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昔話が語るく死と向き合う子どもたち〉

序

鵜野祐介

「おじいちゃんが言ってました。人間が生まれることは奇跡だけど、死ぬことは必然

だって。命あるものが死ぬということほど、当たり前の理はないって。だから、どれほ

どつらくても悲しくても、人はその理を受けいれないといけないって。あたしは受けい

れました。……受けいれます。おじいちゃんの死を」

「もし、わたしがあの子にあんなことを言っていなければ、あの子が家を飛びだした

りせず、予定通りの時間に、そのお嬢さんを迎えに行っていれば、あの子は事故に巻き

こまれなかったのよ・わたしのせいであの子は死んだのよ・わたしがあの子を殺したの」

「力を貸してちょうだい。もし、あの子を生きかえらせられるのなら、わたしは何を

失ったっていい。お願いだからわたしに……、魂呼びの神事に力を貸して」(富安陽子

2012,pp.221-224)。

「ポスト3．11」の児童文学作品が今、紡ぎ始められている。家族や親友との突然の、そ

して永遠の別れを体験し、死とは何か、いのちとは何かという問いに直面した子どもたちに

そっと寄り添い、彼らを支え、悲しみごと抱きしめてくれるような物語が、新たに生まれ出

ている(')。

それでは、伝承文学はどうか。いつの時代にも、理不尽な出来事は突然人びとを襲ってき

たに違いない。そしてその衝撃によって心を打ち砕かれてしまわないために、あるいはま

たその記憶を失わないために、「非日常の物語」を人びとは紡ぎ、語り継いできたに違いない

とりわけ、子どもが死と直面する昔話の中には、先人たちが子どもたちに死をどう受け止め

てもらいたかったのか、また子どもたち自身が死をどう受け止めていたのかを知る手掛かり

が内包されている気がする。

先人たちとその子どもたちのそうした想いを明らかにすることを通して、「ポスト3．11」

における伝承文学の存在意義を見出すこと、それがこの論稿の主題である。今回は特に、日

本の昔話の中で、死と向き合う子どもたちが登場するもののうち、「殺される子ども」「寿命

を定められた子ども」「親を亡くした子ども」の姿に絞り、考察を進めたい。テキストとし

て、稲田浩二1988『日本昔話通観』第28巻「日本昔話タイプ°インデックス」(略号n)におけ

る「昔語り」と「動物昔話｣、合計597話型を用いることにする。

(うの.ゆうすけ立命館大学）
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1．殺される子ども

テキストを通覧した結果､「殺される子ども」という主題は、誰が加害者となるか、また殺

した理由によって、次の5つに大別されることがわかった。①継母による虐待、②指導者に

よる折慌③兄弟による猜疑心、④異類による殺害、⑤子どもの生き肝の提供、である。そ

れでは順に梗概を見ていこう。

(1)継母による虐待
ままこ

「シンデレラ」や「白雪姫」を持ち出すまでもなく、「継子いじめ」はおそらく世界じゆうの

昔話に見られる最も有名な主題のひとつであるが、そのうち子どもが死に至るものとして

ITには以下のような話型が見られる。198｢継子と味噌炊き｣274A｢継子の訴え－継子と烏型」

274B｢継子の訴え－継子と笛型｣473｢蚕と継子｣477｢継子菜｣。これらの中から274A｢継子の

訴え－継子と烏型」のモチーフ構成を挙げてみる。

（ママノ

①父が子供たちにみやげを約束して、他郷へ旅立つ。

②兄妹が継母に、すりこぎで木を切れ、ざるで水を汲め、と言いつけられて困っている

と、通りがかりの修行者が助けてくれる。
おがら

③継母が煮えたつ釜の上に麻幹の箸を渡し、兄妹をむりに渡らせ、落として殺す。

④帰って来た父が子供たちを捜していると、雀が飛んできて庭の木にとまり、みやげは

もういらぬ、父に会いたい、と鳴く。

⑤父がその木の根元を掘ると子供たちの死体が出てきたので、継母を処刑する。

（稲田1988,p.361)

虐待死した子どもが烏に転生して真実を訴える話で、グリム兄弟1812-1857『子どもと家庭

のためのメルヒェン集』(略号KHM)47｢ねずの木の話」が想起される。ただし日本の昔話で

は殺された子どもが人間の姿に戻ることはない。

死んだ子どもが他の動植物に転生するのがこの話型群の特徴で、「274B継子の訴え－継子

と笛型」では、虚無僧が遺体を埋めた地から生えた竹で作った尺八を吹くと継子の訴えが聞

こえる。また「蚕と継子」では蚕に、｢継子菜」では葉の表面が焼けただれたようにちぢれて

いる青菜に、それぞれ転生する。一方、「継子と味噌炊き」では転生はしないが、弘法大師や

観音菩薩によって生き返るという類話もあり、救済の手がさしのべられる。

(2)指導者による折桔

親ではなく、教師や師匠など子どもに対して指導的な立場にある存在が加害者となる場合

もある。462「よしきりとぞうり」や478｢みようがと小僧」では、和尚が弟子の小僧を死に至

らしめる。順にモチーフ構成を挙げておく。
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IT462「よしきりとぞうり」

①小僧が和尚のぞうりを片方失い、

②小僧はよしきりに生まれ変わり、

和尚は小僧を打ち首にする。

ぞうりの片方で打ち首に、と鳴くようになる。

（同p.437)

IT478｢みょうがと小僧」

①自分の名も覚えられないみょうがんという小僧が、和尚に口ごたえをし、和尚に折椎

されて死ぬ。

②小僧の墓から生えた草はみようがとよばれ、これを食うと物忘れする。（同p.442)

2012年暮れ以来、スポーツの指導者による体罰・暴力が大きな社会問題となっているが、

同じテーマが昔話の中でも語られてきたことがわかる。ここでもまた、死んだ子どもは烏や

植物に転生していることを押さえておきたい。

(3)兄弟による猜疑心

一方、自分に対する厚遇を詞しんだ兄が弟を殺す話がある。Ⅱ442｢ほととぎすと兄弟」と

して登録されている話型で、アイヌ民族や沖縄も含めてほぼ全国に分布している。モチーフ

構成は次の通り。

①弟が、盲目の兄に山芋のうまいところを食くさせ自分は芋の首ばかり食っていると、

兄は弟がもっとうまい物を食っているかと疑う。

②弟が腹を裂いてみせると、そのとき目の開いた兄はほととぎすになり、おとと来たか、

と鳴いて弟を捜しまわるようになる。（同p.432)

ホトトギスは毎年5月に日本に渡来し、8～9月に南方へ去る渡り鳥で、血のように赤

い口元(2'と独特な鳴き声によって、「オトトコイシ（弟恋し)」「ホンゾンカケタカ（本尊欠けた

か)」「ホウチョウカケタカ（包丁欠けたか)」をはじめ、さまざまな「聞きなし」(31の物語を持

つ。本話の他にも443｢ほととぎすと靴｣、444｢ほととぎすと包丁｣、445｢ほととぎすと鍋｣、

448｢ほととぎすと数｣、460「ほととぎすと作男」など、虐待を受けた継子や作男がホトトギ

スに変身したり転生したりする「前生讃」はバラエティに富む。

松浪久子は、「ホトトギスは蜀の天子の亡魂が化した烏であるとされ、あるいは『死出の田

長』『たまむかえどり』などとも呼ばれて、あの世とこの世を往来し冥土の便りをもたらす烏

とされてきた。（中略）ホトトギスの鳴き声を死者の声、死者の’戯悔の声と聞いた古来の人々

の心意のあらわれでもあろう」(松浪1977/1994,p､851)と指摘する。

また松浪によれば、登場人物については兄が弟を殺すという掲載話のような類例が多いが、

兄弟の立場が逆転していたり姉妹になったりする例、さらには和尚と小僧、鍛冶屋と弟子、

といった例も見られるという（同p.851)。
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(4)異類による殺害

子どもはまた、人間以外の者、特にもの言う動植物や超自然的な存在など「異類」と総称

される存在によっても命を奪われる。その代表例はIT128｢瓜姫」であろう(4)。

①婆が、川を流れてくる瓜を呼び寄せ持ち帰って、櫃に入れておき爺とあけると、女の

子が生まれている。瓜姫と名づけて育てる。

②瓜姫はみるみる成長し、上手に機を織る。

③爺と婆が姫に、誰が来ても戸をあけるな、と注意して出かけるが、やってきたあまん

じゃくは少しずつ戸をあけさせて入りこむ。

④あまんじゃくは姫を柿の実もぎに誘い出し、もいだおいしい実は食べしぶい実を投げ

つけるので、姫はあまんじやくの言葉に従って着物をとり替え柿の木に登る。

⑤あまんじやくは姫を木にしばりつけ、姫の着物を着て機を織る。

⑥あまんじやくが殿様に嫁入りしていると烏が、あまんじゃくは駕籠の中瓜姫は柿の木、

と鳴くので、人々はあまんじやくの手足を牛と馬にくくって二つに裂き、そばと萱の

根もとに投げる。そばと萱の根が赤くなる。

⑦姫は救い出され、殿様に嫁入りする。（稲田1988,p.287)

ここに挙げたモチーフ構成では、瓜姫はあまんじやく（天邪鬼）にだまされて着物を交換

した後、高い木にしばりつけられるものの死んではいないが、着物交換の後で殺されたり木

から落ちたりして死ぬという類例も、東北地方を中心として数多く見られる。

他に、異類によって殺される子ども（娘）の話として、IT472｢蚕と娘」がある。この話では、

父親に殺されて皮を剥かれた馬が、その皮で娘を包み込んで空に舞い上がり、蚕となって空

から降ってくる。娘は行方不明のまま話は終わる。

(5)子どもの生き肝の提供

IT577｢猿の生き肝」は「くらげ骨なし」とも呼ばれ、以下のような梗概を持つ。竜宮の乙

姫の病気に猿の生き肝が効くと知って使いに出された亀が、猿を竜宮に連れて来たものの、

くらげがうっかり猿にばらしてしまい、猿は地上に戻ってしまう。猿に石をぶつけられた亀

の甲羅にはひびが入り、魚たちに叩きのめされたくらげは骨なしになる。

この話は猿の生き肝に薬効があるという俗信（民間療法）に基づいたものと言えるが、次

に紹介するIT46｢孫の生き肝」は、幼い子どもの生き肝に薬効があるとする。

①嫁の夢枕に観音が、寅の年寅の日寅の刻に生まれたお前の子の生き肝で盲目の婆の眼

が開く、と告げると、嫁は承知する。

②嫁が子供の生き肝を取って婆の目に付けると、婆の目が開く。

③婆がお腹に包帯をした観音を拝むと、中から孫が現われる。（同p.251)
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嫁である若い母親が姑の目の治療のために、観音のお告げに従ってわが子を殺し、その生

き肝を取り出して貼り薬とする。観音信仰と親への恩愛(孝行）の深さを試そうとする「法

話(仏教説話)」の色彩が強い一方、子どもの臓器の薬効に対する俗信（民間信仰）があった

事実をうかがわせる(5)。

子どもの生き肝が結核に効くとの俗信に基づく伝説は、昭和になっても岐阜県の山間部に

存在していたことが筆者自身のフィールドワークによっても確認されている(6)。この時、「な

ぜ子どもなのか」という問いが自ずと浮かんでくる。そしてこの問いは、神聖で貴重な存在

であればこそ薬効性があるとする「子どもへの神聖視」と、社会的な有用性はまだなく代わ

りもすぐに出てくるから殺しても構わないとする「子どもへの差別視｣、相対立する2つの

子ども観から考えていく必要があるように思われるが、詳論は別槁に譲りたい。

2．寿命を定められた子ども

「運定め諄」または「運命證」と呼ばれる話型群がある。福田晃(1994,p.125)はこれを次の

ように定義する。

人生には説明できないことがきわめて多い。つまらない者に思いがけいほどの報酬‘|が

与えられたり、真面目なる人物に不当な苦労や災難が訪れたりする。この隠れた人生の

法則をわれわれは心づかないでいる。そして、その思いがけい法則を運命と呼んでいる。

この運命の不思議をいう昔話は少なくない。それは、人々がこの世に運命なるものの存

在を認め、かつ大いなる幸運を期待しておればこそ、おのずからそれが昔話の世界に導

入されるのである。ところが、その人生の幸運・不運を述べるものの中に、ひそかにそ

の運命の一端が予知、予見されながら、やはりついにはそのとおりの人生が展開すると

いう昔話がある。これらの昔話群を限って運命證と名づけている。

一方、三原幸久(1994,p.124)によれば、運命の内容には①子どもの福運の大小、②死の

原因と死の年齢、③子どもの寿命、④配偶者の定まっていること、⑤王位につくことの決定、

などがある。以上のうち②と③が本稿の考察に関連するが、ここでは、運命としての寿命が

定められた通りになり子どもが早逝する「寿命の運定め実現」證と、これを回避することに

成功し長寿を得る「寿命の運定め回避」證に分けて見ていこう。

(1)寿命の運定め実現

ITI49｢運定め－水の運」

①男が旅の帰途氏神に泊まっていると、立ち寄ったよその神様がお産に立ちあい、帰り

にそこの神様に、今夜生まれた子は水難で死ぬ、と話して去る。

②男と妻はその夜生まれた子を水に近づけないようにするが、子供は「水」と書いたの

れんに首を巻かれて死ぬ。（稲田1988,p.298)
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神々の会話を偶然立ち聞きして自分の子どもの寿命が短いことを知った父親が、その定め

を回避しようと手を尽くすが、思わぬ形で神の予言が実現してしまう。

ITl51「運定め－虻に手斧」

①六部が神社に泊まっていると、立ち寄ったよその神様がお産に立ちあったあと、今夜

生まれた子の寿命は十五歳で虻に手斧で死ぬ、とそこの神様に話して去る。

②六部が十五年後にその子の家を訪れると、桶屋になったその子は虻を手斧で払いあや

まって傷つき死んでいる。（同p.299)

この話において神々の会話を立ち聞きするのは、子どもの親ではなく六部(旅僧）である。

立ち聞きした言葉は謎めいており、予言が成就して初めてその意味が理解されるところから、

六部の霊能者的性格が投影している話と言える。稲田(1988,p.299)によれば、この他に不

運な宿命のモチーフを持つものに「圧死の運｣｢雷死の運｣｢蛇難の運｣｢狼運」などがある。

(2)寿命の運定め回避

一方、子どもの父親または本人が機知を働かせ、また神々に酒食をもって取り入ることで、

寿命の運定めを回避し長生きをするという、以下のような話もある。

ITl50｢運定め－水の神」

①男が大木の根元に仮寝していると、お産に立ちあった山の神が、木の精に、今夜生ま

れた子は何歳のいついつに水の神に取られる、と話して去る。

②男は、帰ると男の子が生まれているが、山で聞いたことは誰にも話さない。

③予言された年に子供が､旅に出る、と言うので､男は子供に男結びのちまきを持たせる。

④子供が、父に言われたとおり現われた水の神にちまきを与えると、水の神はそれをほ

どくのにてまどり子供をさらえな い 。 （ 同 p p . 2 9 8 2 9 9 )

ITl52｢運定め一子どもの寿命」

①通りがかりのゆたが、この子の寿命は十八歳だ、と言うので、親はゆたに教わって山

奥で碁を打っている二人の老人に酒食をふるまったあと子供の延命を願う。

②老人の一人が帳簿の「十八」の上に「八」と書き加えてくれ、子供は八十八歳まで長

生きをする。

③これが米寿の祝いの起源となる。（同p.300)

ITl53｢運定め一寿命の取り替え」

①重病にかかった若者が、ある人に教えられて碁を打っている神々を訪ね、酒食をふる

まって延命を願う。

②生命の神が、若者の寿命を若者と同じ日に生まれた人の寿命と取り替えてくれ、若者

は助かりその人は死ぬ。（同p.300)
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ここに登場する神々はいずれも人間臭さを持ち合わせており、「地獄の沙汰も金次第」とい

うことわざを想起させる。神も仏も、身分の高い人も低い人も、職業も老若男女も問わず皆、

弱さや愚かさを併せ持った愛すべき滑稽な存在として登場する。いわば｢落語的な世界」で

ある。どうにも変えることができない運命があれば、変えることができる運命もある、だか

ら決して希望を捨ててはいけない－。そんなメッセージがこれらの昔話には込められてい

るのかもしれない。

3．親を亡くした子ども

次に、〈死と向き合う子ども〉のもうひとつの姿としての、親を亡くした子どもについて語

る昔話を見ていこう。これには、①死んだ親への追慕と悔恨、②親を殺した敵からの逃亡、

③死んだ親の援助による幸福の獲得、④死んだ親の仇討ち、⑤死んだ親との再会、といった

話型群がある。

(1)死んだ親への追慕と悔恨

親を亡くした子どもは、生前の親不孝を後悔し、その思いの深さが動物へと転生させる。

そして動物となった後も、亡き親を追慕し鳴き続ける。こうした動物前生證に「雨蛙不孝」

や「かっこう不孝」がある。

IT455｢雨蛙不孝」

①子供が何事にも反対するので、親は死ぬとき、山に埋めてもらおうと、子供に、川ば

たに埋めてくれ、と頼んで死ぬ。

②子供は反省して遺言どおり川ばたに埋め、雨蛙になって、雨天には墓の流れるのを気

づかつて鳴く。（同 p . 4 3 5 )

IT456｢かっこう不孝」

①親が子供に、背中を掻いてくれ、と頼むが、子供は横着で掻こうとしない。

②親は木で背中をこすっていて死に、後悔した子どもはかっこうになって、かっこう、

と鳴くようになる。 （ 同 p . 4 3 6 )

他にも457｢山鳩不孝｣、459A｢水乞い烏一不孝娘型」などが、｜司様の動物前生證として挙

げられる。

(2)親を殺した敵からの逃走

一方、親を亡くした感傷に浸る間もなく、自らの命も危険にさらされ、親を殺した恐ろし

い敵から逃走する子どもたちの姿を語る昔話がある。

r一へ
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IT348｢天道さん金の綱」

①三人兄弟の母親を食った山姥が、母親を装ってくるが、留守番の兄弟は、母親の手や

声と違う、と戸を開かない。

②山姥が手と声とを母親に似せてくると、兄弟はだまされて中に入れる。

③山姥が赤子を食い、いぶかる兄たちに指を投げたので、兄たちは木に登って隠れる。

④長兄が、水に映る兄弟の影をすくう山姥を笑い、二人は見つかる。

⑤次兄が山姥に、木に油を塗って登った、と教えると、山姥はそのとおりにし、すべっ

て登れない。

⑥長兄が、鉈で木をきざんで登った、と教えると、山姥はそのとおりにして登ってくる。

⑦兄たちは、天道さん金の綱を下ろしてくれ、と願い、下りてきた綱を伝って天に昇る。

⑧山姥もまねて願い、下りてきた腐れ縄が切れ落ちて死ぬ。

⑨山姥の血でそばの茎が赤くなり、兄弟は兄弟星となる。（同pp.393-394)

KHM5｢狼と七匹のこやぎ」にも登場する「母親への変装」モチーフを含むこの逃走證にお

いてもやはり、最後に主人公の兄弟も山姥も転生するところが興味深い。星への転生は、天

国に逝った母との再会すなわち現世における子どもたちの死を暗示しているのかもしれない‘

(3)死んだ親の援助による幸福の獲得

わが子を遺して逝った母親が、死んだ後も超自然的な力を発揮して子どもを援助し、幸福

へと導く話として、例えばKHM21｢灰かぶり姫」（シンデレラ）が有名だが、日本版シンデ

レラとも言える「米福・粟福」においても、死んだ母親が援助者として活躍する。

ITl74｢米福・粟福」

①継母が継子の粟福には穴のあいた袋、実子の米福にはよい袋を持たせて木の実拾いに

やると、米福はすぐに袋いつぱいになり先に帰る。

②粟福の亡母が現われて木の実を拾い何でも出る袋をくれたので、粟福は帰ってくる。

③継母が粟福に、ざるで水を汲み粟千石を搗け、と命じて米福だけを連れて祭り見物に

いくが、粟福は婆と雀の援助をえて仕事をすませる。

④粟福は亡母のくれた袋から出した晴着を着て祭りにいき米福にものを投げつけるが、

継母はそれが粟福だとは信じない。

⑤長者が祭りでみそめた粟福を嫁にもらいにくると、継母は粟福の髪をけなし米福をお

しつけようとするが、粟福がもらわれていく。

⑥継母が、歎く米福を臼に乗せてまわり、二人は田にころげこんでたにしになる。

（同pp.309-310)

死んだ母親が子どもを援助するモチーフは、177｢鉢かつぎ｣、181｢灰坊｣、191｢継子と二

葉草」などにも登場する'71。
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(4)死んだ親の仇討ち

親を亡くした子どものもうひとつの行動パターンは、｢柿争い一仇討ち型｣(猿蟹合戦）に代

表される「死んだ親の仇討ち」である。

IT522A｢柿争い－仇討ち型」

①猿が柿の種を拾い､蟹がにぎり飯を拾うと､猿は種をにぎり飯と交換して食ってしまう。

②蟹が種をまき、はえねば摘み切る、ならねば摘み切る、うれねば摘み切る、とおどし

つづけると、柿はみるみる成長してよい実をつける。

③猿が、実を取ってやる、と木に登って一人で食い、青い実を蟹に投げつけて殺すと、

死んだ蟹から子蟹が生まれる。

④栗・蜂・牛糞・臼が子蟹を助けて猿の家に仇討ちにでかけ、猿が帰ってくると、いろ

りに隠れた栗がはじけ、水瓶の蜂が刺し、牛糞が足をすべらせ、臼が落ちてつぶし、

子蟹が首をはさみ切る。（同p.454)

ところで近年、親蟹も猿も死ぬことなく、悪戯を詫びる猿を許してやり、皆で仲良く柿を

食べる場面で終わるという「吾き換え」版が絵本になって出回っている'8)。保育者を目指す

学生たちに聞くと、書き換え版のほうが保育教材としてはふさわしいと答える者が多い。は

たして、母親の死や猿の死は、幼い子どもにショックを与えるので避けるべきなのだろうか。

また、悪いことをしたと気付いたら素直にあやまる、周りの子は誤った子を許してあげる、

という社会性を身につけることの方が物語体験においても優先すべき事柄なのだろうか？書

き換えの是非をめぐっても別の機会にじっくりと論じてみたい。

同様のモチーフを持つ話として、IT525｢雀の仇討ち」がある。ここでは雀が雛をかえすた

びに山姥(鬼)が来て飲み込み、しまいに親鳥も飲み込む。残された卵からかえった雛が大

きくなって、仲間の助太刀を得て山姥(鬼)への仇討ちを果たす。また、この話型の類話には、

雛鳥を食べられた親烏が仲間の助太刀を得て山姥(鬼）への仇討ちを果たすという、「子を亡

くした親」の姿を語るものもある(9)。

(5)死んだ親との再会

親を亡くした子どもの最も素朴で最も強い願いは、死んだ親と再会したいとの思いであろ

う。その思いを実現させる話がある。

こしよつ

IT84｢後生訪問」

①息子が両親の墓に参りつづけていると、現われた仙人が、シノーヌフンと唱えれば両

親に会える、と教えてくれる。

②息子は言われたようにして開いた墓の口から後生へおもむき、阿弥陀仏のもとに着く。

③仏は小僧と猫と烏とに命じて両親の肉と皮と目を持ってこさせ、生前の両親にもどす。

④息子は両親に教えられ、途中水を飲まなかったので、現世に帰ってくることができる。

（同p.267)
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「シノーヌフン」は沖縄方言で｢後方の墳墓」のこととされ、沖縄の類話を元にIT典型話

のモチーフ構成が記述されていることがわかるが、北海道（アイヌ）、山形、福島、新潟、

岡山など、沖縄以外の地域からも類話が収集されている（|司p.267)。阿弥陀仏が援助者とな

ることから仏教説話の一種とも取れるが、内容的には援助者が仏である必然性はない。仏教

説話の影響が極めて弱い沖縄で類話が見られることからも、この話は仏教的他界観や死生観

よりももっと素朴で原初的な観念が背景にあるように思われる。

4．〈死と向き合う子ども〉が語り継がれてきた理由一語り手の立場から

以上、日本の昔話の中で、死と向き合う子どもたちの姿を通覧してきた。それではなぜ、

このように多様な物語が語り継がれてきたのだろうか？その理由について、語り手の立場と、

聞き手の立場に分けて考察してみたい。

今日すっかり「子どものための文化」となった感が強い昔話であるが、言うまでもなく元

来は大人と子どもの共有文化であった。特に、笑い話の中には「艶笑證」と呼ばれる大人向

けのエロチックな話も数多く含まれている。けれども、今回取り上げた「死と向き合う子ど

もたち」が登場する話の多くは、聞き手としての子どもを意識して、その子の親や祖父母が

語ってきたものであるように思われる(IOl･語り手としての大人たちはこれらの話にどのよう

なメッセージを込めていたのか、それを推察してみたい。またその一方で、聞き手である子

どもたちが、子ども独自の感受性や指向性、世界観や人生観など－これを「子どものコス

モロジー」と呼ぶことにする－に基づいて、これらの話のどこに魅かれ、そこから何を受

け止めたのかを推察してみたい。

語り手と聞き手、それぞれの立場から抽出される「死と向き合う子どもたちの昔話」の意

味の重なりとずれを確認することによって、本稿の最終目的である「今、子どもたちにく死〉

とくいのち〉の物語を語ることの意味」に迫ることができるものと思われる。

はじめに、語り手の立場から考えていこう。何ら納得のいく説明のないまま、主人公の子

どもは死に至る暴力をふるわれ、迫害を受け、親を亡くす。語り手がこれらの昔話に込めた

メッセージとは第一に、「人生とは理不尽で過酷なものである」ということではないだろうか。

聞き手にそのような人生の現実を受け止める覚悟を迫る。そして、われわれの生は常に死と

隣り合わせであることを思い知らせている気がする。

次に注目すべきは、これらの話の多くに、死後、他の動植物への転生や人間としての蘇生、

あるいは死を経ない他の動植物への変身といったモチーフが見られることである。ここに

｢いのちやたましいの循環｣、すなわち人間も他の動植物も非生物すらも、同じ「いのちとた

ましい」を持った対等な存在としてつながっているとする、「アニミズム的世界観」を看取す

ることができる。また同時に、「あなたのいのちは他のいのちによって生かされている」との

メッセージも込められていると推察される。

スイスの昔話学者マックス・リュティは、昔話（メルヒェン）の様式性のひとつとして「一
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次元性」を挙げる（リュテイ1985,p.377)。つまり昔話の中では現実の世界と非現実の世界が

連続的につながっており、死後の世界や何百年もたった世界に容易にたどり着くことができ、

また動物や植物、妖精や死者とごく自然に会話できると指摘するのである。このような「一

次元的世界」とは、見方を変えれば「アニミズム的世界」に他ならない。

三番目に指摘したいのは、いわゆる残酷な物語を語ることによるカタルシス効果である。

筆者はこれまでに子守唄研究を行う中で、数多くの「残酷な子ども虐待」の歌詞を含む子守

唄テキストに出会ってきたが、これを「子守奉公の憂さ晴らしとして守り子娘が歌ったもの」

とする従来の解釈に疑問を呈し、実の母親や祖母であってもそうした残酷な内容の子守唄を

歌うことで育児ストレスの解消を図っていたことを、フィールドワークに基づいて明らかに

してきた（鵜野2009b,pp.72-74)。同じ作用が残酷な昔話を語ることにおいても起こりうる

ものと考えられる。固唾をのんで一心に自分の話に聞き入る子どもの表情や息遣いを感じる

ことで、ますます語り手は興に乗って語り続けたに違いない。これは聞き手に対するメッセ

ージではないが、残酷さや死という出来事が語り手の中に演劇的な昂揚感とカタルシス効果

を生んでいたことは間違いない(Ⅱ1．

5．〈死と向き合う子ども〉が語り継がれてきた理由一聞き手の立場から

次に、聞き手の立場から考えてみると、第一に、先に挙げた「アニミズム的世界観」は幼

い子どもたちが日常的に抱いている世界観であり、これを物語として体験できることに対し

て子どもたちは大いに共感を覚えているものと推察される。主人公になりきって、生の世界

と死の世界を往き来し、動物や植物に姿を変え、他の生き物たちと意思を通わせることを子

どもたちは楽しみ、また聞かせてくれるよう語り手にせがんできた。それがく死と向き合う

子ども〉の昔話が語り継がれてきた理由のひとつではないだろうか。

第二に、精神分析学でいう「タナトス（死や悪への指向性)」や「ネクロフィリア（死への

愛好性)」を、こうした昔話を聞くことで子どもたちは充足させていたとも考えられる（フロ

ム1965)。幼い子どもたちが濤踏なくアリやダンゴ虫やナメクジといった小動物をいじった

り殺したりする姿を目にするとき、人間の本能的で普遍的な指向性として「タナトス」が存

在することを実感させられる。通常、年齢と共にそうした「殺しゴッコ」を行うことはなく

なるが、その代わりに物語の世界において想像の翼を広げ、死や暴力や悪を物語体験として

楽しむようになる。これはごく自然な、｢健全な」営みと言ってよいだろう。

昔話は、その発端句（｢昔むかしある所に」など）と結末句（｢いちごさけた」など）によっ

て、その中で語られる物語が現実世界とは異なるものであることが聞き手に明示される。聞

き手は安心して、現実には起こりえない出来事として物語を楽しむことができる。バーチャ

ルリアリティを追求したコンピューターゲームとは対極のメディアであればこそ、語り手も

聞き手も「安心して」、こわい世界にひととき身をゆだねることができるのだ。

そして第三に指摘しておきたいのは、主人公が直面する出来事やこれを受けて取る行動に

貝ワ
ジノ



子ども社会研究19号

対する聞き手の共感の度合いは、極端であればあるほど大きくなるという事実である。これ

を前述のリュティは「対極性」や「極端性」と呼び、昔話のもうひとつの様式性として挙げて

いる（リュティ1985,p.204)。世界一美しいヒロインが世界一醜いアンチ・ヒロインによっ

て虐待の末に殺害され、そこから何かに転生してアンチ・ヒロインに復譽を遂げる。このよ

うな展開がおそらく聞き手にとって最高の感動を呼ぶ。「死（殺害)」という出来事は、登場

人物への感情移入を増幅させる大きな効果を生むものと言えるだろう。そうした聞き手の子

どもの期待に応えるためにも、語り手は主人公を死と向き合わせてきたのではないだろうか。

結び－今日、子どもにく死〉とくいのち〉の物語を語ることの意味

本論において、昔話の中でく死と向き合う子ども〉が語られてきた理由を、語り手の立場

として、①人生の理不尽さ・過酷さの提示、②アニミズム的世界観の提示、③語り手自身の

カタルシス効果、一方、聞き手の立場として、①アニミズム的世界への共感②タナトスの

充足、③感情移入の増'幅効果、以上の点にそれぞれ求めることができることが明らかになっ

た。これを踏まえて最後に、「ポスト3．11」の今日、子どもたちにく死〉とくいのち〉の物語

を語ることの意味とは何かを間うてみたい。

「3．11」の後、筆者は地震や津波や洪水などの災害にまつわる日本の昔話や伝説を見て

いく中で、そうした災害を予告し発生させる存在、または災害から人間を救ってくれる存在

として、山犬、猿、蛇、竜、人魚、鬼、地蔵といった「異類」が登場する話が数多くあるこ

とに気づき考察を進めてきた（鵜野2012,2013)。そしてその中で、異類イメージの背景と説

話伝承の根源的な動機について以下のように推察した。

異類イメージの背景には、地震や津波で命を落とした親しい存在に対する鎮魂の思い

があるような気がする。つまり、地震・津波・洪水など「非日常の民間説話」に登場す

る異類たちは、大自然の霊威としてのくたましい〉の擬人化と見なせる一方で、災害に

よって命を落とした人びとの、死霊としてのくたましい〉の化身とも見なすことができ

るのではないか。そしてこの、淵源の相異なるくたましい〉に向けて、すなわち、大自

然や亡き御霊に対して、遺された自分たちや子どもたちを見守り、再び災害に遭わない

よう護ってほしいとの祈りを込めて、先人たちは物語を紡ぎ、またその想いを忘れない

ようにと願って物語を語り継いでいったに相違ない（鵜野2012,p.38)。

換言すれば、人間以外の生きとし生けるものにくたましい〉があると感じ、またこの世で

のくいのち〉が途絶えた後もそのくたましい〉は存在し続けると見なす霊魂観が、これらの説

話伝承の基底にはある。それは、本稿において提示し、また岩田慶治がその今日的意義を提

唱してきた「アニミズム的世界観」と通底するものに他ならない（岩田2005)⑫。

そして、今回の考察を通して改めて明らかになったのは、生きていく中で、理不尽な出来

事に突然見舞われ、絶望感に打ちひしがれるという事態を避けて通ることは誰にもできない

が、そうした中でその絶望感を少しでも和らげてくれるのは、他のくいのち〉やくたましい〉
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とつながっているという感覚､「リレーされるいのち」('3)という感覚ではないだろうか。

〈死〉の物語が､くいのち〉やくたましい〉の物語として語られる時、その物語は絶望感に打

ちひしがれた人びと、とりわけ「まだ手探りしている天使｣M)のようなくたましい〉の持ち主

である子どもたちの凍えた心を、「目に見えない毛布」のようにそっとくるんでくれるに違い

ない。被災地のみならず、日本中の子どもたちの「心の復興」のために、くいのち〉やくたま

しい〉の物語を伝えていこう－．そう期している。

－青い月夜の浜辺には親を探して鳴く烏が

波の国から生まれ出る濡れた翼の銀の色

夜鳴く烏の悲しさは親を尋ねて海こえて

月夜の国へ消えてゆく銀の翼の浜千鳥

（｢浜千鳥」詞・鹿島鳴秋、曲・弘田龍太郎、1919年）’5’

<付表日本昔話における「死と向き合う子どもたち」が登場する話型一覧〉

198継子と味噌炊き、274A継子の訴え－継子と烏型、274B継

子の訴え－継子と笛型、473蚕と継子、477継子菜
継母による虐待

462よしきりとぞうり、478みようがと小僧

442ほととぎすと兄弟

(128瓜姫)、472蚕と娘

指導者による折桶

兄弟による殺害

異類による殺害

殺される子ども

生き肝の提供 46孫の生き肝

149運定め－水の運、151通定め－虻に手斧寿命の運定め実現

寿命を定められた子ども 150通定め－水の神、152通定め－子どもの寿命、153運定め－

寿命の取り替え
寿命の運定め回避

455雨蛙不孝、456かつこう不孝、457111鳩不孝、459A水乞い

鳥一不孝娘型
死んだ親への追慕と悔恨

親を殺した敵からの逃走’348天道さん金の綱

174米福・粟福､177鉢かつぎ､181灰坊､191継子と二葉草､(182

継子の井戸掘り、184継子と弁当）

親を亡くした子ども 死んだ親の援助

522A柿争い－仇討ち型、525雀の仇討ち死んだ親の仇討ち

死んだ親との再会 84後生訪問

『
工
士
部
Ⅱ
ｕ
ｍ
ｄ

、
、
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｆ
ｌ
、
Ｊ
ｆ
ｌ
ｌ

富安陽子2012、柏葉幸子2011、沢木耕太郎2012、楠章子2012、宮下恵茉2012など。

徳富蘆花の小説｢不如帰｣を題材とする手まり唄では､｢泣いて血を吐くほととぎす、泣いて血を吐く

ほととぎす」と歌われる。

｢野の烏を愛するひとびとは、こういう興味のある烏の声のききかたを､「ききなし」と呼ぶことにし

ている」(柳田国男1957/1999,p.402)。

本話の主人公瓜姫を子どもと見なしてよいかどうかについては意見が分かれるかもしれない。結婚

を控えた妙齢の娘であり子どもとは言えないとする見解もあるだろうが、爺の忠告も聞かず天邪鬼

に簡単にだまされて家の中に入れ、また木登りをする瓜姫には、好奇心旺盛な少女の姿を見て取る

(3）

(4)
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ことができるため、本論では子どもと見なした。

同様の意趣を持つ話型に、IT423｢孫の生き埋め｣がある。この話では息子が老いた父への孝行のた

めにわが子を生き埋めにしようとする。

詳しくは鵜野祐介2004(鵜野2009a所収)を参照のこと。

さらに、ITの典型話としては記載されていないが類話の中に亡母の援助モチーフをもつ話型に

IT182｢継子の井戸掘り」、IT184｢継子と弁当｣がある。

平l[1昭吾1986他。

稲田和子による再話絵本『しようとのおにたいじ』(1996)を参照されたい。

ただし、このような家族間伝承以外に、菩女や座頭、旅芸人や行商人といった｢外部からの人びと」

による伝承があったことも忘れてはならない。しかしいずれにしても、語り手は基本的に大人であ

ることには違いない。

筆者自身、梅花幼稚園での文庫活動｢こうめ文庫｣において紙芝居『海にしずんだおに』(松谷みよ子

再話、二俣英五郎画、1973童心社)を何度か演じた際、実感したことでもある。

併せて谷悦子・田辺欧・鵜野祐介2008も参照のこと。

｢リレーされるいのち」という言葉は、元浜之郷小学校校長の大瀬敏昭が授業実践の中で子どもたち

から引き出したものである(大瀬2004,p.30)。

パウル･クレー1939年作の画題より。野村修1977｢I.クレーのく新しい天使〉との出逢い｣を参照の

こと。

上笙一郎(2005,pp.325327)によれば、この歌の作詞者・鹿島鳴秋は、六歳の1I寺に父親が行方不明

となり、母は再婚して他所の家へ行ったために、祖父母に育てられて幼少期を過ごした。そんな自

分自身の姿を｢青い月夜の浜辺｣に｢親を探して鳴く」千鳥に重ねて歌っているという解釈も可能であ

る。

(5)
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