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地中海地域の昔話
｢バジルの鉢｣ から見た地域的文化と風俗

篠 田 知和基

Pot de Basilic －Conte Populaire du Bassin
Méditerranéen et la Culture Régionale

Chiwaki SHINODA

Bernadette Bricou présente le conte du pot de basilic comme un des contes
représentants la culture méditerranéenne. Et elle signale l'existence des élé-
ments religieux dans ce conte; mais a` notre avis, c'est un conte pluto^t grivois
qui raconte soit la sodomie faite par la femme, soit un épisode scatologique.
Nicole Belmont y voit pluto^t la continuité des mythes indo-européens, comme
celui de la fiancée substituée, dont la coutume existait dans le rituel de
fian�ail. Et c'était pour préserver la liberté féminine dans une societé fortement
masculinisée. Dans ces régions, les femmes sont plus fortes que les hommes,
bien que la société leur impose un cadre strictement androcratique. Ce conte
ainsi que les contes proches comme Griselidis ou du conte-type 713 ne cesse
de faire valoir ce co^té matrilinial d'une société superficiellement phalocratique.
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パリ第七大学のベルナデット・ブリクーは近著
(Bricou, 2005) で ｢バジルの鉢 (AT879)１｣ を地
中海特有の民話 (昔話) として, その特性を論じ
た２｡ フランス, イタリア, スペインのみならず,
モロッコ, チュニジアからレバノン, ギリシャま
でその分布がひろがっている一方, ヨーロッパの

北のほうでは知られていない｡ そしてそれ以外の
世界ではほとんど類話が採集されていないとみな
し, またこの物語ではバジルという植物が他の植
物でおきかえられにくいこと, そしてそのバジル
が主として地中海沿岸の植物であることから, こ
れを ｢地中海特有の物語｣ としている３｡

それに対しては, 地中海以外には伝わっていな
いというのは必ずしも正確ではないこと, また,



バジルという植物は本来地中海の植物ではなく,
インド起源であることなどを根拠に反論がなされ
る４｡ とくにニコル・ベルモンの機能論的な論５が,
直接の反論ではないが参考になる｡ はたしてこれ
は地中海地域の物語なのかどうか｡

起源や, 地域的属性がどこであろうと, この
｢バジルの鉢｣ が地中海沿岸で好まれて語られて
いるとするなら, なぜそれが地中海地域で好まれ
るのか, またそれが男女の駆け引きの物語である
なら, 地中海地域のたとえば女性観や婚姻風俗が
この物語にみられるのかということが問題になる｡
本論は昔話がひとつの地域に限定できるのか,
｢バジルの鉢｣ は地中海の物語か, 同様に地中海
を中心に伝わる物語にどのようなものがあり, そ
れらの共通性はなにか, そして, そこにみられる
地中海文化の特性はなにかといったことを考える｡
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娘が毎日, 窓辺のバジルの鉢に水をやっている｡
王子がそれをみかけて, 声をかけ, 両者のあいだ
にバジルの葉の数, 星の数などについてのなぞな
ぞの掛け合いが行われる｡ さらに夜のあいだに相
手が寝ているところへ忍び込んでいたずらをして,
翌日の掛け合いで, 夕べこんなことをしていたの
はだれだ？といって相手をやりこめようとする｡
結局二人は結婚をするが, 王子はそれまでさんざ
ん娘にやりこめられていた仕返しをしようとして,
a. 娘を殺そうとする｡ しかし刀をさすと甘い砂
糖水が噴出し, この女はなんていい味をしている
のだろうという｡ そこへ本当の花嫁があらわれて,
そこにいるのは砂糖水をしこんだ人形であること
をあきらかにする｡ b. あるいは婚礼のあと, す
ぐに女を地下牢にほうりこみ, ほかの女を誘惑に
ゆく｡ しかし, 女が地下牢をぬけだして, 王子の
行く先々へでかけて, みしらぬ美女として王子を
誘惑する｡ 最後に王子の浮気の相手が実は全部変
装した妻であることをあかす｡ いずれにしても,
女が男をやり込める６｡

これはアアルネ・トンプソンの国際話形分類で
はAT879番にされている｡ それにならった小沢俊
夫の解説では ｢めぼうき娘 (砂糖人形, ヴァイア
ラ)｣ と題されていて７, ｢Ⅰ｡ めぼうきに水をま
く人｡ Ⅱ｡ 質問とそれへの反問｡ 王子が娘を韻文
で嘲笑｡ 娘は先生から教わった韻文で逆に王子を
侮辱する｡ Ⅲ｡ トリックと仕返しのトリック｡ Ⅳ｡

砂糖人形｡ 王子はこの娘を妻にするが, 初夜に首
を切って仕返しをしようとする｡ しかし娘は自分
の寝床に砂糖の人形を寝かせておいて難をのがれ
る (一部省略)｣ と分析されている｡ 最後が地下
牢になるのはモロッコほかにみられる｡

イタリア (カルヴィーノ 『イタリア民話集』 岩
波文庫) では ｢花薄荷の鉢｣ となっている｡ 結末
はクリームをつめた人形になる｡ スペイン (エス
ピノーサ 『スペイン民話集』 岩波文庫) では ｢め
ぼうき｣ だが結末がはぶかれている｡ シチリアで
はマリア・ラチチが200話を集めたが, そのうち
半分に砂糖人形のモチーフがある８｡ おなじイタ
リアでもダニエラ・ペルコの昔話集では王子が妻
を井戸のなかにほうりこむ｡ しかし娘はそこから
ぬけだして, 王子にそれとしられずに相手になる｡
ブリクーが紹介するモロッコの昔話とおなじ展開
である９｡
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この物語の先行話としてボッカチオの 『デカメ
ロン』 をブリクーはあげる10｡ メッシーナの娘が
恋をする｡ 兄弟がその結びつきをさまたげようと
して, 相手の男を殺す｡ 男が娘の夢にあらわれて
事実をつげる｡ 娘が死体の首をとってきて, バジ
ルの鉢にいけて水をそそぐ｡ バジルがよくそだつ｡
話としては同じではなく, バジルがでてくるだけ
とも思われるが, ひとつの話から派生する話とし
ては (どちらが先かわからないが) 関係はありそ
うである11｡

別の研究者 (ベルモン, Belmont, 2000) はバ
シーレのナポリ民話集 『ペンタメローネ』 をあげ
る12｡ 子のない夫婦が神にいのってミルテの木を
さずかる｡ それを窓辺の鉢に活けて毎日水をやる｡
王子がみかけてそれをもらって部屋におく｡ する
と夜中にミルテの鉢からうつくしい娘があらわれ
て王子と恋を語る｡ あるとき王子が留守をすると,
そのあいだに悪い女たちがやってきて, ミルテの
木の葉をむしり, 枝をおる｡ 娘は八つ裂きにされ
る｡ 王子が帰ってきて, ミルテの鉢の惨状を見て
はげしく泣くと, 娘が生き返る｡ これも違う話の
ようではあるが, 王子が従僕に留守のあいだミル
テに水をやるように, 葉一枚でもおとさないよう
に, ちゃんと葉の数をかぞえているからというと
ころは, 『バジルの鉢』 の ｢バジルの鉢には葉が
何枚？｣ という問いと関係している｡ ちなみにミ
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ルテもアルハンブラ宮殿にあるミルテの中庭が有
名なように, 地中海の潅木といっていいだろう｡

また死者がバジルの鉢に活けられ, あたかもバ
ジルに転生するかのような話と, 申し子がミルテ
の鉢になり, そこから娘がでてくる話はつながっ
ているともいえる｡ もっとも, 木の精, 花の精が
人間の姿になってやってくるのは中国にも日本に
もよくあり, また絵にかかれた女が絵からぬけだ
して, 男の留守中に掃除や料理をしているという
のもある｡ ただそれらは死と復活の物語で, 植物
霊信仰にむすびつくとしても, 社会的な婚姻風俗
などとはかかわらない｡
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ブリクーは, この物語をむしろこの地域の婚姻
風俗の証言としてみている｡ 若者たちが春に田園
にでて, 男女にわかれて即興の歌合戦をするといっ
た風習があちこちにある｡ そのような男女の掛け
合い歌の風習については, 東南アジアにもみられ
る歌垣と同じものではないかという見方もされる｡
ヨーロッパでは北のほうでもたとえばロレーヌ地
方で若い男女の歌の掛け合いの競技が行われる13｡
歌垣の風習ということでは, 地域的特性は指摘し
にくい｡ また, そのなぞなぞの内容について, ブ
リクーは ｢空の星, 地の砂｣ と言った表現に聖書
の章句をおもいだす｡ 宗教的ななぞというなら,
イスラム圏では ｢コーランの章句は全部でいくつ？｣
という問い返しになる｡ が, どちらでも実際はほ
とんど意味のない掛け合いである｡ そもそも最初
の ｢バジルの葉は全部でいくつ？｣ というのが,
多少の意味がありうるなら, 娘の年の数でもいい
あてて, 娘に婚期を逸する不安をかきたてるといっ
たこともありえようし, 月齢にかけた ｢十三, 七
つ｣ といった言い回しがほかの地方の民謡でもあ
ることと関連して, ｢月待ち｣ とか, ｢９日祈願｣
とかいった, 日の数をかぞえる呪術的儀礼も想定
されようが, ここでは, 日の数も, 月の数も, 年
の数も問題にならず, 掛け合いは ｢葉の数｣ ｢星
の数｣ ｢砂の数｣ とつづいてゆくのであり, ここ
になんらかの意味をさぐることは不適当であろう｡
それより, むしろ一見したところ物語の大筋とは
関係がないようにみえる細部に問題があるかもし
れない｡

たとえば思いがかなわず悶々として病の床に伏
している王子のところに医者に変装した当の娘が

やってきて, 治療と称して王子の尻に蕪を槌でた
たきこむ｡ このモチーフがいくつかのヴァージョ
ンに共通してみられるのはどういうことだろう｡
もちろん子供向けの御伽噺ではないから, 多少き
わどいところがあってもかまわないが, 王子と町
の娘のしあわせな結婚の物語にしてはいささかそ
ぐわないのではないだろうか14｡

しかし, もともとこの話は ｢幸せな結婚｣ でお
わる昔話だろうか15？ 男女が結婚を口実にして
互いにあいてをやりこめようとして, 知恵をしぼ
りあう話だが16, それははたして ｢しあわせな結
婚｣, あるいは社会制度としての結婚を究極の目
的とするゲームだろうか｡ むしろそのような ｢し
あわせな結婚｣ ｢健全な性愛｣ ｢男性中心の社会秩
序｣ といった古いモラルに対する抗議の姿勢が根
幹にあるのではないだろうか｡ 王子のほうは力づ
くでも娘に言うことをきかせようとする｡ ｢結婚｣
もそのための口実で, 愛のためではなく, 女をひ
どい目にあわせるために結婚をしようとする｡ し
たがって, 初夜に殺そうとしたり, 式のあと, 地
下牢へほうりこんだりする｡ 結婚前は相手を自由
にはできないが, いったん結婚してしまえば西洋
でも古い制度では女は男のもので, 男はなにをし
てもよかった｡ そのような男性中心の制度に対し
て, 娘は敢然とたちあがる｡ 女のほうが男を思い
のままにする｡ 男が女をねじふせようとするなら,
女のほうで男を抵抗できない状況で ｢陵辱｣ する｡
健全な男女愛の裏返しとしての肛門性交によって
女が男を痛い目に会わせるのだ｡ 言葉の掛け合い
で, さまざまな変装のトリックで, 女が男をやり
こめる ｢あべこべ｣ な関係をこれは象徴している｡

あるいはそうやって散々, 愚弄されたあと, な
んとか結婚にこぎつけた王子が, それまでの憤懣
をはらすべく娘を短剣で刺し貫くと, 飛び散った
｢血｣ が王子の口にはいって, その甘みにうっと
りとするというモチーフ, これも大抵のヴァージョ
ンに見られるものだが, それはなにをあらわすの
だろうか｡

ニコル・ベルモンの論文 (Belmont, 2000) が
それに対する答えの手がかりを提供している｡
｢血｣ が口に入るというモチーフは, ヴァージョ
ンによっては剣についた血をなめるというモチー
フになっている｡ 血をのむ, 血をなめる, それは
殺した相手の血をのみ, 肉をたべることと同じ食
人行為であろう｡ 戦いの場で殺した相手の血をの
むことはゲルマンの凶暴戦士ベルセルクルにとっ
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て, 戦意をかきたて, 相手の力を自分に取り入れ
る手段として, 戦場で普通におこなわれていた17｡
まず, そのような古い戦士社会の習慣があり, そ
れに対する女の論理によるしっぺ返しがある｡ つ
ぎに, それが, 婚礼の場であることを考える｡ 婚
礼の夜, 男が刀をふりかざす｡ 結婚というものが
暴力的な性格をもっていたことをそれは示してい
るだろう｡ ｢血まみれの婚礼｣ というモチーフも
ある｡ 初夜が殺戮の場になるのである｡ 求婚者た
ちが殺しあう場面もある｡ メリメの小説 ｢ロキス｣
(Mérimé, Prosper, ��������	
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�. 1868)では, 花婿が花嫁を惨殺
して逃げ出す｡ それほどではなくとも, ローマの
歴史にある ｢サビニの娘たちの略奪｣ のように,
古代, 結婚は力づくの略奪によってなされること
が少なくなかった｡ 社会が近代化していっても,
結婚という行為には, 原初的な野蛮なところがあ
る｡

ここにはさらにそれだけではないものがある｡
実はこれは娘の策略で, 甘いシロップをつめた人
形を身代わりにおいているのである｡ ところがベ
ルモンが紹介するヴァージョンのひとつでは甘い
シロップではなく, 排泄物がつまっている18｡ 『平
中物語』 (作者未詳｡ 965年以前の成立か19) を思
わせられる｡ 『平中物語』 もかしこい女に翻弄さ
れる話であり, 男が女の便器をうばうという行為
には ｢つのる思いをさますため｣ という口実とは
裏腹な異常性欲のおもむきもある｡ いずれにして
も, 男のおろかさ, 異常さを象徴するようなトピッ
クである｡

あるいはナポリやモロッコのヴァージョンのよ
うに王子が娘を婚礼のあと地下室や井戸のなかに
放り込む｡ そして他の女を誘惑しに行く｡ その行
く先にかならず娘が牢をぬけだして先回りしてい
る｡ さしたる罪もない女を地下牢に放り込み, こ
れでもかこれでもかというほどの責め苦を課すと
ころは, ｢グリゼリディス｣ (AT887)20 を思わせ
る｡ あるいは, ｢青髭｣ (AT311)21 的なやはり異
常性欲のあらわれかもしれない｡ ｢青髭｣ も ｢グ
リゼリディス｣ も地中海の物語である｡ しかし
｢グリゼリディス｣ では, 男が一方的に女に犠牲
(と試練) を強いているのに対し ｢バジルの鉢｣
では, 王子が女にはてしない責め苦を課している
つもりがそのつど, あらたな策略の犠牲になるの
が王子のほうである｡ 外見的には男が妻を徹底的
にさいなむ, まさに地中海の南岸のアラブ世界的

な風習のようにみえる｡ しかし実際は女が男の裏
をかいている｡

地中海特有というのはまさにそこにある｡ この
地域の女たちは社会制度の違いや時代の違いをこ
えて, 根本的に活発で, 気がつよく, 機転がきき,
つねに男を手玉にとる22｡ このあたりの女をあい
てにしてはどのようにしても男の思うようにはな
らない23｡ にもかかわらず, 社会制度としては男
性中心のローマ帝国にしても, のちのイスラム社
会にしても, 女性を抑圧する制度が公然としかれ
ていた地域である｡
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この物語に a・肛門性愛など異常性愛のテーマ,
b・血まみれの婚礼のテーマ, c・サディスティッ
クな花嫁試練の三つの問題があることを見たが,
地中海特有の物語としてはほかにどのようなもの
があるのか見ておこう｡ 研究者が地中海特有の物
語としてあげるものに ｢青髭｣ があるが, ニコル・
ベルモンはAT713番の昔話 ｢私を生まなかったけ
れど, 私を育てたお母さん｣ をフランス特有の昔
話とし, それをローマの大母神儀礼24と, そして
そのもとのインドの暁の女神ウシャスの神話につ
らなるものとして論じている｡ ｢青髭｣ も ｢AT
713番｣ も女がいわれなく残酷な試練にあう話だ
が, AT713番のほうは ｢すり替えられた花嫁｣25

のモチーフをふくんでいる｡ ベルモンもこの物語
に関連して, ｢すりかえられた花嫁｣ が, 地中海
地域の実際の風習と関係した昔話であることを指
摘している｡ ひとつはローマの暁の女神信仰の儀
礼との関連である｡ その祭りのときに成女儀礼と
して女たちが少女を神殿で儀礼的にたたくのだが,
実母ではなく, 義理の母, あるいは叔母がその役
をする｡ 物語では婚約式の日に身代わりの娘をた
てて, 最後に本物の娘が登場するのである｡ 子供
のばあいには実母と養母の二重化があるという26｡
身代わりの話とローマの儀礼, インドの神話との
関係はデュメジルの論27をひきながらベルモンが
あきらかにしたが, 身代わりの風習がどこからく
るのか, それがいかなる点でフランスに特有なの
かは明らかにされない｡

すりかえられた花嫁のモチーフであれば, ｢三
つのオレンジ｣ (AT408) が代表的である｡ オレ
ンジの実から生まれた妖精が, 悪い女によって鳩
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にかえられ, 王子には偽の娘があたえられる｡ し
かし, 鳩の頭にささったピンをぬくともとの妖精
があらわれる｡ これも地中海特有の物語とされる
が28, これにもインドに類話がある29｡ 昔話が古い
伝承にさかのぼれば, 地域的に限定することはむ
ずかしくなる｡ が, インドからローマ帝国の時代
に地中海へはいり, ローマ風の衣装をまとった伝
承がその後も ｢地中海｣ の昔話として記憶される
傾向があるともいえる30｡

これらの ｢すりかえ｣ 嫁の話は, インド神話で
は, 夜明けの女神が夜の女神の子である太陽のお
さな子をひきとって, 日の光のなかに送り出すと
ころに思想的淵源をもっているとベルモンはみな
している｡ ローマ以来のヨーロッパの風習では,
初夜を領主にささげる初夜権の風習があった｡ ゲ
ルマン社会では, 戦闘で女をさらってきて, 嫁に
する略奪婚の習慣も見られた｡ ローマでもサビニ
の娘たちの略奪の話のように, 婚礼と戦闘がむす
びついていることがある｡

ブリクーの分析した ｢バジルの鉢｣ でも, バジ
ルが地中海特有の植物であること, ｢三つのオレ
ンジ｣ でもオレンジがまさに地中海の果物である
ことが, 伝承の地域特定における論拠のひとつと
されるが, オレンジもバジルも起源はインドであ
る｡ それより話としては, 結婚後の ｢花嫁のすり
かえ｣ がおそらく伝統的な風習を反映したものと
してこれらの話に語られていると見ることができ
る｡ ｢三つのオレンジ｣ はあきらかに花嫁のすり
替えだが, ｢バジルの鉢｣ でも花嫁のすり替えが
行われている｡ ひとつはまず人形ですりかえられ
ている｡ 結婚が危険なもの, 血まみれになる可能
性があるものであるという伝承があり, それをさ
けるための ｢すりかえ｣ が儀礼的におこなわれて
いたとも見られる｡ この人形によるすり替えの後
は, 王子は花嫁を地下牢にほうりこんで, ほかに
情事をさがしにゆく｡ そこに本当の花嫁が先回り
をしていっていて, 王子としてはほかの女を相手
にしているつもりがいつも地下牢にいるはずの花
嫁なのだ｡ すり替えの逆ともいえるが, やはりす
り替えはすり替えである｡

そして最後に, 王子は自分が本当に愛していた
のは妻であったことをさとるというのだが, そこ
にいたるまでに, 女のほうは相当ひどい扱いをう
ける｡ これはやはり地中海の伝承の ｢グリゼリディ
ス｣ にみられるテーマだ｡
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｢グリゼリディス｣ はフランスではペロー31が
とりあげて有名になっているが, 地中海世界では
ボッカチオにすでにあり, ペトラルカも翻案をし
ている｡

王子が羊飼いの娘を嫁にするが, しばらくして
無理難題をふっかけ, 子供をとりあげて, 離縁し,
今度別な女と結婚すると言って, もとの妻にその
支度をてつだうように命ずるが, 別な女とは, と
りあげてほかで育てていた実の娘であったという
話で, それまで女の辛抱強さをためしていたのだ
というのだが, 全部で 16年間ほどにもなる不当
な虐待に女がたえるという話は, ヴァージョンに
よっては ｢バジルの鉢｣ とも通じている｡ いずれ
も結婚した妻をためすために, 離縁したり, 地下
牢へいれたりして, ほかに代わりの女をもとめる
のだが, 実はもとの妻が本当の妻の座にすわると
いうものである｡ 『フェスの昔話』 (デルメンゲ
ム)32 のように, 井戸のなかにほうりこんで, パ
ンと水だけあたえて何年もほっておくというのは,
サディスムの極であろう33｡

王宮の風俗であれば, 実際にプロトコルが面倒
で, 羊飼いの娘にはその煩にたえないところもあ
るかもしれない｡ また宮廷とは子供を生むより,
恋愛の駆け引き, あるいは政治の駆け引きに女が
使われる場所でもあり, 現実に子を産み, 授乳す
る女は王妃にはにつかわしくなかったかもしれな
い｡ すくなくとも ｢グリゼリディス｣ では, 自分
の子に自分で乳をやろうとする王妃に, それは王
妃としてふさわしくないからと言って, 子供を乳
母にあずけてしまう｡ 庶民の娘が王妃となって失
敗ばかりするという現実もあったであろうし, 庶
民の生活と宮廷の生活の違いである｡

｢ベルト王妃｣ という伝承ではハンガリーの王
女がフランスの宮廷に輿入れする｡ 現実にアンリ
二世の王子がハンガリー王になるという話があっ
たように, 宮廷間の縁組は普通だった｡ その途中
で腰元が女王を身ぐるみはいで森に捨て去り, 自
分が女王になりすまして, フランス王に輿入れす
る｡ その伝承に近いもので, ｢ヴァランタンとオ
ルソン｣ という話があり, こちらはハンガリー
(またはギリシャ) 王妃になっていたフランスの
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王女が, 二人の王子をつれて, フランスにもどる
途中, 森で捨てられ, 二人の王子のうちひとり,
オルソンが熊にさらわれて行方不明になる｡ やが
て, 立派な王子になったヴァランタンが森に怪物
退治にでかけ, オルソンと対決する｡ そこにおけ
る森でそだった野人のオルソンと宮廷でそだった
ヴァランタンの葛藤は要するに宮廷の社会と一般
の社会, あるいは一般の社会と森のなかの生活の
対立をあらわしているとも見られる｡ 羊飼いの娘
と宮廷の王妃の生活の対立｡ 都市と山村の対立で
もあろう｡

さらに本物と偽物のお后の ｢二重化｣ は実際の
宮廷における王妃と寵姫の二重化の状況とも関係
しているだろう｡ 本当の后と名前だけの后, 本当
の母親と名前だけの母親, 野人としての王子と宮
廷人としての王子, そのあたりは社会の様相をう
つしている｡

パリの宮廷が実質的に多妻制であったなら, ８
世紀以降の地中海南岸とスペインもイスラム社会
で一夫多妻制である｡ イタリア, フランスをふく
めても地中海世界には婚姻外の交際や実質的多妻
制が認められていたとみてもいい｡ それは恋愛の
自由などというものではなく, 男性支配のシステ
ムで, 女性の地位が無視されていたこととみてい
い34｡ 花嫁のすり替えや実母と育ての母の並立と
いった現象にはある程度, この地域の男女の風俗
と社会制度との矛盾があるとみることもできる35｡
そして, その本質は女にとっては自由よりは人権
の無視に通じていただろう｡ 少女が女になるのに,
娘宿における裁縫, 料理などの訓練をへるという
家庭道徳重視の風俗をイヴォンヌ・ヴェルディエ
がミノ村での調査であきらかにしたが36, これは
地中海世界よりは北のほうの風俗とみられる｡ そ
してその点において, 多妻制のインドの物語がよ
り忠実に地中海世界で定着していると言えよう｡
ベルモンが指摘しているこの地域の昔話のなかの
｢二重性｣ とか ｢みがわり｣ の風習は表向きと内
実, 形式と実態などの二重化で, 婚姻風俗, 宮廷
風俗など, この地域の, 発達してむしろ退廃にち
かづいていた文化がもっていた ｢二重性｣ を指摘
しているのである｡

デュメジルが 『インド・ヨーロッパの婚姻』 で
論じたものにはそのようなものははいっていない
が37, 一人の女に満足できなくて恋愛遍歴をかさ
ねる男をじつは陰であやつって最終的に妻の座を
確保する女の物語は地中海特有のものと言えよう｡

すくなくとも, 一見, 女や継子の受難を語るよう
にみえる物語 ｢グリゼリディス｣ ｢バジルの鉢｣
｢AT713番｣ などが物語っているのは, 花嫁のす
り替えとその後のハッピーエンドである｡ そして
ベルモンに従って考えれば, そこにはインド＝ヨー
ロッパの古い宗教伝統による婚姻儀礼 (身代わり
による形式婚と, 本物による実質婚) と, その後
の風俗が投影しているのである38｡
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花嫁のすり替え, 実母の身代わりの継母, よい
母親と悪い母親といった基本的モチーフはアアル
ネ・トンプソンの分類では世界のすべての地域の
昔話にみられる｡ しかし, その様相は文化によっ
て異なる｡ 継母にいじめられて生き埋めにされ,
つぎにはうつぼ舟にいれられて流された ｢金色姫｣
などと諸外国のAT713番の話がちがうのは, たと
えばヨーロッパではいじめられる継子が, 妹の産
んだ子供とともに追い出されることであり (伯母
と姪), また彼女がゆくところではどこでも花が
さき, 彼女が去れば草木も枯れて自然が荒廃する
ところであり, 父親が森でこの子供にであって母
親を発見するところだが, この最後のモチーフは
中世の伝説 ｢ジュヌヴィエーヴ・ﾄﾞ・ブラバン｣
に見られ, ｢手無し娘｣ にも見られる｡ ｢ジュヌヴィ
エーヴ｣ はフランスの伝承だが39, これはまたフ
ランスの ｢ベルト王妃｣ の物語ともかかわってい
る｡ あるいは ｢ヴァランタンとオルソン｣ にも連
なる｡ これをすべてフランスの物語とするなら,
世界的な継母譚をフランス特有の伝承で翻案した
ものともいえなくはない40｡

｢手無し娘｣ は日本にまでひろまっている世界
的な物語だが41, 古い文献話では ｢コンスタンティ
ノープルのうるわしのヘレネ｣ にみられるよう
に42, 地中海を舞台に展開する｡ その話では父親
の求愛を逃れて船にとびのり, 海賊におそわれ,
手篭めにされそうになって神にいのると嵐がふき
あれ, 難船し, 英国の岸に漂着して王子に見初め
られるが, 王子の留守中に無実の罪で手を切られ
てまた舟で流されというように主として女が海上
を流浪する物語だ43｡ 昔話では, 娘があらぬ嫌疑
をかけられて両手を切られて森にすてられるが,
森の動物たちに守られて生きのび, やがて王子と
であってしあわせな結婚をする｡ その女の受難の
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小道具に ｢手紙のすりかえ｣ や ｢子供のすりかえ｣
が使われる｡ 両方一緒になったものでは, 夫の留
守中に子供をうむと, それを犬の子とすりかえら
れ, それをしらされた夫が ｢犬の子でもなんでも
大切にそだてるように｣ という手紙をよこすと,
それを ｢犬の子をうむような女はすぐさま殺すよ
うに｣ という手紙にすりかえるというものだ｡

話の発端は継子話である｡ 実母と継母という
｢すりかえ｣ 関係からはじまって, 子供のすりか
え, 手紙のすりかえ, そして女のいわれなき受難
が語られる｡ またここでも描かれる森の生活は,
都会の生活と対応するもので, 城にすむべき女が
森にすてられ, 野生の生活をしいられる｡ そこに
さらに登場するものとして牝鹿がやってきて子供
に乳をのませる話があり, 実母に育てられる娘が
幸せな婚姻をするのではなく, 実母のいない状況
でありとあらゆる不幸を経験する女が, 試練のは
てに幸せにたどりつくという話で, ｢手無し娘｣
｢ジュヌヴィエーヴ｣ ｢ベルト｣ ｢グリゼリディス｣,
この一連の物語を女の受難の物語とすれば, ｢龍
退治｣ の系列の物語が少年が大人になるための一
連の試練を物語るのに対応し, ｢手無し娘｣ の系
列が娘が大人になるためのプロセスを語るともみ
られる44｡
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ブリクーはバジルにおける聖性に注目し, ルー
マニアではキリストの体からこの植物がはえたと
いう伝承があることなどをあげているが, この話
に直接, そのような聖人伝承が喚起される要素は
なさそうである｡

ベルモンのほうは, ｢すりかえ｣, あるいは実母
と養母の関係を重視し, フランスでも, この物語
の関連話であるAT713番話がおおく採集されてい
るニヴェルネは古来乳母をよく産する土地として
しられていることを指摘している｡ 子供を乳母に
ゆだねる風習がこの話のもとにあるとすれば, そ
の風習がフランス特有のものかどうかも問題にな
るだろう｡ ただ, はなやかな宮廷や社交界の風俗
が, 恋する女, 子を産む女, 子を育てる女などを
それぞれ別にし, 二重, 三重の社会構造, あるい
は親子構造をつくっていたこと, 特に地中海地域
で開放的な性風俗が私生児をたくさん生み出して
いたことなどが, これらの物語における複雑な親
子関係, 夫婦関係のもとになっているだろう45｡

そして, ローマの暁女神儀礼のみならず, 婚約
式で最初は身代わりの娘をたてておく風習なども
ベルモンが指摘しているが, これはたとえばフラ
ンスを中心としたヨーロッパ中世で広く見られた
領主の初夜権の風習にもかかわることだろう｡ エ
リアーデによれば, 初夜を世話になった導師にゆ
だねる風習はインドのものだという46｡ 婚礼の初
夜に花嫁を領主にささげなければならないなら,
式には身代わりをたてて領主には身代わりをおく
るという戦術も考えられる｡ 逆に ｢ワギナ・デン
タタ｣ のように ｢危険な花嫁｣ の話47では, 初夜
に別な花婿をたてる｡ ｢血まみれの婚礼｣ のよう
に初夜にある種の反文明的な危険48をみる思想と
もかかわっているだろう｡

奥方に言い寄る男と身代わりの腰元が床をとも
にする話はボッカチオから 『エプタメロンHepta-
meron』 などにも描かれる｡ そして昔話では, 花
嫁が悪い女によって池につきおとされて, 悪い女
が身代わりになってゆく話 (｢三つのオレンジ｣)
などもよく語られる｡

実母に乳がでなければ, 乳がよくでる女に子供
をゆだねることもあるだろう｡ 粉ミルクができる
まえは現実的な問題でもあったろうし, フランス
の宮廷などのように女が子供をうむ機能より恋愛
遊戯のプレイヤーとしての役割のほうを重視され,
子供がうまれてもすぐに里子にだして, 宮廷にす
ぐに伺候するような社会では乳母や里子のシステ
ムが必要だった｡

さらにはそれは子を産む女, 子を育てる女, 宮
廷文化をになう女, 王の寵をうける女がそれぞれ
役割分担をしている社会であったとも言いえよう｡

｢バジルの鉢｣ の解釈ではニコル・ベルモンが
的確な考えを展開している49｡ こちらでは, コル
シカで200話をあつめたマリア・ラチチの仕事と,
この話のレバノン版をしらべたゲ＝パラの論文に
即して, バジルの鉢が適齢期の娘の存在をしめす
ものであり50, それを奪うことがプロポーズの意
思表示になるとしている｡ そして, その鉢を窓辺
からおろすのは, 男が部屋にのぼってもいい印だ
ともいう (ベルモン311p)｡ なお, バジルの実は
とくに催淫効果があるとされ, 馬などにたべさせ
て種付けをしたという (グベルナティス)｡ 地中
海地域ではすなわち ｢とりわけ色事にかかわる植
物｣ だということになる｡ バジルの機能としては

ａ 結婚前の娘がいるしるし｡
ｂ 料理の味付け
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ｃ 催淫効果
だという｡ すなわち食道楽 (gastronomie) 色事
(galanterie)に関係があるハーブで, とくに地中海
地域でよく栽培され, 家庭でも台所にたいてい一
鉢おかれている51｡

またグベルナティスの 『植物神話学』52 では,
バジルは民間語源で ｢わたしにキスして｣ という
意味だとも言う｡

とすると, 窓辺にバジルの鉢をおいているのは,
男をさそう意思表示であり, しかもその薬効によ
り, 色事を促進するのであれば, 愛の女神ウエヌ
スの花ミルテとも性格を共有するところがあり,
現に 『ペンタメローネ』 ではミルテになっている｡
娘が一緒にくらしているのは実母ではなく, たい
ていは幾分魔女めいた老婆で, あるいは ｢とりも
ち婆｣ 的なところもある女である｡ ブリクーはこ
れを娘に知恵をつける教師的な女とみて, 未婚の
娘を教育する娘宿のようなものを想定しているが,
うがってみれば, 窓辺にバジルをおいて男をさそ
い, 老婆が男をとりもつある種の娼婦宿のような
ものと解釈することもできる｡ 男女の掛け合いは
純真な青年男女の歌垣の風俗より, かなりきわど
いせりふの応酬になることもあるようで, いかが
わしい場所での男女のやりとりをも思わせる｡ す
くなくともイタリアや地中海地域のみだらな風俗
をえがいたボッカチオ的世界につらなるものとみ
られる｡ ヨーロッパの北のほうの, よき家庭婦人
を養成する娘宿の風俗などより, ナポリなどの開
放的で, 享楽的な雰囲気の若い娘の風俗が思いう
かべられる｡
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地中海の昔話という特定のものがあるというよ
り, ほとんどの昔話はアアルネ・トンプソンの分
類をみるように, 世界中にひろまっている53｡ し
かし, ある種の婚姻習慣などをふまえたもの, そ
してとりわけ, ボッカチオ的な艶笑話はそれをう
みだす社会的背景をもっているだろう｡ おもてむ
きには断固たる男性社会であったローマ, そして
のちのヨーロッパ騎士社会, さらに地中海南岸の
イスラム社会において, 裏の社会として, 『千一
夜』 やハーレムにみられるような色事の場や, バッ
コス祭のような女性の自由が謳歌される場, ある
いは退廃した性風俗の場があり, そこで地中海地
域のしたたかな女たちが, むしろうぶな男を翻弄

する文化があったことは十分に考えられることで
ある｡ 地中海地域はその後, 南と北にわかれ, キ
リスト教とイスラムにわかれたが, ローマ時代は
ひとつの帝国であり, その東はインド・イラン世
界に接していた｡ そこではデュメジルが論ずるよ
うな大母神信仰があった54｡ ウエルギリウスなど
を引いて, ローマの宗教は父親をうやまう家庭倫
理のつよいものだと言うような上っ面だけの論は
意味がない｡ ローマの民間信仰は, バッコス教で
あり, キュベレ教であり, そしてそれらのもとに
なった ｢マトロン｣ 信仰である55｡ 女上位の世界
である｡ そこにうわべだけ男性優位の社会制度が
しかれる｡ 実際は女たちが男を手玉にとるのであ
る｡ それはボッカチオの 『デカメロン』 などを見
るまでもない｡ この ｢バジルの鉢｣ や ｢グリゼリ
ディス｣ でも, 剣をふりまわす王子, 王権をたて
に妻を妻ともおもわずにサディスティックに妻を
虐待する王は, 社会の表側の顔でしかない｡ 裏で
は, 女がしたたかに家庭も国家も取り仕切ってい
るのである｡ これらを ｢よき女のための教訓話｣
などと読むのはとんでもない誤読である｡ アルジェ
リアのヴァージョンで女が言う｡ ｢女の策略にか
なう男がいるかしら56｣｡

注
１ アアルネ･トンプソンの国際話形分類 (Antti Aarne

& Stith Thompson, ����������	��
���	��, Second

Revision, Helsinki,1973, FFC 184 ATと略記) では The

Basil Maiden と題され879番があてられている｡ なお,

おなじ編者のStith Thompson, ��	����������
���

��	��	���, Indiana University Press, 1975では, T85.3

にThe Pot of Basil, Mistress keeps murdered lover's

skull in flowar pot. とある｡

２ 平成17年２月22日に広島市立大学で行った講演は

その論をもとにしている｡

３ まず第一に ｢地中海の昔話｣ というものがあるか

ということである｡ ｢日本の昔話｣ ｢インドの昔話｣

などというものがあり, また ｢安芸の昔話｣ ｢備中岡

山の昔話｣ などというものがある｡ 古くは 『遠野物

語』 があり, 佐々木喜善が聞き集めた遠野地方の伝

承を柳田が編集した｡ しかし, そのおおくは ｢伝説｣

であり, ｢昔話｣ ではない｡ ｢昔話｣ としては, 同じ

佐々木が 『聴耳草紙』 などに同じ地方の昔話を集め

て報告している｡ いらい, おおくの民俗学者が僻村

へ聞き取りに赴いてそれぞれの地方にのこる昔話を

���



集めて各地の昔話集が出版されている｡ なかには一

人で数百話の昔話を語る老嫗がいて, その人だけの

昔話集もだされている｡ それに対して, 収集者の名

前を関して ｢ペローの昔話集｣ ｢グリム童話集｣ など

というものもある｡

かつては, 各地の昔話からおもしろそうなものを

拾って適当にアレンジして, 編者の名前を冠して

｢だれそれの昔話集｣ として刊行するものが多かった

が, 西洋では19世紀初頭以降, 研究者がそれぞれの

地方へはいって, 複数の語り手からおおくの昔話を

きいて, それを集約して ｢なになに地方の昔話集｣

として出版するものがおおくなった｡ しかし, そこ

では ｢地中海の昔話集｣ というものは, すくなくと

も学術的な昔話集としてはないのである｡ その地域

ではアンドリュースの 『リグイア地方の昔話集』 や

デルメンゲムの 『カビリアの昔話』 などがあるが,

地中海という広範な地域でさまざまな文化, さまざ

まな言語にわたる昔話を集合することは困難であり,

また地中海全域に共通する昔話の存在も疑問なので

ある｡

しかし一方, ヨーロッパを中心に考えて, 北のほ

うや, 内陸部に対して, 地中海沿岸部に ｢地中海文

化｣ があり, その地域に特有の昔話があるというこ

とは言えるだろう｡ つまり, 地中海という共通文化

圏を想定するのではなく, フランスならフランスの

なかの地中海地域という限定的な概念なら, フラン

スの ｢地中海地方の昔話｣ があるのであり, 『ラング

ドックの昔話』 『ニース地方の昔話』 などが刊行され

てもいる｡

またもうひとつは世界中の昔話はアアルネとトン

プソンの ｢国際昔話分類表｣ に分類された100番台,

200番台の動物昔話と300番台から700番台までの ｢本

格魔法昔話｣ にほとんど含まれ, それらは原則とし

て世界中に分布しているという観念もある｡ これは

広くいえば, 昔話は世界中, どこでも同じようなも

のだという観念にたどりつくし, あるいは一時考え

られたようにすべての昔話はインドで発生し, そこ

から世界中にひろまったという (インド) 単一起源

説にもなるだろう｡ しかしそのばあいには世界中に

おなじ物語があるのなら地中海にもおなじ物語があ

るのは当然で, とくに問題にするにあたらなくなる｡

地中海全地域に共通に存在し, しかもほかの地域

にはみられない地中海特有の昔話というものがそれ

ではあるのだろうか｡ もしそれがなければ, 地中海

のどこかに存在し, ほかの地域にはみられない昔話

があるだろうか｡

ほかの地域でも語られていても, 起源が地中海で

あることがあきらかな昔話はあるだろうか｡

じつは, この地中海地域をふくんだフランスのば

あい, ｢フランスの昔話｣ というタイトルで昔話集を

あむことがなかなか難しいのである｡ 既存の昔話集

を翻訳すれば選択の労はさけられるが, もしそれが

｢世界の昔話｣ というシリーズで, ｢イタリアの昔話｣

｢スペインの昔話｣ などとならんで ｢フランスの昔話｣

が企画されていれば, イタリアやスペインとは違う

ものをつくらなければならない｡ といって, ほかで

はめったに聞かれない話などというものをひろって

くると, フランスでさえ, めったに聞かれないもの

であることがおおく, フランス人としては, そんな

ものがフランスの代表的な昔話だといわれたら困る

ということになるかもしれない｡ フランスで普通に

｢昔話｣ として想起されるものということでは ｢赤頭

巾｣ ｢シンデレラ｣ ｢眠り姫｣ ｢親指小僧｣ などで, こ

れはまさに世界中で語られている人類共通の遺産で

あって, フランス人が自分のものであると主張でき

るようなものではない｡

それでも同じ ｢赤頭巾｣ でもフランスの ｢赤頭巾｣

はドイツの ｢赤頭巾｣ と微妙にことなっている｡ もっ

ともその偏差が地域的, 風土的, 文化的偏差なのか,

それとも語り手, あるいは編者の性格による偏差な

のかは簡単にはいえない｡ ペローの ｢昔話集｣ に収

められた物語はいかにも ｢フランス風｣ に, 洗練さ

れ, おしゃれな感じがするかもしれないが, そのよ

うな印象をあたえる理由は, これが宮廷の貴婦人の

楽しみとしてペローによって書かれたからで, もと

の話はもっと土のにおいのするものだったにちがい

ない｡

４ もっとも一般には南仏の植物とされ, ラルース植

物図鑑でも ｢南仏のサラダのかおりのもと｣ ｢地植え

では南仏でしか育たない｣ などという｡ サラダのほ

かにパスタでも使われる｡ 料理としてはたしかに地

中海の料理によく使われる｡

５ Belmont, Nicole, "Le Langage des basilic", CLO, No

53-54, 2000

６ 一般に昔話の特定の話型の研究では, まず, 同話

型の類話をできるだけ集めて, 物語のシークエンス

ごとに共通要素の有無を図表化することがおおい｡

英米の研究者の好む方法である｡ しかし, 本論で取

り上げたブリクー, ベルモン, あるいはフランスの

昔話目録を作成したトゥネーズもその方法をとって

いない｡ おおくの類話を集め地域的偏差を調べる研

究では有効だが, 代表的な類話をもとにその物語の

地中海地域の昔話 ���



機能や意味を論ずるときはかならずしも図表が有効

であるとはかぎらない｡ 一応, ここでは参考までに

主として利用した類話の表を巻末にかかげる｡

７ 『世界の民話』 解説編, ぎょうせい1978

８ わが国の昔話では東北地方の ｢ぼっこ食い姉御｣

が似たモチーフをもっている｡ 長者の娘が婿候補を

ためすために, 夜中に棺おけをあけて子供の死体と

みせかけた砂糖菓子をかじる｡ それをみて驚かずに

｢おらにもくんろ｣ という男が婿になる｡ (平野直

『すねこ・たんぱこ１』 未来社1958)

９ ブリクーは Clé des contes の巻末に Térésina, Téré-

sinella というシチリアの話を紹介している｡ そこで

はバジルの鉢に水をやっている娘に王子が葉の数を

たずね, 娘が空の星の数で対抗するというおきまり

のやりとりのあと, 王子が魚売りになって魚のかわ

りに接吻をさせる｡ 娘はベルトを売りに行き, ラバ

の尻に接吻をさせる｡ 王子は娘のベッドの下にしの

びこみ一晩中針でつつく｡ 娘は死神に化けて王子を

おどかす｡ ここもすべてお決まりの展開である｡ 結

婚式の夜, 娘は人形を身代わりにして隠れている｡

王子は人形を剣でさす｡ 甘い血がとびちり, それを

なめて王子が後悔し, 死のうとする｡ 娘がとびだし

て説明する, となっている｡ この話は魚売り, ベル

ト売りのモチーフなどを含め, カルヴィーノの 『イ

タリア民話集』 のものとほとんどおなじだが, 語り

手はこれをチュニス在住のシチリア女, 通称タッタ・

フィッチーネから聞いて覚えて, フランス語で語っ

ている｡ フランス, イタリア, チュニスにまたがっ

た伝承ということで, まさに ｢地中海｣ 的な伝承と

言えるだろう｡

ほかにジュヌヴィエーヴ・マシニョンがコルシカ

で収集した ｢レスタ｣ (Genevie`ve Massignon Contes

corses, Lesta, Ophrys, 1963)という話と, シャルル・

ジョイステンがピエモンテで収集した ｢太陽ととも

に生まれた娘｣ (Charles Joistes, Contes populaires du

Dauphiné, Glénat, 1991) がフランスでは知られてい

る｡ ｢レスタ｣ は魚売り, ベルト, 針, 砂糖人形とカ

ルヴィーノとほとんどおなじである｡ ジョイステン

のほうでは, 結婚したあと, 女が口をきかないので,

王子がほかの女を第二, 第三の后にするが, 最初の

女が魔法で殺してしまう｡ (自分の腹をナイフできり

ひらいて, そこから豪華な着物をとりだしてみせた

りすると, 相手も真似をして死んでしまう)｡

10 野上素一訳では ｢恋を兄弟に邪魔されて泣き死ん

だ不幸な娘の話｣｡

11 トンプソンの ｢モチーフ・インデックス｣ Stith

Thompson, Motif-Indedx of Folk Literature, Indiana

University Press, のT85.3 ｢バジルの鉢｣ The Pot of

Basil, Mistress keeps murdered lover's skull in flowar

pot. ではこちらだけがでている｡ なお, ｢死にいたる

愛｣ のカテゴリーである｡ AT879の ｢バジルの鉢｣

のほうでは, ｢死｣ はトリックとして出てくる｡ 娘が

死神の扮装をして王子を脅かす｡ 王子が花嫁を殺そ

うとするのを, 娘が出し抜く｡ また, T85.3で出てく

る ｢きられた首｣ については, ユーディトとホロフェ

ルネス, サロメとヨハネなどのイコノロジカルな伝

統も思い浮かぶが, 本稿では ｢きられた首｣ につい

ては論及しない｡ したがって英国の Murder Ballade

の伝統についてもここでは関連してこない｡ ボッカ

チオがバジルの鉢というまったくおなじモチーフを

つかいながら, ちがう話を展開し, トンプソンもそ

れにひきずられて, 混同しやすいIndexをたてたこと

が問題であろう｡ 本論はAT879と女の策略をめぐる

その関連話であるAT713, AT887を中心に論じる｡

12 『民間伝承研究』 (CLO) 2000｡ ｢バジルの物語｣｡

『ペンタメローネ』 の訳は, 杉山洋子, 三宅忠明訳

ペンタメローネ : 五日物語 大修館書店, 1995｡

(Basile, Giambattista �����������)

13 あるいは聖ヨハネの火祭りのあと, 男女がわかれ

て, たがいに名前をよびながら, ｢だれにあげる｣

｢だれがもらう｣ といった ｢花一匁｣ のような掛け合

いをする風習はヘネップにもあげられている｡ ある

いは (セビヨ ｢フランス民俗学１｣ Sebillot, Le

folklore de France) ピュイゼ地方の風俗としてあげ

たシャランドも大抵の地方でおこなわれていた｡ こ

れらはまさに掛け合いの歌合戦で, 規則として即興

のせりふのなかに ｢シャランド｣ という言葉をいれ

るというだけのことだ｡

14 カルヴィーノの 『イタリア民話集』 では娘が物売

りに変装して王子にロバの尻尾に接吻させる｡ これ

もロバの尻に接吻ということの婉曲表現であろう｡

マシニョン Contes corses, 37-40pでもラバの尻に接吻

する｡ イアネ・ブシュナク 『アラブの民話』 青土社,

1995所収の ｢三人の男の裏をかいた女｣ でも, 手篭

めにしようとしてせまってきた男を縛り上げて, 尻

に蕪をつっこんで外へほおりだす話がある｡ 女から

男にする ｢暴行｣ の象徴的行為とみなされる｡

15 たしかにシークエンス分析の図表によれば, たい

ていの話型が ｢しあわせな結婚｣ で終わる｡ しかし,

このように, ことごとに相手をやりこめようという

男女が円満な結婚生活をおくるかどうか疑問であり,

昔話の定型としての ｢幸せな結婚｣ という結末は,
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波乱にとんだその後を予告するものでしかないだろ

う｡

16 男女の知恵比べでは, 相手に ｢それはうそだ｣ と

言わせる競争 (AT852), 謎解き競争 (AT851) など

もある｡

17 これはベルモンの論より, 彼女が引用したMicheline

Galley, ����������	
�����
	����	́��	��, Armand

Colin, 1971. の論だが, 論者はたんにその関連を指摘

するだけにとどめている｡ たしかにゲルマンの凶暴

戦士ベルセルクルの風習や, 食人習慣とはこの物語

の接点はすくないだろう｡

18 この種のスカトロジカルな悪ふざけはたとえば,

ラングドック地方で婚約者たちに村の若者たちがカー

ニバルで便器にいれた白ワインとチョコレートを飲

ま せ る 風 習 (Claude Seignolle, �	 �������	 ��

�����	��, Maisonneuve, 1977) などにも見られる｡

19 平中物語 / 平貞文著 ; 山岸徳平校註. ほか 朝日

新聞社, 1959. － (日本古典全書)

20 Perrault, Charles の Contes de ma me`re l'Oye, 1697

に収められた Griselidis が名高いが, 地中海世界に古

くから先行話があることがしられている｡ ぺルノ

(Pernot 1944) 参照

21 同前｡ なお｢青髭 (Barbe bleue) はフランスで成立

した物語とされている｡ ｢青髭｣ の話でもとくに女の

ほうが上手で男を翻弄するのはAT312番となる｡

22 内陸の農村地帯とちがって, 沿岸部で, はやくか

ら交易や漁業がさかんで, 住民がひらけており, 社

交的で, とくに女たちの活躍の場がおおかった｡ さ

らにローマ帝国末期の退廃風俗もあり, 女の力が強

かった｡

23 ｢グリゼリディス｣ はその反対で, あらゆる仕打ち

に耐える女を描いているが, まず, これは現実には

存在しない話であり, このあたりの女だったら, す

ぐに感情を爆発させて大喧嘩を展開させるところだ｡

が, また, あらゆる試練を気丈に耐えて, 妻の座を

最終的に確保したと見れば, これも地中海地域の女

の強さ, したたかさの証拠かもしれない｡ メディチ

家やエステ家の女たち, たとえばルクレティア・ボ

ルジアのような女が演じて見せた ｢貞淑｣ は大変な

政治的演技だったともいえるのである｡ 聖女や虐げ

られた女の役を演じ切って, 謀略渦巻くルネサンス

のイタリア政界を生き抜いた女は, すぐに感情を爆

発させて大立ち回りを演ずる市井の女たちの単純さ

とはまるで異質のものだともいえるだろう｡ 塩野七

生がそのあたりをいろいろな著作で描いている｡

24 ローマの大母神マーテル・マトゥタについてはデュ

メジルが 『神話と叙事詩Ⅲ』 (��
�	�	
����	́	����)

で論じている｡ オヴィディウスの 『祭暦』 によると

ユピテルはディオニュソスの養育を実母のセメレの

妹のイオにゆだねた｡

25 AT403 世界中に分布する話形である｡ ｢白い花嫁,

黒い花嫁｣ とよばれることもある｡ ｢三つのオレンジ｣

(AT408) もこの話の類話に含まれる｡

26 この点についてはここではふみこまない｡ 娘がい

るのが実母の家のばあいがほとんどなく, 養母の家,

刺繍の先生の家, あるいは役割不明の老女の家など

がおおく, たしかに成女儀礼の ｢娘宿｣ 的風習がそ

こにあるかもしれない｡ 近代の娘宿については後出

のイヴォンヌ・ヴェルディエのミノ村の調査がある

が, ベルモンは, ここでむしろローマ時代からの社

会制度を考えている｡

27 Georges Dumézil, la Saison de l'Aurore, in ��
�	�	


	́���	́	, 3, Gallimard, 1973

28 トゥネーズ 『フランス民話』 ２. ｢この話はとくに

地中海でしられている｡ もっともおおいのはトルコ,

ギリシャ, イタリア, スペインである｡｣ 66p｡ しか

し, 日本にも ｢白鳥の姉｣ がある｡

29 ｢プルマチ王女, または花の姫君｣ 『インドの民話』

大日本絵画1979

30 地中海文化とはある意味ではローマ帝国の文化で

ある｡ アレクサンドロス帝国がそれを準備する｡ ロー

マ帝国はイングランドまで占領するが, 実質的には

地中海地域であり, その文化的背景はインド, オリ

エントにつらなるところである｡ 植物にしても説話

にしてもインドから地中海へもたらされるものがお

おかった｡ 地中海文化圏はインド洋文化圏とつらな

るのである｡ それに対して北方のゲルマン諸族の文

化はインド・アーリア文化といっても, 北の内陸路

をとおっている｡

31 ペロー童話集 : 完訳 新倉朗子訳 岩波書店,

1982.7 Charles Perrault, ���
	���
	�������	́�	��

�	`�	����	.

32 Émile Dermenghem, ���
	������1926

33 神話や昔話は夢の言語と同じで, 現実の裏返しだ

という｡ 現実に女房の尻にしかれて手も足も出ない

男たちが, 女をサディスティックにいじめる話をし

てよろこぶのである｡

34 ���
���	�	��	��	�	����	�
/ sous la direction

de Georges Duby et Michelle Perrot, Plon, 1991

35 一般にイタリアなどでは見知らぬ男女同士でも,

男がすぐに女をくどくということがあたりまえとみ

なされている風潮もある｡ しかしそれが社会制度と

地中海地域の昔話 ���



して自由な男女関係をつくりあげているかというと

逆で, 制度としてはイスラムでもカトリックでも,

地中海地域ではきびしい婚姻制度がうちたてられて

いる｡ その制度はさらに慣習として王が愛妾を持つ

ことや, 聖職者が女性と同棲することを暗黙のうち

に認め, 一夫多妻制にちかい ｢制度｣ をさえつくり

あげていた時代もあった｡ (デュビーほか, 『女の歴

史』 藤原書店, 1994, �����������	�

����������

/ sous la direction de Georges Duby et Michelle

Perrot. － Plon, 1991)｡

36 Verdier, Yvonne, �������������	�������	�����

�������������������`������������`��Gallimard, 1979

37 略奪婚や契約婚などにあわせて女が自分で相手を

公開の場でえらぶスラヤンヴァラ, あるいは自由な

駆け落ち婚ガンダルヴァなどが挙げられているが,

日本の ｢足入れ婚｣ の逆のような, 女が見習い期間

をへて, 正式の妻として認められるといった制度は

記述されていない｡

38 ただし, これはベルモンの見解で, 筆者の意見は

これについては留保する｡

39 ただし, 伝播の結果, ドイツによく広まっている

という (ヴレー＝ヴァランタン1992)｡

40 ジュヌヴィエーヴの話はフランスや, ブラバント

地方の伝承とされるが, ブラバント伯の后が, 夫の

留守中に男にいいよられ, それを退けたところ逆恨

みされ, あらぬ嫌疑をかけられて追放される｡ 幼い

子をだいて森をさまよっていると牝鹿がやってきて,

子供に乳をあたえてくれる｡ やがて森にやってきた

伯爵が野生人のような親子を認知する｡

41 わが国の｢手無し娘｣が世界の｢手無し娘｣ (AT706)

と完全に対応すること (『日本昔話事典』 1994), そ

れがイエズス会の宣教師によってもたらされたこと

は定説となっている｡ (小沢俊夫 『世界の民話』, 三

原幸久 ｢昔話 『手無し娘』 の伝承と伝播｣ 『民間説話』

世界思想社 1989ほか)｡

42 おなじコンスタンチノープルの聖ヘレネをめぐる

伝承で, バジルの香りに導かれてキリストの墓を発

見したと語られていることをブリクーが紹介してい

る｡

43 文献では 『カンタベリー物語』 にも見られる｡ あ

るいは13世紀のフィリップ・ド・ボーマノワールの

『手無し子 (マネキン)』 はもっと古い｡

44 ヴレー＝ヴァランタンは ｢手無し娘｣ と ｢ジュヌ

ヴィエーヴ伝説｣ は芝居にしたてられて女子修道院

でよく演じられ, よき母になるために経なければな

らない試練の物語として受け入れられていたという

(Velay-Vallantin, 1992, 119p)｡

45 ルソーの時代にはそれ以上に捨て子がフランスで

はきわめて多かったという｡ (������������	�
����

sous la dir. de André Burguie`re, Christiane Klapisch-

Zuber, Martine Ségalen, Fran�oise Zonabend, 1986 A

Colin)

46 『ベンガルの夜』 (La nuit Bengali, 1950) 参照｡

47 膣の中に歯がはえていて, 男性を食い殺す｡ アメ

リカ先住民の伝承もふくめ, 各地にみられる伝承｡

48 社会制度としての結婚に対し, 古代の略奪婚, あ

るいはそれ以前の, いわば文明以前のオス同士が殺

しあって, メスを獲得していたような野蛮さが｢結婚｣

のなかにはあり, 結婚にいたらなければ, 暴行とし

て処罰されるような行動が大なり小なり, 結婚制度

にはつきまとう｡ ｢血まみれの婚礼｣という民俗学や

幻想文学の主題は, おこない澄ました社会的人間が

｢結婚｣ という場において野生にかえって血と性の衝

動に身をまかせることを象徴的にあらわしている｡

またいくつかの社会で処女を危険なものとして, あ

らかじめ部族の長老が処女をうばっておくといった

風習も, 初夜の危険性の観念のひとつのあらわれだ

ろう｡

49 ベルモンはレヴィ＝ストロース学派だが, 構造論

より機能論をとり, たとえば, 『人間』 誌の特集 ｢半

分人間｣ (2005) では, ｢半分鶏｣ とか ｢片目片足｣

などの身体的に半分になった主人公の物語をとりあ

げるかわりに ｢ものぐさ太郎｣ (T675) のたぐいの

｢ふでき｣ な人間, ｢末っ子のおろかもの｣ の話をと

りあげる｡ 意外な視点だが, ニヴェルネ地方の物語

りでまさに ｢半分人間｣ という題で語られているの

だ｡ その文脈では日本なら ｢たにし息子｣ ｢一寸法師｣

が思い浮かぶが, ｢ものぐさ太郎｣ と ｢一寸法師｣ と

｢半分にわとり｣, そして ｢目一箇｣ 神, 片足の鍛冶

神の神話をつづけて論ずる視点をもっている｡ 彼女

のとりあげた ｢ものぐさ太郎｣ では, 助けてやった

鰻にさずかった不思議な力で一寸法師のように大き

くなるのではなく, 知能的に一人前になる｡ フラン

スではペローの ｢妖精｣ や ｢逆毛のリケ｣ でもそう

だが, ちいさこが大きくなるより, 知能, あるいは

容貌が不完全な状態から完全な状態に変化する話の

ほうがおおい｡

なおベルモンがとりあげた話では, 王女と結婚し

たおろかものが王によって王女とともに樽にいれて

海にながされるが, これは日本や中国の犬婿譚と同

じで, こちらでは犬の姿から人間への変化が語られ

る｡
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｢半分鶏｣ はドラリュによればフランス固有の物

語だということになるが, トゥネーズはそれにたい

して留保をつけている｡ しかし地中海地域で好まれ

る話にはちがいない｡ 浅香幸枝は ｢『半分にわとり』

にみる移民の心性｣ ( 『神話・象徴・文化』 2005) で

スペインの例を論じている｡

ベルモンは ｢半分人間｣ について, 少年が大人に

なるプロセスにおける男根の認識が根底にあるとみ

る｡ まず ｢割れ目｣ として認識される女との違いが,

半分に裂けた少年ではみとめられず, ｢半分人間｣ は

｢割れ目人間｣, すなわち女性的少年, 性的に男性性

を主張していない少年だということになる｡ それが,

割れ目性を克服することで, 完全な大人になるとい

うのだが, これは一寸法師が打ち出の小槌で大きく

なるのが, 男根が勃起するプロセスに相当するのと

同じかもしれない｡ が, また, 片手, 片足, 片目の

｢半分人間｣ が男根だけはまるまる一つもっていると

すると, 彼ははじめから男根性をもっていることに

なり, 割れ目説とは逆の解釈も可能にする｡

50 マルタ島ではとくにそのための出っ張りが窓につ

くられており, 適齢期の娘がいる家ではバジルの鉢

をそこに置く｡ (ベルモン2000, 311p) ところで, こ

の類の物語でバジルの鉢に水をやる娘が実母のとこ

ろではなく, 他の女のところにいることがおおいの

に論者が注目しているのは, さきの ｢すりかえられ

た花嫁｣ 論と同じ着眼である｡

51 南フランスやイタリアの朝市などではトマトなど

とともにバジルの小鉢が100円くらいで売られていて,

たいていの家庭がいつも一鉢は台所においておく｡

パスタなどにバジルの葉をのせるのは, 素麺に紫蘇

をのせるようなものだ｡

52 Angelo Gubernatis, ����������	
�
�����
�, 1878

53 昔話の全世界の分布については, 昔話研究者にとっ

ては自明のことだが, 専門外のものは各国別の昔話

があると思っているようだ｡ これについては稲田浩

二 『世界昔話ハンドブック』 三省堂 (2005) や小沢

俊夫 『世界の民話』 中央公論1979などを参照｡ ｢おお

くの昔話が世界の大半をめぐり｣ (マックス・リュー

ティー 『昔話の本質』 ちくま1994, 7p) とか, ｢ ｢天

人女房｣ ｢シンデレラ｣ などは全地球的といえるほど

に広く分布している｣ (小沢俊夫 ｢昔話の話型と分類｣

『民間説話の研究』 同朋舎1987) と言うとおりである｡

そうやって世界中にひろまっている定型的な物語を

｢昔話｣ とよぶ了解事項が成立している｡ 一地方だけ

の話は伝説, 奇譚, 世間話などと分類される｡ アア

ルネとトンプソンが国際フォークロア学会の委嘱を

うけて ｢世界中｣ の昔話を分類したときには, 日本

やオセアニアの資料が欠落していたが, その後, お

なじ分類のシステムで日本などの昔話も分類される

ようになり, 日本の昔話を40数巻の 『日本昔話通観』

にまとめた稲田浩二は, その 『通観』 の 『タイプイ

ンデックス』 編に日本の昔話と世界の昔話 (ATの分

類) との対応表をだしているが, そこで日本にだけ

あって, 世界の分類に対応しない話はごくわずかで

ある｡ もちろん地域的, 風土的偏差はあり, ひとつ

の昔話が二つや三つの昔話にわかれたり, 違う話が

混入したりということは当然ある｡ が, 上記, 稲田

や, あるいは池田のタイプインデックスによって,

日本の昔話もほとんどが世界の昔話の伝播の流れの

なかにはいっていることが証明されている｡

伝播には商業活動にともなうものがまずあり, 正

倉院にペルシャやギリシャの壷があるということは,

文化の交流があったことをしめしており, 物がつた

わるときには, 言葉, そしてその言葉でかたられる

物語もつたわってくる｡ 市場ごとに人の集まりで物

語が語られ, それを聞いた遠方の商人が国に帰って,

こんな話があると語ると物語はおもわぬ距離を伝わ

ることになる｡ ある時代にはコンスタンチノープル,

バグダット, ボンベイ, 長安にはおなじ物語文化の

流通が見られた｡ もっと古い時代にはとくに仏教説

話として物語が東西につたわった｡ イソップの物語

はおおくが日本でもふるくから語られているが, こ

れはイソップが直接伝わったというより, イソップ

のもととなっていたインドの 『パンチャタントラ』

などが, 仏教説話に混入して日本につたわっていた

ものとみなされる｡ もちろんイソップそのものもイ

エズス会の宣教師がもってきている｡ イエズス会の

宣教師がもってきたことがあきらなか話としてはほ

かにたとえば, 上述の ｢手無し娘｣ がある｡ これは

アラビアや, 中世のヨーロッパで語られていたもの

で, グリムにも収録されるが, 日本ではほとんどの

地域にひろまっている｡ 次は, 各地につたわる 『手

無し娘』 の例である｡

ワッツ 『オッファ王の生涯の物語』

(Vita Offae Primi) 12世紀｡

手無し娘 アラビアン・ナイト347-348 夜

貧者に施しをして国王のために両手を

斬られた女の話

グリム31, 手無し娘

エスピノーサ 手のない娘

能田多代子 『てっきり姉さま』 五戸の昔話,

未来社958

地中海地域の昔話 ���



このほかに日本の昔話の約９割が AT の国際話型

に分類されるが, もっとも顕著なものは, ｢シンデレ

ラ (米福糠福)｣ ｢浦島太郎 (中世騎士物語の異郷譚,

新倉俊一, 土井光知ほか)｣ ｢羽衣｣ ｢兎と亀｣ ｢こぶ

とり爺｣ などであろう｡ (『民間説話の研究 : 日本と

世界 : 関敬吾博士米寿記念論文集』 同朋舎出版,

1987 など参照)

地域的偏差によって多少わかりにくくなっている

ものでは, ヨーロッパでもっとも好まれている昔話

である ｢竜退治｣ が日本では ｢猿神退治｣ になって

いることが証明されている｡ 三宅忠明は 『民間説話

の国際性』 大学教育出版2000で, ｢しっぽの釣り｣

｢猿の生き肝｣ ｢三枚のおふだ｣ ｢大工と鬼六｣ などを

完全対応話としてあげている｡ 関敬吾はもちろん

『昔話の国際比較』 でもっと多数の例をあげている｡

小沢俊一は 『世界の民話』 の解説編や中央公論の

『世界の民話』 で日本の昔話と世界のそれとの比較を

おこなっている｡ しかし, 『白鳥処女』 と ｢羽衣｣,

｢蛇女房｣ と ｢メリュジーヌ｣ ｢桃太郎｣ と ｢犬をつ

れた英雄｣ などは完全に世界中をめぐっている物語

であり, またイザナギの地獄くだり, オホアナムチ

の根の国訪問とそこからの逃走, 因幡の白兎など,

日本では神話としてかたられている世界的な口承伝

承もある｡ 神話としては ｢洪水神話｣ が世界中にあ

ることは周知のことで, 筆者もさきに 『世界の洪水

神話』 勉誠社2004でおおくの研究者と共にそれを論

証した｡ もちろん日食神話やハイヌウエレ神話 (吉

田敦彦) なども日本をふくめ世界中にみられる話で

ある｡

以上, 神話, 昔話が世界中にふるくからひろまっ

ていることについては, その経緯や伝播の年代など

についてはそれぞれの話についてわかっているもの

も, 不明なものもあるが, いずれにしても, 物語が

世界をめぐるということは事実として確認されてい

る｡ なお, そのばあい, 日本はたいていの場合に終

着点で, 日本からほかへ伝わった昔話は実証されて

いる範囲では存在しない｡ (近年, 『竹取物語』 とお

なじ話が ｢斑竹姑娘｣ として中国で語られているこ

とが評判になったが, これはかなり最近, 日本の植

民地政策などにともなってつたわったものではない

かと推測されている)｡ 稲作でも仏教でも, 日本から

さらにとおくへ伝わった例がないのと同じである｡

さらに昔話は世界共通の文化遺産であるというと,

この地方にこんな話があり, これは世界のどこにも

ないというような反論がある｡ たいていはそれを分

析すると世界共通の話になるが, どうしても世界に

例のない話のばあいは, 昔話ではないとされる｡ だ

れかの創作話か, 地域伝承かである｡ 昔話とはだれ

かが特定の地域でのみ語るものではなく, 人々がつ

ぎつぎに語り伝えるもので, どの地域にも根付きう

るものであり, それが地域的特性をもって語られる

伝説との違いである｡

昔話研究の第一人者と目される稲田浩二の規定を

かかげよう｡ ｢１ タイプの国際性

ある一つの民族の伝承に認められるタイプは, し

ばしば他の民族の伝承の中にも存在する｡ 隣接する

異民族間にそれが多いのは, 当然予想されることだ

が, 遠く離れ, 過去に全く交渉のなかったとされる

民族の伝承の中にも, 少なからぬタイプの一致ない

し類似が認められる｡

先に述べたように, そのようなタイプの中には,

かつてたどってきた人類史上の長い過程で共通の体

験をし, それを刻み込んだ伝承であることもある｡

また, より多くの場合, あるタイプは, それを伝

承する民族から, 伝承のない異民族に伝播すること

がある｡ その場合, その二つの民族のもつ言葉は,

多くは異なっているが, 両者が接する地域の人々は,

交易などのため交渉する必要が少なくない｡ そこで,

二つの民族にはそれぞれに, 相手の言葉を理解し,

用いることの可能な人々－いわゆるバイリンガルが

必ずいて, 彼らが両者の橋渡しをしてきた｡ また,

彼らは, しばしば婚姻の機会もあり, それによって

交流は一層深まってくる｡ こうして, 長い時間のな

かで, 言葉や習俗の違い, 国境などの障壁は, 昔話

のタイプの伝播のうえでさほど深刻なものではなかっ

たと考えられる｡

また, その二つの民族がいずれも文字社会であれ

ば, 伝承を記した文献の媒介によって, 伝播するこ

ともありえよう｡ その場合は, まず文字階層が, 外

書を翻訳し, その内容を一般庶民の聞き手が理解で

きるように, 語り広めるという過程をたどることに

なる｡ たとえば漢訳仏典が日本に伝来し, それにの

せられた仏教説話などを, 日本の僧侶がわかりやす

い説教に盛りこんで人々に伝えるなどである｡

このように, ある民族の伝承タイプは, さまざま

な経路をへて異民族に伝わり, 数千年の年月をへて,

いずれの民族の保有するタイプも国際色を濃くして

くる｡ その結果, ある一つの民族にのみ伝承するタ

イプはきわめて稀な例となっている｡

ただし, あるタイプが民族間を伝播していくとき,

それは必ずしも元のままではなく, 多くはそれを受

容する民族のもつ信仰, 思想, 感情, 生業などに添っ
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て受け入れられる｡ 即ち, 伝播のたびにタイプの具

体的構造が変化し, それに伴ってそのテーマ, 登場

者, 様式なども移っていく｡

タイプの国際性は, その濃淡こそさまざまである

が, すべての民族の伝承にわたって認められる｡｣

(昔話研究会HPhttp://www2j.biglobe.ne.jp/̃minwa/genro

n.htm)｡

54 ローマでは政治的な神話が公式の宗教のもとになっ

ていて, 尊属を尊重する風習などを構成していると

される｡ しかしこれはうわべのものである｡ 実際に

は女たちの宗教が民間にひろまっており, そのひと

つのバッコス祭の狂乱はいくども大掛かりな弾圧の

対象になった｡ 女だけの結社の宗教は男が入ること

が許されないので, 記録にとどめられていないが,

ボナ・デア, ルチナ, マーテル, キュベレ, イシス

などの女神をまつる信仰や祭りは沢山あった｡ そも

そもキリスト教でも本来異端であるはずの聖母信仰

がひろまるのがこのイタリアやスペインであり, そ

のもとにはケルトの大地母神信仰があるといわれて

きたが, ローマの宗教でも民間ではすでに女神信仰

がさかんだった｡

55 ｢女主 (マトロン)｣ とよばれた女神を信仰する民

間の秘密宗教がローマで盛んだったことはガジェな

どによっても示されているが, 主としてそれは暁の

女神マトゥタであるとデュメジルはみる｡

(G. Dumézil, �������������́�	


).

56 ���������	���������������́�����	��������́����

������������������������, édité s par Micheline

Galley, Armand Colin, 1971 なお, おなじせりふがバッ

セのモロッコの昔話集でもつかわれる｡ ブリクーの

論でも歌垣の掛け合いで相手を言い負かすのはきまっ

て女のほうだという｡ そしてミレイユ・ピアロタは

｢策略こそ女たちが攻撃から身を守るために使う武器

だ｣ という｡
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