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『古事記』における黄泉国説話の成立をめぐって 
 

鄭家瑜＊ 

 

要旨 

 

『古事記』における「黄泉国」の問題をめぐり、前稿では「黄泉国」の性

格と役割について論じた。前稿の考察によれば、『古事記』における黄泉国説

話には『日本書紀』の用いる「黄泉」及び「泉国」という用語は認められず、

終始一貫して、「黄泉国
●

」という呼称が用いられている。この呼称は『古事記』

独自の呼称であり、それが象徴する世界は『古事記』独自の世界なのだと考

えられる。 

ところで、この『古事記』独自の世界は神話的な世界だが、全く空想上の

世界ではない。神話とは古代人の生活経験によって発想されたものであるた

め、黄泉国説話も何らかの信仰の基盤の上に立って成立したものだと考えな

ければならない。だとすれば、黄泉国説話の信仰の基盤は果たしてどういっ

たものであろうか。また、それが如何にここで取り上げた黄泉国説話に変形

したのか、黄泉国説話の成立の経緯はどのようなものかなど、黄泉国説話の

成立に関わる問題について考察する必要があろう。前稿は紙幅の制限のため、

これらの問題の検討までに及ばなかった。したがって、本稿は前稿を引継ぎ、

「黄泉国」を考察する作業の第二弾として、黄泉国説話の成立の問題を中心

に考えたい。 

 

 

キーワード：黄泉国、洞窟他界観、信仰の基盤、出雲、成立の経緯 

＊ 明道大学応用日本語学科助教授 
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《古事記》之黃泉國故事的形成

鄭家瑜＊

摘要

本人在前篇論文中已針對《古事記》之「黃泉國」的性格以及角色做一分

析。根據此分析可以得知：《古事記》全書中一貫性地出現「黃泉國」此一稱呼；

《日本書紀》中所記載的「黃泉」或是「泉國」的用法並不可見。藉由此稱呼，

我們可以明白「黃泉國」一詞是《古事記》特有的用詞，其背後所象徵的世界

亦是《古事記》特有的世界。

不過，此一《古事記》特有的神話世界，卻也並非全然是空想。因為神話

原就是從古人的生活經驗中所孕育而出的。因此，黃泉國的故事應該也有其信

仰上的基礎才是。

究竟這個故事的信仰基礎為何？它又是如何演變成《古事記》中所記載的

黃泉國故事呢？這個故事形成的過程究竟是如何呢？前篇論文因篇幅之限制無

法討論到這些問題，因此本篇論文將繼續考察《古事記》之黃泉國，並且針對

黃泉國故事之形成過程加以分析。

關鍵字：黄泉國、洞窟他界觀、信仰之基礎、出雲、形成的過程

 

 

 

＊ 明道大學應用日語學系助理教授
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一、始めに 
 

『古事記』における「黄泉国」の問題をめぐり、前稿では「黄泉国」の性

格と役割について論じた。前稿の考察によれば、『古事記』における黄泉国説

話には『日本書紀』の用いる「黄泉」及び「泉国」という用語は認められず、

終始一貫して、「黄泉国
●

」という呼称が用いられている。この呼称は『古事記』

独自の呼称であり、それが象徴する世界は『古事記』独自の世界なのだと考

えられる。それだけではなく、この呼称には、黄泉の世界を「葦原中国」「根

之堅州国」「常世国」と同じく、「国」の次元に置こうとする『古事記』の意

図が内包され、それが「国」の世界を通して「天」（「高天原」）の至高性を強

調するという『古事記』の編纂方向に繋がっていく。すなわち、「黄泉国」と

いう世界は『古事記』の主旨を貫こうとする意図の上に作り上げられた世界

なのだと言えるのである1。 

このような考察を通して、「黄泉国」とは、『古事記』における独特な世界

であり、『古事記』の構造を解明するのに重要な窓口だと察せられるのである。 

一方、神話的な「黄泉国」は概念的な世界だが、全く空想上の世界ではな

い。神話とは古代人の生活経験によって発想されたものであるため、黄泉国

説話も何らかの信仰の基盤の上に立って成立したものだと考えなければなら

ない。だとすれば、黄泉国説話の信仰の基盤は果たしてどういったものだろ

うか。また、それが如何にここで取り上げた黄泉国説話に変形したのか、黄

泉国説話の成立の経緯はどのようなものかなど、黄泉国説話の成立に関わる

問題について考察する必要があろう。前稿は紙幅の制限のため、これらの問

題の検討までに及ばなかった。したがって、本稿は前稿を引継ぎ、「黄泉国」

を考察する作業の第二弾として、黄泉国説話の成立の問題を中心に考えたい。 

 

 

 

1 詳細は拙論「『古事記』における「黄泉国」の性格と役割」（『明道通識論叢』第二期、明道
管理学院、2007年）をご参照ください。 
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二、黄泉国説話の信仰の基盤 
 

では、まず、黄泉国説話の信仰の基盤について考えてみよう。 

神話的な「黄泉国」の原型について、従来の説では横穴式古墳としたもの

が多かった2。横穴式古墳説の要点は次のようである。 

 

（一） 伊耶那美命は縢戸から伊耶那岐命を出迎えたが、その縢戸は横穴式

古墳の石槨の入り口に当たる。 

（二） 伊耶那美命は縢戸から出て伊耶那岐命と再会したが、再会の場所は

遺骸を収めた棺の置き場である玄室に当たる。 

（三） 伊耶那岐命がタブーを破って黄泉軍などに追跡されたが、その追跡

の場所となる黄泉比良坂は玄室から外部へ通ずる通路である羨道に当たる。 

（四） 追いかけてきた伊耶那美命に対して、伊耶那岐命は千引石で黄泉比

良坂を塞いだが、その千引石は墳墓の入り口、所謂羨門を塞いだ大石に当た

る。 

 

この四点から見ると、神話における「黄泉国」と横穴式古墳の関係は確か

に否めない。 

しかし、古墳時代には巨大で人工的な墓がさかんに築かれたが、古墳の造

営は多くの人力と財力が必要とされ、当時の権力者や上流階級しか造れなか

った3。横穴式古墳とは、古墳時代後期の産物であり、大陸の墓制の輸入であ

り、その成立時期について、考古学からの見解では、六世紀後半頃と推定さ

れている4。以上のことからも、横穴式古墳は成立時期が遅いのみならず、使

用の対象も限られていたと推察できよう。 

これに対して、後述するように、洞窟が古来葬送の場として利用され、そ

2 次田潤『古事記新講』（明治書院、1966年改訂版）、金子武雄『古事記神話の構成』（桜楓社、
1971年）、福島秋穂「伊耶那美命による黄泉国訪問神話の成立時期について」（戸谷高明編『古
代文学の思想と表現』所収、新典社、2000年）などは、横穴式古墳説を採っている。 
3 岩村忍・関敬吾、『日本の民族・文化』、講談社、1959年。 
4 尾崎喜左雄、「古墳から見た宗教観」（斎藤忠編、『日本考古学論集３―呪法と祭祀・信仰』所
収、吉川弘文館、1986年） 
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れ自体が一つの他界として信仰されていた事実がある。また、洞窟他界観は

横穴式古墳よりも古くからあることから、むしろ神話における「黄泉国」の

原型を洞窟に求めるべきではないか。 

黄泉国説話と洞窟の関係については、早く松村武雄氏によって指摘されて

いる。氏は「黄泉国の観想が、古代日本民族が死者を葬つた磐境や、彼等が

居住し且つ死者を祭祀した洞窟などを原體として成立したらしい」と述べて

いる5。この氏の指摘は筆者に大きな刺激を与えた。だが、氏は洞窟が如何に

「黄泉国」の観想を形成するのかを詳論せずに論を終えてしまっている。そ

のほかに、西郷信綱氏は「黄泉平良坂は普通の単なる山坂ではなく、地下へ

と通じる洞窟を暗示している」と説いている6。氏は黄泉平良坂と洞窟の関係

を指摘しながらも、「黄泉の国の話が殯宮、すなわちモガリ（またはアラキ）

とよばれる古代の葬礼に動機付けられたもの」と述べており、「黄泉国」と洞

窟の直接な関係を認めていないよう7である。 

このように、「黄泉国」と洞窟の関連はまだ十分に研究されておらず、なお

検討する余地があると言えよう。したがって、筆者はここで「黄泉国」と洞

窟の関係を検討してみたい。これをめぐり、問題を次の三点に分けて詳しく

説明する。 

 

（一） 古代、洞窟は葬送の場として頻繁に利用されていた。 

（二） 『出雲国風土記』の「黄泉之坂・黄泉之穴」のように、洞窟が一つの

他界とみなされ信仰されていた。 

（三） 神話における「黄泉国」の様相は洞窟に類似した点が多い。 

  

まず、（一）についてだが、日本の数多くの海蝕洞窟を考察し、日本古代史・

考古学に多くの研究業績を重ね上げた辰巳和弘氏の研究に、次のような報告

がある8。 

5 松村武雄、『日本神話の研究』第四巻、培風館、1958年。 
6 西郷信綱、『古代人と夢』、平凡社、1972年。 
7 同上。 
8 辰巳和弘、『「黄泉の国」の考古学』、講談社、1996年。 
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（１）多くの海蝕洞窟は弥生時代から古墳時代前期にかけて、主に居住の場

として利用され、あわせてそこを墓地として活用することも行われた。 

（２）これらの洞窟は古墳時代の中期以降になると、葬送空間としてのみ利

用されるようになった。 

（３）海蝕洞穴を葬送の場として利用する洞穴葬は、太平洋側のみならず、

日本海側にもあった。 

（４）山間部にも洞窟葬があった。長野県にある鳥羽山洞窟から多量の白骨

が発見されたことは好例である9。 

 

この四点に基づいて、洞窟葬は沿岸部にも山間部にもあり、特定の地域の

特殊な葬送法ではなく、一般庶民の間にある程度浸透していたこと、また洞

窟を葬送の場として利用されていた時代が長く続いていたことが分かる。 

 

次に（二）について、葬送の場として利用されていた洞窟は、その機能を

超えて、一つの「観念上」の「死の世界」（あるいは他界か）として信仰され

ていた。『出雲国風土記』には、この点を裏付ける記事がいくつか認められる。

まず、前に触れた「黄泉之坂・黄泉之穴」の例を見てみよう。検討したい部

分の本文のみを引いておく。 

 

（１）出雲郡宇賀郷の条 

  即 北海濱有礒…自礒西方有窟戸 高廣各六尺許 窟内有穴 人不得入 

不知深浅也 夢至此礒窟之邊者必死 故俗人 自古至今 號云黄泉之坂 

黄泉之穴也（下線 鄭） 

 

9  また、辰巳氏の指摘にはないが、埼玉県比企郡吉見町に位置する吉見百穴が注目される。
吉見百穴とは、古墳時代後期に死者を埋葬する墓穴として凝灰岩の丘陵地帯に作られた数百の
穴（戦前２３７個あったが、現在２１９個ある）を指している。これらの穴は天然の洞窟では
ないが、山の穴を墓穴として利用している。この点で、山間部の洞窟葬に共通するために、「洞
窟は葬送の場として利用される」という論理の用例としてあげておきたい。【吉見百穴につい
て、詳細は金井塚良一『日本の古代遺跡三一―埼玉』（保育社、1986年）、竹石健二著・肥後
和男監修『日本古墳１００選』（秋田書店、1973年）を参照。】 
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この伝説に見られる「黄泉之坂・黄泉之穴」は、平田市猪目町にある猪目

洞窟と推定されている10。この洞窟からは、縄文時代中期の土器片、弥生時

代から古墳時代後期にかけての土器、木器、須恵器、弥生時代の人骨十二、

ゴホーラ貝などが出土され、洞窟はかつて住居の場また墓地として利用され

ていたことが窺える。そして、夢の中でさえその洞窟の付近に立てば、人が

死ぬと伝えられているが、この俗信の下敷きは、洞窟に対する恐怖であり、

洞窟が一つの「死の世界」とみなされていたために他ならない。「洞窟他界」

の信仰が先行し、その信仰の基盤の上に、猪目洞窟は「黄泉之坂・黄泉之穴」

と名づけられたのだろう。要するに、古出雲には黄泉信仰が存在していたが、

その信仰の基盤は洞窟他界観にあったと言えよう。 

 

（２）嶋根郡加賀神崎の条 

加賀神崎 即有窟 高一十丈許 周五百二歩許 東西北通 所謂佐太大神

所産坐也…御祖支佐加比賣命坐此處 今人 是窟邊行時 必声磅礚而行 若

密行者 神現而 飄風起 行船者必覆 

 

加賀の神崎には洞窟があり、この洞窟の付近を船で通りすぎるとき、必ず

大声をあげて進まなければならない。こっそりと行こうとすると、神が強風

を起こし、船を引っくり返すという。だが、なぜこの洞窟を通り過ぎるとき、

大声をあげなければならないのだろうか。それは「この鬼気の迫まるような

大洞窟の辺りを航行すると、何か圧倒されるような畏怖感におそわれるので、

大声を挙げて虚勢を張り、みずから元気を鼓舞してこれに打ち勝とうとした」
11のだろうが、その土着的な信仰はやはり（１）の例と同様に、洞窟に対す

る恐怖に由来したものである。すなわち、この説話もまた洞窟他界観に基づ

いたものと見なせよう。 

 

（３）加賀郷の地名由来の条 

  加賀郷 郡家北西廾四里一百六十歩 佐太大神所生也 御祖神魂命御子 

10 辰巳、前掲注八書。外間守善、『海を渡る神々―死と再生の原郷信仰』、角川書店、1999年。 
11 加藤義成、『出雲国風土記参究』、原書房、1957年。 
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支佐加比賣命 闇岩屋哉詔 金弓以射給時 光加加明也 故云加加 

 

加賀という地名は、黄金の弓が暗黒の洞窟を潜り抜けたことに因んだとい

う。この話に記されている「闇岩屋」は、暗黒の洞窟を指しており、今の加

賀の潜戸と推定される。加賀の潜戸は島根半島の北海岸、潜戸鼻と呼ばれる

岬の突端に位置する洞窟である。その潜戸には新潜戸と旧潜戸があるが、新

潜戸は佐太大神が生まれた巨大の海蝕洞であり、旧潜戸の洞内は小石を積み

上げた石塚が重なり合うように並び立つ、後の時代に賽の河原と呼ばれた地

蔵和讃の世界である。これらのことから、洞窟は「あの世」と「この世」の

境として見なされ、「あの世」への入り口として信仰されていたと想定できよ

う。つまり、洞窟自体は一つの幽冥の世界であり、他界であった。「闇岩屋」

と呼ばれるのは、その暗さを語るのみならず、暗い洞窟が持つ想像的な死の

世界を暗示していよう。 

 以上の三つの説話を通して、洞窟は「闇の空間」や「死の世界」と信仰さ

れていたことが分かるだろう。 

前稿では「黄泉国」は「闇の空間」ならびに「死の世界」という性格を持

っていると論じたが12、ここにおいて、洞窟が持つイメージは、神話におけ

る「黄泉国」のイメージに合致していると認められよう。要するに、洞窟自

体が一つの黄泉の世界と言えるのである。 

 

最後の（三）については、かつて筆者は実地である猪目洞窟に赴き、その

様相を確認検証したことがある。巨大な開口部から奥へ向かって急激に天井

が広くなり、奥に向かって進めば、漆黒の闇である。果てが見られず、洞窟

内のせいなのか、風が冷たく感じられた。かつてその長く漆黒の闇の向こう

へと延びている岩の隙間を腹這いで進んだ考古学者の辰巳氏は、やはり言い

知れぬ恐怖で洞窟の果てを見極めることができなかったという13。神話では、

伊耶那岐命が櫛で火をつけなければならなかったが、奥深い漆黒の洞窟は黄

12 詳細は拙論「『古事記』における「黄泉国」の性格と役割」（『明道通識論叢』第二期、明
道管理学院、2007年）をご参照ください。
13 辰巳、前掲注八書。 
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泉国の暗黒を想起させる。 

洞窟のトンネルはさらに奥深くまで続き、そのトンネルは追跡の場面を想

像するのに適している。神話の「黄泉比良坂」は、まさに漆黒の闇の向こう

へと延びている洞窟のトンネルが物語化されたものだろう。男神は蛆がうよ

うよいる女神の腐っている体を目撃するが、これもまた洞窟に埋葬された死

体の腐敗を反映していると考えられよう。 

以上のことから、黄泉国説話には、洞窟葬の色彩が濃く漂っているのが分

かる。黄泉国説話と横穴式石室との関係は、完全に否定することができない

が、横穴式石室の玄室は洞窟を髣髴させる空間であること、洞窟他界観は古

くから存在したこと、洞窟葬の分布領域が広かったこと、神話で描かれてい

る「黄泉国」の様相は洞窟と非常に類似していることなどの諸点を総合して

考えれば、神話の「黄泉国」の原型は、横穴式石室よりもまず洞窟に求める

べきだろう。それと同時に、黄泉国説話の信仰の基盤は洞窟他界観にあった

と言ってよかろう。 

この問題をさらに深く掘り下げれば、黄泉国説話の基盤は「古出雲」の洞

窟他界観にあったと考えることができる。その理由については、まず（一）

出雲地方に黄泉に関係する伝説や地名が多いこと、（二）神話的な「黄泉国」

は洞窟の様相と非常に類似していること、（三）出雲には洞窟に関わる話が多

く存在していること、この三点を挙げることができる。さらに、古出雲の洞

窟他界観を黄泉国説話の基盤とする決め手は、上述した三点にではなく、神

話的な「黄泉国」の舞台が「出雲」と設定されていることにある。この点を

明らかにするため、記紀の比較をしてみたい。 

黄泉国説話に関して、『古事記』には「故其所神避之伊耶那美神者、葬出雲

国与伯伎国堺比婆之山也」と「故其所謂黄泉比良坂者、今謂出雲国之伊賦夜

坂也」という記述が認められる。前者は伊耶那美命の埋葬地を述べるもので

あり、後者は黄泉平良坂の位置を示すものである。この両者がともに出雲に

関わっている。このようなことからも、黄泉国説話と出雲との密接な関係が

窺えるのである。 

これに対して、『日本書紀』には本文と一書を合わせて十二の所伝があるが、

その中で、埋葬地の位置を明示するのは、第五の一書のみである。しかも、
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そこには「出雲」ではなく、「紀伊国」と記されている。それに、書紀の第六・

七・十の一書には「泉（津）平坂」という用語が認められるが、その位置が

示されていない。このような記紀の比較を通して、『古事記』においては黄泉

国説話の舞台が出雲と設定されていることが指摘できよう。 

以上の考察によって、出雲には洞窟他界観が存在していたこと、また神話

的な「黄泉国」と出雲との関連が深いことが明白に読み取れよう。この二点

からも、『古事記』における黄泉国説話の基盤は出雲の洞窟他界観に求められ

るのではないか。 

しかし一方、出雲の洞窟他界観を『古事記』における黄泉国説話の基盤と

見ることができたとしても、黄泉国説話は、洞窟他界観のほかに、覗き見禁

止、タブー破り、追跡、呪物投擲逃走、黄泉戸喫などの要素も認められるた

めに、物語の構成素が複雑である。これに対して、出雲の洞窟他界観は、古

くから浸透していたものなので、その構成素は素朴だったはずだろう。それ

だけではなく、前述したように、「黄泉国」とは『古事記』独自の世界であり、

『古事記』の主旨を貫こうとする意図の上に作り上げられたものなのである。

これらのことを考え合わせれば、黄泉国説話をそのまま出雲の洞窟他界観の

物語化と見るのは妥当ではないと言わなければならない。 

だとすれば、出雲の洞窟の概念が果たして如何に神話的な「黄泉国」に変

形したのか、黄泉国説話は如何に成立したのかなどが問題となろう。次節で

はこれらの問題を踏まえて、『古事記』における黄泉国説話の成立の経緯を追

究してみたい。 

 

三、黄泉国説話の成立 
 

黄泉国説話の成立の問題をめぐり、ここでは『古事記』の神統譜と出雲の

歴史的背景という二点から考えたい。 

先に神統譜の問題についてだが、既に多く論じてきたように、『古事記』に

は天照大神を皇祖神とする神統譜を有する。天照大神は本来、太陽神であっ

たが、壬申の乱で勝って即位した天武天皇は、天照大神を最高神・皇祖神に

まで押し上げ、自らを天皇とする「正統性」を保障する新しい神統譜を作っ
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た。この神統譜のもとでは、現世天皇はみな天照大神の子孫であり、日神の

子孫となった。『古事記』では、日子穂々耳命や日子邇々芸命などのように、

「日子」という呼称が目立つが、「日子」とは日神天照大神の子孫という意に

他ならない14。 

一方、この「日子」の鎮座する地が大和である。大和は、太陽に面する山

陽地方にある。「日子」の本拠地が山陽の地とされているのは、偶然ではある

まい。天照大神を皇祖神にするという新しい神統譜のもとでは、「日子」が鎮

座すべき地は「山陽」地方でなければならないという原理が内包されている

からである。 

このように考えてくると、神話的な「黄泉国」の舞台が出雲と設定されて

いるのも、単に出雲の洞窟他界観に関係するのみならず、山陽と対照的であ

る山陰地方という出雲の位置に関わっていよう。 

ただし、山陰地方には、出雲のほかに、伯耆や石見などの諸国でもあるが、

なぜ出雲のみ黄泉国説話の舞台とされていたかがやはり問題となろう。ここ

において、他の理由があったと考えられる。 

すなわち、古代の出雲は独自の宗教を持つ神秘的な世界として知られていた。

それは大和にとっては、未知な世界であったに違いない。神秘的なために、

暗黒で恐怖の空間と想像されやすいが、それは出雲が黄泉国説話の舞台に選

定された一因となっていまいか。 

それだけではない。自給自足に充分な資源を持った出雲は、豊かな生活環

境に恵まれていたので、そこに古くから一つの政治勢力―地域ブロックが形

成されていた。のみならず、国外に対して、出雲は日本海を通じて朝鮮半島

と頻繁に交流し、そこから様々な技術を教わった。また国内に対しては、出

雲と九州・丹波・若狭・越の各地との交流が古くから行われていた。その上、

出雲は名鉄の産地であり15、出雲人は高度な製鉄技術を持っていた16。このよ

14 『古事記』の神統譜と皇祖神の誕生について、詳細は拙論「『古事記』における高天原」（輔
仁大學日文系『日本語日本文学』第三十輯、2005年）をご参照ください。 
15 『出雲国風土記』仁多郡横田郷の条に「以上諸郷所出鐵堅尤堪造雜具」とあり、堅鉄に関す
る記事があるが、「諸郷」とは仁多郡の四郷（横多郷、三処郷、布勢郷、三沢郷）を指してい
る。神話的な大蛇―八俣遠呂知の尾から宝剣が出たという神話は、中国山地の堅鉄による刀剣
の製造についての話と考えられる。（八俣遠呂知神話と刀剣の製造の問題についての詳細は別



『古事記』における黄泉国説話の成立をめぐって 鄭家瑜  

132

うな背景を有した出雲は、大和にとっては厄介かつ危険な存在であったに違

いない。 

さて、神話の世界においては、出雲は、単なる出雲一国を指すのではなく、

「葦原中国」全体を象徴するのである。これは、国譲りの過程はすべて出雲

で行われていたにもかかわらず、天神に譲渡したのは出雲ではなく「葦原中

国」であったことからも分かるだろう17。天孫降臨以前の「葦原中国」には、

大国主神を始め多くの神々が存在した。それは「高天原」の天神と違う系統

の神々であった。「高天原」側にとって、これらの国神は反対勢力であり、「反

高天原」的な存在であったに違いない。天照大御神が多くの天神を遣わして、

「葦原中国」を征服しようとした理由はここから理解できるのである。この

ように考えてくると、『神代記』における出雲は、天孫統治以前の「葦原中国」

を象徴し、「反高天原」的な勢力の拠点と設定されていると捉えられよう。 

ところが、なぜ出雲は「反高天原勢力」の代表と設定されているのだろう

か。この問題は、上述したように、出雲人が独自の宗教を持つこと、ならび

に高度な製鉄技術を持っていたことなどの歴史的背景から考えられないか。

ここでは、出雲は神話においても、また歴史背景においても「反高天原（大

和）的な存在」であることが認められるのである。 

一方、こうした「反高天原（大和）的な存在」という性質は、神話の「黄

泉国」とは類縁性を持っており、どちらも大和にとっては「負」の存在なの

である。出雲が黄泉国説話の舞台と選定された理由は、このような神話的類

縁性によったからだと考えられよう。 

以上に述べてきたものをまとめれば、黄泉国説話の舞台が出雲と設定され

稿に譲る。） 
16 出雲人の製鉄技術を含め、出雲の歴史的背景についての論述は、水野祐『古代の出雲と大
和』（大和書房、1975年）を参考したものである。 
17 国譲り説話には出雲の稲佐の小浜、出雲の多芸志の小浜と美保の岬など、出雲に現に存在
する地名が記されており、国譲り説話の舞台が出雲にあることを証明している。にもかかわら
ず、国譲り説話に「天照大御神・高木神之命以、問使之。汝之宇志波祁流葦原中国者、我御子
之所知国、言依賜。故汝心奈何」（下線 鄭）と「此葦原中国者、随天神御子之命献」（下線 鄭）
という表現がある。前者は、建御雷神が大国主神に「葦原中国」の譲りの意思を尋ねた内容で
あり、後者は建御名方神が「葦原中国」を天神に献上したものである。これらの表現からも、
大国主神が天神に譲ったのは、出雲国ではなく、「葦原中国」全体であったことが分かるだろ
う。 
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たのは、単一の理由ではなく、複雑な理由を有していることが分かる。それ

らを大まかに分ければ、（一）出雲の洞窟他界観、（二）『古事記』の神統譜、

（三）出雲の歴史的背景、この三点にまとめられよう。 

ところで、果たして『古事記』における黄泉国説話の成立の経緯について、

如何に考えればよいのだろうか。 

この問題について、鳥越憲三郎氏の『出雲国風土記』における黄泉の坂・

黄泉の穴の伝説に関する指摘はいい手掛かりとなろう。氏の指摘は次のよう

である。 

 

こうした出雲国に古くから伝わる伝説が、出雲国を黄泉国に比定するのに好

都合であったであろう。しかし、『古事記』は何も出雲国の黄泉の伝説をその

まま取り入れたのではない。ただヒントを得たのに過ぎないのであって、『古

事記』の黄泉の説話は他の地方に伝わる葬送習俗や世界観の伝説をもって構

成したのである。しかし、『古事記』が黄泉国を出雲国としたことから、亡く

なられた伊耶那美命を、出雲国と伯伎国の境にある比婆山に葬るという説話

となった18。（下線 鄭） 

 

氏によれば、『古事記』の黄泉国説話は出雲の黄泉の伝説からヒントを得て、

他に多くの要素を複合的に取り入れて出来たものであったという。このよう

な見解は佐藤四信氏も提出している。 

   

（前略）かやうにこの地方には、中央の黄泉観とは全く関係のない黄泉の伝

承や黄泉に係る古地名が、早くから存在し、一般化してゐたことに間違ひは

なく、記紀神話は出雲におけるこれら既存の黄泉神話を、適宜に包摂したと

いふに過ぎない。すなわち中央で成立した記紀神話における黄泉神話に何程

かの具体性を持たせるために、出雲の黄泉の穴や坂、あるひは夜見嶋を、さ

らには伊布夜社を引用し、利用したものと思はれる19。（下線 鄭） 

 

18 鳥越憲三郎、『出雲神話の成立』、創元社、1966年。 
19 佐藤四信、『出雲国風土記の神話』、笠間書院、1974年。 
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黄泉国説話が中央で成立された点について、両氏の指摘は適切だろう。だ

が、「出雲国の黄泉の伝説をそのまま取り入れたのではない。ただヒントを得

たのに過ぎない」また「記紀神話は出雲におけるこれら既存の黄泉神話を、

適宜に包摂したといふに過ぎない」という両氏の姿勢は、出雲固有の黄泉信

仰（この信仰は出雲の洞窟他界観からなった）を過小視するおそれがあり、

疑義を挟みたい。先述したように、出雲には黄泉の伝承や黄泉に関わる古地

名は古くから存在し、また黄泉信仰は早くから一般化されており、黄泉国の

様相に髣髴する洞窟が出雲に多く存在していた事実がある。したがって、記

紀以前の出雲の黄泉信仰を過小評価してはなるまい。 

ならば、黄泉国説話の成立の経緯について如何に考えるべきだろうか。 

上述した『古事記』の神統譜や出雲の歴史背景などの要素を考えれば、む

しろ『古事記』の編纂者は出雲の歴史的背景などを考慮した上で、黄泉国説

話の舞台を出雲と選定した。さらに適確に古出雲の黄泉信仰を受け止め、そ

れを骨格に、他に覗き見禁制、逃走などの説話の要素を肉付けし、『古事記』

全編の主旨に従って一つの大きな説話を作り上げたと考えていいだろう。 

そして、その成立の時期について、福島秋穂氏は当該説話の数多い構成要

素を詳細に考察し、「七世紀も後半以後に漸く見られるような物語として完成

されたものだ」20と指摘しているが、氏の説に従いたい。 

 

四、結び 
 

以上のように、「黄泉国」とは『古事記』独自の世界なのだが、この神話的

な世界は出雲と密接な関係を持っており、黄泉国説話の基盤は出雲の洞窟他

界観に求めることができる。出雲の洞窟他界観を黄泉国説話の基盤とした理

由については、次の四点が挙げられる。 

 

（一）出雲地方に黄泉に関係する伝説や地名が多いこと 

（二）神話的な「黄泉国」は洞窟の様相と非常に類似していること 

20 福島秋穂、「伊耶那美命による黄泉国訪問神話の成立時期について」（戸谷高明編、『古代文
学の思想と表現』所収、新典社、2000年） 
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（三）出雲には洞窟に関わる話が多く存在していること 

（四）『古事記』の黄泉国説話の舞台は出雲と設定されていること 

 

そして、出雲の洞窟他界観から『古事記』に記されている黄泉国説話に変

形した過程については、次のようなステップが考えられる。 

 

（一）『古事記』の述作過程では、黄泉国説話の舞台を出雲と設定する。 

（二）出雲固有の黄泉信仰を黄泉国説話の骨格にする。 

（三）（二）に追跡物語など多くの要素を取り入れる。 

（四）『古事記』の主旨に従う一つの巨大な説話を作りあげる。 

 

さらに、このような述作の過程中、黄泉の世界は「黄泉国
●

」という名称に

統一されるのである。それを通して、高天原・天照大御神の至高性および天

孫降臨の原理が語られるのだろう。このように考えてくると、いわゆる「黄

泉国」とは『古事記』独自の世界観を作り出そうとする意図の上に、作り上

げられた『古事記』独自の「国」の世界なのだと見るべきではないか。 

 

※本論文は博士論文の一部をまとめたものである。 



『古事記』における黄泉国説話の成立をめぐって 鄭家瑜  

136

五、テキスト 
 

山口佳紀・神野志隆光校注・訳、『新編日本古典文学全集１―古事記』、小学

館、1997年。 

小島憲之ら校注・訳、『新編日本古典文学全集２―日本書紀①』、小学館、1994

年。 

 

六、参考文献 

 
岩村忍・関敬吾、『日本の民族・文化』、講談社、1959年。 

尾崎喜左雄、「古墳から見た宗教観」（斎藤忠編、『日本考古学論集３―呪法と

祭祀・信仰』所収、吉川弘文館、1986年。 

金井塚良一、『日本の古代遺跡三一―埼玉』、保育社、1986年。 

金子武雄、『古事記神話の構成』、桜楓社、1971年。 

加藤義成、『出雲国風土記参究』、原書房、1957年。 

西郷信綱、『古代人と夢』、平凡社、1972年。 

佐藤四信、『出雲国風土記の神話』、笠間書院、1974年。 

外間守善、『海を渡る神々―死と再生の原郷信仰』、角川書店、1999 年。 

竹石健二著・肥後和男監修、『日本古墳１００選』、秋田書店、1973 年。 

辰巳和弘、『「黄泉の国」の考古学』、講談社、1996年。 

次田潤、『古事記新講』、明治書院、1966年改訂版。 

鄭家瑜、「『古事記』における高天原」、輔仁大學日文系『日本語日本文学』第

三十輯、2005年。 

鄭家瑜、「『古事記』における「黄泉国」の性格と役割」、『明道通識論叢』第

二期、明道管理学院、2007年。 

鳥越憲三郎、『出雲神話の成立』、創元社、1966年。 

福島秋穂、「伊耶那美命による黄泉国訪問神話の成立時期について」（戸谷高

明編、『古代文学の思想と表現』所収、新典社、2000年。 

松村武雄、『日本神話の研究』第四巻、培風館、1958年。 

水野祐、『古代の出雲と大和』、大和書房、1975年。 


