれたとも考えられ

る。ただし、世代交代を題材とした須佐之男から

大國主への権威継承と、大國主から邇邇芸命への

権威継承は、その性質の差異からから同列に論じ

えないため、その比較が今後必要となるであろう。

　しかし、ユングの元型論から影響を受けた神話

学には、女性論に見られるように、多彩な神話の

きらめきを類型という箱の中に押し込めてしまう、

画一的特徴があることも事実であろう。類型論に

収まりきらない神話の断片を排除してしまうので

はなく、その断片をいかに読み取っていくかが、

神話学を用いた研究において重要になるだろう。

その中で、神話学の限界も見えてくるのではない

か。神話学は、外的類型論によって神話を解読する。

そのやり方も有効ではあろうが、本論文で見てき

たように、外的類型論と内在的文献解釈という双

方向からの考察が、今後必要になるだろう。

脚 注

【一般注】『古事記』からの引用は、『古事記注解 4』（神野志

隆光 , 山口佳紀 . 笠間書院 . 1997 年）に拠る。次のように略

記する。『古事記注解 4』－『古事記』。数字は引用元のペー

ジ数である。なお引用文は、読みやすさを考え、引用元の不

読字の省略や漢字の平仮名化など、適宜変更を加えている。
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