〈エッセイ〉

蛇と日月
藤目 乃理子

蛇は古代の多くの文明圏において生と死の象徴とされた。
「不死」
「再生」は「月」
そして「ウロボロス（自らの尾を噛む蛇）」のように、
「環」のシンボルで表される。
ミルチャ・エリアーデは、蛇が男性あるいは女性、死者の霊魂や先祖などの化身、
呪術や多産の象徴と考えられてきたことを踏まえて、
「蛇の多様なシンボリズムから、
はっきり出てくるのは、蛇の月的な性格、すなわち、変形による豊饒、再生、不死の
力である 1」と述べた。
「月」「蛇」と「再生」の結びつきは、ニコライ・アレクサンドロヴィッチ・ネフス
キーが著した『月と不死』に収録されている「月のアカリヤザガマの話」において語
られている 2。伝承によれば、月と太陽は人間に長命の薬を与えようと節祭の新夜にア
シ リミズ

カリヤザガマ 3 という使者を下界に遣わしている。人間に与える変若水と、蛇に与え
シニミズ

る死水を入れた桶を天秤に担いだ使者が途中で桶を下ろして休んでいたところ、蛇が
現れて人間に浴びせるはずであった変若水を浴びてしまう。彼は仕方なく死水を人間
に浴びせたが、それに怒った神に体刑を科され、月の中に閉じ込められる。以来、蛇
は脱皮して生まれかわることができるようになった一方、人間は死から逃れられない
体になったという 4。
1 ミルチャ・エリアーデ（久米博 訳）『エリアーデ著作集 第二巻 豊饒と再生』せりか書房、
1974 年、28 頁。
2 ニコライ・アレクサンドロヴィッチ・ネフスキー『月と不死』
（岡正雄 編）平凡社、1971 年。
3 「アカリヤ」は「輝ける者」、「ザガマ」は一般庶民の老人の呼称。命令に背いて罰せられた
彼は、月の中で桶を担いだまま今もなお立ち続けているという（前掲注 2、10 頁参照）。
4 前掲注 2、11-13 頁参照。
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月と「若返りの水」に関しては、『万葉集 5』に次のような歌が見られる。
天橋も

長くもがも

君に奉りて

高山も

をち得てしかも

高くもがも

月読の

持てるをち水

い取り来て

（巻十三 三二四五）
ヲ チミヅ

この歌の「月読」は若返りの霊水「変若水」の所有者とされている。中国の伝説にも
若返りの仙薬の話が存在し、
『淮南子』には羿が西王母から貰った不死の仙薬を彼の
妻である姮娥が盗み出し、月に逃げたという話がある 6。古くから様々な地域において、
月に「不死」と「再生」が結びつけられてきたのは、
「月が虧けては盈ちて巳むこと
月の盈虚の連続性が直接「死
のないさまから連想せられたもの 7」といわれるように、
と再生」を想起させ、そこからさらに「不老不死」の観念と結びついたのであろう 8。
蛇の場合、アカリヤザガマの伝承のように、脱皮が不老不死のキーワードとなって
いる。蛇が人間から不死を横取りした物語は、
『ギルガメシュ叙事詩』の終章にも見
られる。主人公のギルガメシュは若返りの草を手に入れるのだが、油断して蛇に食べ
られてしまう 9。
脱皮によって若返る力、種によっては毒牙をもつ蛇に関心を示さなかった文化圏は
ないといえる。例えば、古代エジプトでは毒蛇であるコブラがファラオの冠のシンボ
ルであり、聖蛇ウラエウスとして王の敵に毒を吐くとされた 10。また、下エジプト第
六ノモスのブトの女神ウアジェトもコブラである。
「この女神は、ブトが首都であっ
た下エジプト王国の守護女神となり、のちに上・下エジプトが統一されてからもその
役割をもちつづけた 11」という。
ウアジェトと同一視されるのが「ホルスの目（ウジャト）
」である 12。古代エジプト
5 佐竹昭広 他 『万葉集（四）』」岩波書店、2014 年、46 頁。
6 楠山春樹『新釈漢文大系第 54 巻 淮南子 上』明治書院、1979 年、317 頁。
7 前掲注 6、319 頁。楠山は例として「夜光何の徳ある、死すれば則ちまた育く」（『楚辞』天
問）の一文を挙げている。

8 エリアーデ曰く、太陽はそれ自体不変であり「生成」と無縁なのに対して、月には満ち欠
けがあり、時に見えなくなることから「死」と「再生」を繰り返す「すぐれて生のリズム

をもった天体」であるという（前掲注 1、7-8 頁）
。
9 月本昭男 訳『ギルガメシュ叙事詩』岩波書店、1996 年、362 頁。
10 ハンス・ビーダーマン（藤代幸一 監訳）『図説 世界シンボル事典』八坂書房、2000 年、
380 頁。
11 ヤロスラフ・チェルニー（吉成薫・吉成美登里 訳）『エジプトの神々』六興出版、1988 年、
27 頁。
12 ステファヌ・ロッシーニ、リュト・シュマン = アンテルム（矢島文夫、吉田春美 訳）『図
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において、太陽と月は太古の天空神ホルスの両目だと考えられてきた 13。ホルスの月
の目は叔父であるセトに盗まれたが、知恵の神にして月の神・時の神であるトトによ
って癒された後、元に戻された。よって月の目は「完全なもの」と呼ばれ、光神の力
のシンボルとされたという 14。
日本神話において、日と月の神はイザナギの目から生まれたとされている箇所があ
る。
しかう

みめ

なづ

まう

然して後に、左の眼を洗ひたまふ。因りて生める神を、号けて天照大神と曰す。
また

復右の眼を洗ひたまふ。因りて生める神を、号けて月読尊と曰す。復鼻を洗ひた
みはしら

まふ。因りて生める神を、号けて素戔嗚尊と曰す。凡て三の神ます。（日本書紀
巻第一 神代上 第五段 15）
坂本太郎は目から日・月が生じるモチーフについて、天父または宇宙巨人神話と結
びついていると述べた 16。各地域における神話の類似は度々指摘されるが、それが偶
然であれ思考の共通という点では着目すべきであろう。
エジプト神話で蛇と神の目が結びついていることは先に述べたが、
『日本書紀』に
は神として捕らえられた蛇の眼光に恐れおののく天皇の姿が書かれている。
ふみづき

きのえ いぬ

ついたち かのえねのひ

ちひさこべのむらじすがる

みことのり

われ

「朕、
七年の秋七月の甲戌の 朔 丙 子 に、天皇、少子部連蜾蠃に 詔 して曰はく、
みもろのをか

三 諸岳の神の形を見むと欲ふ。 或いは云はく、此の山に神をば大物主神と為ふとい
う

だ

いまし

すみさかのかみ

ちからひと

ふ。或いは云はく、菟田の墨坂神なりといふ。汝、膂力人に過ぎたり。自ら行きて捉
すがる

こころみ

まか

「試に往りて捉へむ」とまうす。乃ち
て来」とのたまふ。蜾蠃、答へて曰さく、
をろち

み

ものいみ

三諸岳に登り、大蛇を捉取へて、天皇に示せ奉る。天皇、斎戒したまはず。其の
かみひかりひろめ

まなこかがや

かしこ

おほ

雷 虺 虺 きて、目 精赫々く。天皇、畏 みたまひて、目を蔽 ひて見たまはずして、
おほとの

か

く

いかづち

殿中に却入れたまひぬ。岳に放たしめたまふ。仍りて改めて名を賜ひて雷とす。

（日本書紀 巻第十四 雄略天皇 17）
説 エジプトの神々事典』河出書房新社、1997 年、141 頁。

13 前掲注 12、16 頁。
14 マンフレート・ルルカー（山下主一郎 訳）『エジプト神話シンボル事典』大修館書店、
1996 年、155 頁。
15 『日本書紀』の引用は、坂本太郎 他校注『日本書紀 ( 一 )-( 五 )』岩波書店、1994-1995 年
による。( 一 )、48 頁。
16 坂本太郎 他『日本古典文学大系 67 日本書紀 上』岩波書店、1967 年、555 頁。
17 前掲注 15、( 三 )、44 頁。
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じゃ

日本において「蛇の目」は、古代より魔除けとして用いられた模様の名称である。
カカメ

吉野裕子は「蛇の目の模擬物」として鏡を挙げ、
「蛇目」を「鏡」の由来とした 18。円
形で光ること、二重の輪で縁取られ、いわゆる蛇の目形をなしていたこと、大部分が
凸面鏡であったことをその証拠としている 19。鏡は御神体として用いられ、三種の神
器の一つにも数えられている。同史書には、アマテラスとツクヨミがイザナギのもっ
ま そかがみ

た白銅鏡から成り出でた箇所がある。
あめのしたしら

うづ

みこ

おも

一書に曰はく、伊奘諾尊の曰はく、「吾、 御 㝢 すべき珍の子を生まふと欲ふ」と
みて

と

な

ま

のたまひて、乃ち左の手を以て白銅鏡を持りたまふときに、則ち化り出づる神有
これ

まう

す。是を大日孁尊と謂す。右の手に白銅鏡を持りたまふときに、則ち化り出づる
みぐし めぐら

みるまさかりに

神有す。是を月弓尊と謂す。又首を廻して顧眄之間に、則ち化る神有す。是を素
ならび

ひととなりてうるは

戔嗚尊と謂す。即ち大日孁尊及び月弓尊は、並に是、質性明麗し。故、天地に照
これかむさがそこな

やぶ

し臨ましむ。素戔嗚尊は、是 性 残ひ害ることをを好む。故、下して根国を治し
む。 （日本書紀 巻第一 神代上 第五段 20）

アマテラスとツクヨミはイザナギの目や鏡から生まれたとされており、これが蛇と
関係しているかは不明であるが、二つの光る円形のものを左右に配置して日月とする
表現は、古墳壁画にも残されているようである。七世紀初頭に築造されたという虎塚
古墳（茨城県ひたちなか市）には、太陽と月を表すと見られる蛇の目模様が描かれて
いる（図 1）。
玄室の壁面には幾何学文様や、槍・大刀・靫のような武器などがあしらわれてい
る。壁画の意味については未だ明らかになっていないが、左右側面に描かれているも
のが異なることから、二つの同心円の間を境に別個の空間を表現していると推測す
る。『淮南子』には、次のような伝説がある。
堯の時に至るに逮びて、十日竝び出でて、禾稼を焦がし、草木を殺らして、民、
食する所無く、猰貐・鑿齒・九嬰・大風・封豨・修蛇、皆、民の害を爲す。堯乃
ち羿をして鑿齒を疇華の野に誅し、九嬰を凶水の上に殺し、大風を靑丘の澤に繳
し、上は十日を射、下は猰貐を殺し、脩蛇を洞庭に斷り、封豨を桑林に禽にせし
む。萬民皆喜び、堯を置きて以て天子と爲す。
（淮南子 巻八 本経訓 21）
18
19
20
21

吉野裕子『蛇』講談社、1999 年、124-125 頁。
前掲注 18、125 頁。

前掲注 15、( 一 )、36 頁。
前掲注 6、371-372 頁。
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図1
大塚初重『装飾古墳の世界をさぐる』祥伝社、2014、260 頁

太陽が十個並び出たことで苦しむ民を救うため、弓の名手である羿が十個の太陽を
射落としている。この神話ついては『山海経 第六 海外南経』の中で、十個のうち九
個の太陽を射落としたとも書かれている 22。
図 1 左側の同心円を太陽とすると、左側面に描かれた円を合わせて十個の太陽が
あることになる。九つの円は射落とされる太陽を示していると考えられるが、大塚初
重は「鏡」であると述べている 23。
片方側面が羿の射日神話をもとにした昼の世界と仮定すれば、もう片側は夜の世界
であろう。古墳内部の空間は魔除け、鏡あるいは神としての「蛇の目」と太陽・月が
同一視され、永遠に循環し再生するという一つの完成された世界観と見なすことがで
きるのではないか。このような世界構造からは、死後の世界での神話的な行いが現世
に影響するよう願いが込められているように思われる。蛇が死と生を結びつけるもの
として理解されていたうえで、壁画に射日神話を採用したのだとすれば、旱魃などで
飢饉に苦しまないよう死後の有力者に人々の行く末を託す意味が含まれていたのかも
しれない。
六世紀後半に造設されたという珍敷塚古墳（福岡県うきは市）にも、日月と見られ
る壁画が残されている。図 2 の左側にある円が太陽とされ、右側にある小さい円が
月を表すと考えられている。また、左には烏、右には蛙のような生物が円のそばに描
かれているが、大塚によれば、壁画は『楚辞』や『淮南子』といった古代中国の神
22 郭 璞 伝・ 蒋 応 鎬 絵 図『 山 海 経（5）』 文 光 堂、1902 年、 早 稲 田 大 学 図 書 館 所 蔵、28
頁。 https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ru05/ru05_00355/ru05_00355_0005/
ru05_00355_0005_p0028.jpg（2022 年 8 月 20 日アクセス）
23 大塚初重『装飾古墳の世界をさぐる』祥伝社、2014 年、261 頁。
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図2
辰巳和弘『古墳の思想』白水社、2002、213 頁

話を参考にしているという 24。『淮南子』精神訓には「日中に踆烏有り、月中に蟾蜍有
り 25。」とある。
辰巳和弘は、「日月によって常に明るく照らされた珍敷塚の古墳壁画が描く世界は、
」と述べた。図 2 の上部には、太陽から
無限の世界、すなわち常世と理解される 26。
月にかけて長い筋が伸びるが、この線が蛇を意味しているとすれば、
「蛇」というシ
ンボルを用いて、生と死が循環する永続的な世界を表現したと考えられるだろう。
推測の域を出ない部分は多いが、古代人は「蛇」あるいはその目と、
「日月」
「生
死」に繋がりを持たせ、あらゆる形で表現を試みてきたのではないだろうか。

24 前掲注 23、121 頁。
25 前掲注 6、323 頁。
26 辰巳和弘『他界へ翔ける船』新泉社、2011 年、116 頁。

