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昔話にみる日本的心情 

 

16L035 田口 明美 

１．はじめに 

大学入学後、英米文学や児童文学の授業で様々な昔話を読む機会を得た。それらの昔話

によって、それぞれの国や地域の特徴を垣間見ることができ、その土地に住む者たちの心

に影響を与える何かがあるのではないかと考えた。 

「昔話の分野の研究は、人類学や考古学といった学問だけではたどり着けない『語る動

物』としての人類の歴史の探求ができるのではないか」と著書の中で語られていた稲田浩

二の言葉に興味を持ち、昔話を通して「日本人の心のありよう」を調べてみることにした。 

２．昔話とは何か 

昔話は一般民衆の生活の中で文字によらず代々語り伝えられてきたもので、口承文芸で

ある。口承文芸の代表的なものが民話であり、民話には昔話と伝説がある。 

昔話は、時代も作者もわからない「昔々の遠い昔のあるところの、ある人」の物語であ

る。特徴としては「型」がある。「昔々、あるところに…」というような、確かではない時

代の確かではない場所だという、本当にあったかどうかは知らないけれど…という意味の

発話で始まり、お話の終わりは、たとえば「めでたしめでたし」や「しゃーんしゃん」「しゃ

みしゃっきり」など、それぞれの地方によって違う独特の結びの句で終わる。 

昔話はその土地に何代にもわたり、語り継がれている。伝説や神話とは違い、信仰的な

ものではないが、その集団の中で生活するのに必要な習慣や伝統、共有の認識としての生

きるための知恵や教えなどが平易な語り口で表現されている。ゆえに、昔話には昔の日本

人は何を大切に生きていたのかを示唆する何かがある。 
 伝説 昔話 

土地との結びつき 
その土地の岩石、樹木、沼、川、山などに

ついて語られそのいわれを説明している 

土地には結びつかない 

型の有無 

決まった型はなく、長短も自在 語り始めの「昔々」、終わりの「めでたしめ

でたし」や、聞き手の合いの手など決まった

型がある 

内容の真実性 
すべて真実だとは信じ切れないものの、実

在するものにまつわる 

真実ではないと思われる 

一言で言うと… 信仰 文芸 

http://www3.town.minobu.lg.jp/lib/shiryou/minwa/whatsminwa_a.html 「民話って何だろう」

で土橋里木氏によって説明されている表より抜粋 
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３．昔話に出てくる女性を通して日本人の心情を検証する 

河合隼雄は著書『昔話と日本人の心』の中で、キリスト教を基本とし、すべては父なる

神へと至る「父権的意識」が根底にある欧米の社会に対し、日本は「母権的意識」の強い

社会だということを述べている。昔話を通じて「母権的意識」とは何かを紐解いていく。 

そのために、日本人の心のありようを解き明かす手段として、まず日本の昔話で女性が

主人公であり、「異類婚姻譚」と「見るなのタブー」を兼ね備えた「鶴女房」を取り上げる。

そして、運命を受け入れ耐えて生きる女性「手無し娘」を西洋の同名の昔話と比較し、最

後に、運命を自らの手で切り開く、意思する女性を描いている「炭焼長者」の考察をすす

めることとする。 

３－１－１．「鶴女房」と「からす」のあらすじの概要 

・「鶴女房」のあらすじ 

 あるところに、貧しいけれども心の優しい若者がいた。鶴が罠にかかっているところに

通りかかった若者は鶴を可哀そうに思い、布団を買うために持っていたお金を罠の持ち主

に全部渡し、鶴を助けてやった。次の日、若く美しい娘が若者の家を訪ねてきて、嫁にし

てくれと頼んだので嫁にした。嫁は「わたしが機を織る間は決して覗かないように」と言

い、機織りの部屋に入った。しかし、若者はどうしてもその部屋を見たくなり戸を開けて

見てしまった。すると、そこには自分の細い羽根を抜きながら反物を追っている鶴がいた。

鶴は夫に「こうした姿を見られたうえは、私はもうここにはいられません。おいとましま

す。私はあなたに助けられた鶴でした。」と言い残し、飛んで行った。その部屋には、今ま

で見たこともないような美しい反物が残されていた。 

 

 日本の昔話「鶴女房」と比較するために、西洋のグリムの「からす」を取り上げる。 

・「からす」のあらすじ 

 ある王女様が呪いでカラスの姿に変えられてしまった。そのカラスが森でさまよってい

ると若者と出会った。その若者に、魔術でカラスにされたことを話し、呪いを解くには幾

多の試練があるが、それを乗り越えて自分を元の人間の姿に戻して欲しいと頼んだ。若者

はその願いを受け入れ、難題をすべて解決した。そのおかげでカラスは王女の姿に戻るこ

とができた。王女は若者に感謝し、この若者と結婚し幸せになった。 

３－１－２．異種婚姻譚について 

 この「鶴女房」と「からす」の二つの話の共通点は、人間以外の生物である女性が主人

公である。昔話の分類では「異種婚姻譚」という人間以外と人間の結婚話に含まれる。日
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本の昔話には、「鶴女房」のように、もともとは人間以外の生物が人間の姿となり活躍する

話はいくつかあるが、西洋の昔話には、人間以外の生物が人間の姿として登場する話はな

い。 

日本では、人間と人間以外の生き物の関係が近く、同じ世界に共存することが不思議で

はなく自然に受け止められる。人間が他の生物の世界とのかかわりを持つ話の内容は、人

間以外の生物と婚姻を結ぶこと、人間以外の生物の世界へ行くこと、他の世界から物を持

ち帰ることなどのパターンがあるが、そのことによって幸を得るという話が古代から存在

している。決して忌み嫌われる話とは捉えていない。 

西洋では、人間と動物の世界は完全に区別され、そこには基本的に上下関係があり、常

に人間が上位であり、それぞれは別の枠組みの生き物である。だからこそ、この「からす」

でも人間に戻ることが第一の目的であり、それは疑うことのない「善」である。これは西

洋の社会がキリスト教を基本としていることに依ると思われる。 

３－１－３．物語の中での女性のはたらき 

 「鶴女房」と「からす」の女性のそれぞれの生きる姿勢をみてみる。「からす」にされた

王女は若者に会ってすぐに素性を明かし、自分が人間に戻れるようにしてほしいと若者に

頼む。そのために難題にチャレンジし、すべての課題を克服するのは若者である。若者が

困難に打ち勝ち成功を手にし、からすは王女に戻り、二人は結婚し幸せになるというハピー

エンドの物語となっている。そのように読むと、この話は女性を中心とした話ではなく、

若者が困難を乗り越え成功を手にする冒険物語とも読める。 

 「鶴女房」は、もともと鶴であるという正体を隠して彼の前へ現れ、嫁にしてください

とアプローチし結婚する。誰の命令でもなく頼まれたのでもなく、自ら進んで自分の羽根

をむしりながら反物を織る。しかし、夫に約束を破られ部屋を覗かれると知るや否や、自

ら別れを告げ去っていく。 

 このように鶴女房の言動を見ていくと、すべて彼女の意思により行動は決定されている

ことがわかる。はじめに鶴女房の性格は控えめな女性のように思えたものが、このように

みると、「からす」の王女に比べ、鶴女房の方が能動的だとも言える。献身的な鶴女房とは

別の姿が見え隠れする。 

 『日本女性の歴史―女のはたらき―』によると、古代より日本女性の働きとしては地域

や年齢により差はあるが、養蚕から糸つむぎまで、その種の労働はすべて女性の仕事であっ

た。良質な生糸を生産するために女性たちは並々ならぬ工夫と努力と辛抱を重ねている。 

中世の年貢は地域によっては種類が異なり、米以外に材木、紙あるいは土器など様々で

あったが、なかでも高い割合を占めたのは繊維製品であったと言われている。12 世紀に作
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られた「今昔物語集」に、妻の元を離れていった夫が、元妻が見たこともないような美し

い生糸を作れるようになったことで、その妻のもとに戻るという説話がある。鶴女房の織っ

た布は他に類を見ないほどに美しく貴重なものであったことは、この物語での鶴女房が特

別に価値のある女性であったことを意味する。 

３－１－４．「見るなのタブー」について 

 視点を変えて、鶴女房の「機を織るところを覗かないように」という部分に注目する。

このように「覗くことを禁止する」話を「見るなのタブー」または「見るなの禁止」、「見

るなの座敷」という呼び方をする。 

西洋の代表的なものとしてフランスの「青ひげ」と、日本の神話から「山幸彦とトヨタ

マヒメ」の話を参考に考えてみる。 

・「青ひげ」のあらすじ 

ある金持ちの青い髭を生やした男はその風貌から「青ひげ」と呼ばれ恐れられていた。

青ひげは、これまで何度も結婚しながら、その妻たちはことごとくいなくなっていた。そ

してまた、青ひげは美しい女性と再婚した。結婚してしばらく経ったとき、新妻に鍵束を

渡し、「小さな鍵の小部屋にだけは絶対に入ってはいけない」と言いつけて出かけた。しか

し、新妻はどうしてもその部屋を見たくなり「小さな鍵の小部屋」を開けてしまう。その

部屋には青ひげの今までの妻たちの死体があったのだ。外出から戻った青ひげは新妻が小

さな鍵の小部屋に入ったことを知り、妻を許さず殺そうと襲い掛かる。しかし、間一髪の

ところで駆け付けた妻の兄たちによって新妻は助けられ、青ひげはその兄たちに殺された。 

 

 西洋ではこの話を、青ひげの残虐性よりも新妻の好奇心と「見るなのタブー」を違反し

たところに焦点が当てられ、女性の持つ好奇心や不従順を非難する物語として捉えられて

いる。 

 「青ひげ」の新妻は禁止されていたことを破り「小さな鍵の小部屋」を覗いてしまい、

そのことによって青ひげに追いかけられ殺されかける。河合隼雄著「昔話と日本人の心」

で、西洋の「見るなのタブー」の類話が 7 つ取り上げられているが、それについての記述

に「トムソンのモチーフ・インデックスを見ると、タブーを犯したことに対する罰があげ

られているが、その中に『無罰』という項目はなかった」とあり、日本のこの種の類話と

大きな違いがあることが分かる。 

 日本の「見るなのタブー」の類話は昔話や神話でもいくつかあり、日本神話では日本書

紀 2 巻の、山幸彦とトヨタマヒメの夫婦の話もその中の一つである。 

 話の一部を要約すると、山幸彦はトヨタマヒメに絶対覗かないようにと言われていたの
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に、彼女が出産している部屋を覗いてしまった。見られたトヨタマヒメは「辱めを受けた」

として海へ帰っていった。 

鶴女房とトヨタマヒメの共通点は、どちらも夫がタブーを破ったにもかかわらず、妻た

ちは黙って消え去る。それが、読み手の心に作用して「あわれ」という感情を生む。 

心理学者の河合隼雄は、「あわれ」は単なる「悲しみ」ではなく、はかなさを慈しむ美意

識によって感受される日本人に独特の心情ではないか。「あわれ」とはプロセスの突然の停

止によって引き起こされる美的感情だと言っている。 

また、鶴女房の「こうした姿を見られたうえは、もうここにはいられません」という別

れの言葉にも、日本特有の心情表現をみることができる。 

羞恥心、辱め、などは、どちらかというと負（ネガティブ）の感覚であって、醜さや、

暗さと結びつく気がするが、むしろ、美しいものとして描かれていることは日本的美意識

と言えるのではないか。 

３－２－１．運命を受け入れ耐える女性「手無し娘」 

 日本と西洋、共に「手無し娘」という昔話がある。それらを紹介し、相違点を考えてみ

る。 

・日本の「手無し娘」のあらすじ 

幼い娘が母を失い、父親は再婚する。その継母は娘を鬱陶しく思い、娘を追い出してほ

しいと夫に頼む。娘の父は娘を連れて山へ連れていき、歩き疲れていた娘の両腕を切り落

とし、泣いている娘を残し山から下りる。娘は川の水で傷を癒しながら木の実を食べて生

きながらえていると、そこに立派な若者が通りかかり娘を自分の家へ連れて帰る。若者の

母親は優しく手無し娘を受け入れ、若い二人は夫婦となる。子供も生まれ幸せに暮らして

いたが若者は江戸へ上がらなくてはいけなくなり旅立つ。その後、継母の策略により、娘

は赤子をおぶい、家を出なければならなくなる。山で途方に暮れ、疲れ果てて、川の水を

飲もうとした。すると、背中の子供が抜け落ちそうになり、驚き、無い手で思わず押さえ

ようとすると、なかったはずの手が生えてきた。それから間もなく若者は帰ってきて妻子

を探しに出かけ、二人を見つけてともに喜び、うれし泣きをし、その涙がこぼれるところ

には、美しい花が咲いた。 

 

 西洋にも「手無し娘」という昔話がある。それもまた、父親が悪魔の罠にはまり、娘の

両手を切り落とす話ではじまり、彼女を助けるために天使が出現する。天使は天なる父、

神の使者である。その後、若者が出現し彼女を森から連れ出し、その後結婚する。しかし

若者が長期で留守をしなくてはならなくなり、その間にまた悪魔によって彼女の幸せは邪
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魔され、子供を連れて家を出ることになる。どうしようもなくなった彼女は、森の中でた

だひたすら神に祈った。すると、神様の恵みと憐れみにより手が元通りになった。 

３－２－２．西洋と日本の「手無し娘」の相違点① 

 西洋と日本の「手無し娘」は驚くほどに内容が似ているが、相違点もある。まず、日本

の話では、手無し娘につらく当たる継母と優しく受け入れる若者の母親という対比であり、

西洋の話は神の使いである天使と悪魔の対比となっている。言い換えれば、日常の中にあ

る現実的人間関係の日本と、神や天使などの超越的存在の登場により話が展開する西洋と

言える。 

３－２－３．西洋と日本の「手なし娘」の相違点② 

 日本の「手無し娘」では、親に手を切り落とされるという悲しみを味わいながらも苦し

みに耐え生きる手無し娘の姿はあまりに健気で、「鶴女房」で「あわれ」と感じたのと同様

の日本人の心情がここにもある。ずり落ちる子供を思わず抱きとめようとする自然な動き

の中で手が生えるという、実際にはあり得ないことが、あまりに自然に描かれ、そのこと

に疑問を持つよりも感動が先に来る。 

 母性を扱っている日本の神話に古事記のイザナミとイザナギの夫婦の話がある。イザナ

ミは火の神、カグツチを生み、その出産で火によって苦しみながら亡くなる。イザナミは

子供であるカグツチにすべてを与え、満足のうちに死んでいった。自分の命よりも大切な

もの、ごく自然にわき上げる無償の愛、母親と子供との密接な関係を表している。 

 西洋の「手無し娘」では、我が子を守ろうとする手無し娘の信心により神によって祈り

はきかれ、手が元通りになるところに西洋らしさがある。きっと母親の子どもに対する愛

情は世界共通だと思うが、表現の方法はこのように違う。 

母親の愛情の深さについて述べてきたが、『本当はひどかった昔の日本』によると、昔の

日本での子供の地位は低く、子供を捨てることや殺すことに対しての罪の意識は薄く、育

児放棄の捨て子もあふれていた。実子殺しも珍しいことではなく古事記の中にもいくつか

の話がある。仏教は伝来していたが、因果応報思想が普及していない頃に書かれたものは

特にひどい。驚くべきことに、親は責められていないし、なんの罰も受けていない。「手無

し娘」には、子の両手を平気で切り落とす実親の姿と、子を思う母の愛の深さが一つの話

の中に入っている。西洋でもフランス革命以前は人権という概念さえなく、産業革命の頃

でさえ貧しい家の子供たちは過酷な労働についていたことからも、家庭の中の親の権威の

前になすすべのない子供の姿が想像できる。昔話の中には親が子供にひどい扱いをする話

があるが、今そのことをとやかく言うことは控え、そのような時代もあったのだという捉

え方をしたい。現代では実際子供の手を切り落とす親はいなくても、それと同じような精
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神的な虐待を行う事件は枚挙にいとまがない。親の子に対する無償の愛と、子は親の所有

物だと思ってしまう思い込みは、いつの時代にも通じることでもあろう。 

日本の「手無し娘」で語られていることは、運命を受け止め辛抱強く耐えて生きること

の美しさと、母の子を思う愛の深さを示している。 

３－３－１．運命を自らの手で切り開く女性「炭焼長者」 

・「炭焼長者」のあらすじ 

 釣り仲間の長者二人には、それぞれもうすぐ子供が生まれる。ある夜、片方の長者はふ

としたことから、「にら（竜宮）」の神様が話をしているのを聞いてしまう。その内容は、

生まれる自分の子（男）の持っている運は悪く、もう一人の長者の子（女）の運は良いと

いう。自分の子の不運を知った長者は一計を案じ、大きくなったら二人を結婚させるよう

に仕組んだ。その子供たちは 18 歳になり結婚した。女房はわがままな夫に仕え献身的に

尽くしていたが「あらまち」という大麦の収穫祭の日、女房が「今日は麦飯ですが、一俵

の麦を一斗になるまで、一斗の麦を一升になるまで搗いてたたいた飯です。今日はあらま

ちの祝いですからどうかこれを食べてください」と心尽くしのお膳を出したところ、夫は

怒って「麦の飯を食えというのか」と言って、お膳を蹴飛ばした。女房はそれを見て「私

はとてもここで暮らしをすることはできません。私は今あなたが蹴飛ばした麦飯とお膳と

椀だけを持って落ちて行きます」と言い残し家を出た。時雨が降る中歩いていると、倉の

神様たちの「麦さえも蹴飛ばされるこの家にいてはわれわれもどんな目にあうかわからな

い。大北のとう原の炭焼五郎は心も美しく働き者だ。あそこに行こうではないか」という

声がした。女はそれを聞き、その大北のとう原の方へ向かい、炭焼五郎の小屋へたどり着

く。炭焼五郎に泊めて欲しいと頼み、貧しいが美しい心の五郎と一緒に、家を出る時に持っ

てきた麦飯を分けて食べ、嫁にしてくれるようにお願いした。炭焼五郎は承諾し夫婦となっ

た。次の日に、女房が見ると炭竈に価値のある小石が山のように入っていたので女房が炭

焼五郎に「これを持って米でも買ってくるように」とそれを渡すと、炭焼五郎は「こんな

小石で米など買えるものか」という。炭焼五郎はそれが価値のあるものだとは知らなかっ

たのである。その後、二人は豊かになり幸せに暮らしていた。一方、元夫は貧乏になり竹

細工を売って村々を歩いていたが、ある日炭焼五郎の家にやってきた。女房は男の顔を覚

えていたので米一升の品物は二升で、二升の品物は４升で買ってやった。女房はそれとな

く男を厚遇してやるが彼は相手が元女房だと気が付かない。男は「馬鹿な女がいたものだ。

今度は大きなかごを作ってきて売ってやろう」と大きな籠を作って持ってきた。すると女

房はその男と別れるときに持ってきた膳と椀を出して見せた。男はそれを見て恥じ入り、

高倉の下で舌をかみ切って死んだ。 
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３－３－２．「炭焼長者」の注目すべき 3点 

 この話には注目すべき三点がある。一つ目は、神様によって生まれつきの不運が告げら

れ、親は何とか修復しようと一計を案じ逃れさせようとするが、人間の知恵に関係なく運

命の力は働いてしまう。このような話の流れは世界中の神話や昔話のモチーフとしてみる

ことができる。『炭焼長者』でも親の思いは通じたかのように見えたが結局、息子夫婦は破

局を迎える。このように、運命には抗えないということが示されている。 

二つ目は、夫の高慢さに愛想が尽きて家出をしたことである。『鶴女房』も家を出るがそ

の様子は大きく違う。「鶴女房」は覗かれ自分の本性が暴かれたことに対しての恥ずかしさ

が決心となる。また『手無し娘』が嫁いだ家を出たのは、継母の策略にはまり泣く泣く自

ら家を出たのだ。それに比べ『炭焼長者』の女房は、耐えることをやめ「意志」を持って

自分の人生に挑戦している。一度目の結婚は、親の言うまま従い夫の理不尽な行為に、耐

えられるだけ耐え、尽くした後に、自ら決断し積極的に能動的に生き始める。夫の本性を

見破り反旗を翻し生きていく勇気と、倉の神様の「炭焼五郎は心も美しく働き者である」

という話を聞き、炭焼五郎の家を訪ねる決断は知恵のある女性の選択として、前の二つの

女性の生き方とは違う。実に潔く積極的に次の段階に進み、決断したことを悔やむことな

く能動的に前に進む。 

そして、最後に注目すべき点は、その女房が、炭焼五郎との生活が落ち着いた後、元夫

が何も知らず彼らの家を訪ねた時、彼女は名乗らず、落ちぶれた元夫を不憫に思い黙って

高い値段で籠を買ってやる。彼の過去の所業を持ち出して嘲るのではなく、ただ許すので

もなく助けようとする。この女房の器の大きさと芯の強さに母性的なものを感じる。 

「炭焼長者」の類話は全国にあるが、岩手県遠野市採集の類話では前夫が訪ねた場面で

最初は米三升をやり、再訪してきたときは、そのことを夫である炭焼長者に話すと、「何気

なくここにいるようにお前から言え」と言われ、下男としておいてやった。元夫は何も知

らないまま、そこで一生を送ったというものであり、この部分を柳田国男は、西洋には例

のない特異な点だとしている。 

「炭焼長者」をまとめてみると、持って生まれた運命には従うしかないこと、身に降り

かかる苦しみや悲しみは運命と思って耐え忍ばなければならないこと、しかし、意思をもっ

て立ち上がる時に、自らの手で運命を開くことができることを教えてくれる。「炭焼長者」

の女房は強い意志のもと知恵を働かせ自分のゆく道を選び進む。彼女の様子は、小気味よ

く痛快でありながらやさしさと器の大きさがある。彼女の決断と行動は、前に見た「鶴女

房」と「手無し娘」のようにただ静かに黙って耐え忍ぶに留まらず、生き方を選択する自

由さと強さを感じさせる。 
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４．まとめ 

昔話から読み取れる西洋と日本の比較を通して、日本人の心のありようの特徴をまとめ

ようと思う。当初このリポートの目的は、３．で示したように昔話を通じ「母権的意識」

とは何かを探求することであった。だが、実は今もなお「父権的意識」と「母権的意識」

という言葉の真の意味はつかみかねている。しかしながら、私なりに理解を試みた。その

結果をまとめてみる。 

西洋の昔話は、主人公が与えられた困難を乗り越えることにより自我を獲得する成長過

程に意味を持つものが多い。言い換えれば「父権意識」とは、使命を遂行し困難を克服し

ようと葛藤し成功に至るプロセスに価値を置くといえる。そのような話ばかりではないが、

多くのこの種の話が西洋の人々の心を打ってきた。英米文学の授業でイギリスの 10 世紀

頃の『ベオウルフ』や『アーサー王』なども主人公が困難に立ち向かい活躍する英雄物語

であることを学んだ。与えられた使命のため困難に立ち向かう物語の根本は、一神教であ

るキリスト教の影響と共に、ヨーロッパ大陸の地域的特徴、そして戦いと侵略の歴史によ

るのではないかと考えた。 

一方、日本は西洋とは地理的環境や歴史的背景が大きく異なる。日本は地震や台風など

の自然災害の多い島国であり、度々起こる飢饉に怯えながら、庶民は小さな村社会の中で

助け合って生活してきた。そのため、無意識に無駄な対決を避け、起こったことは運命と

受け入れて生きることが支持されてきた。自分の感情をあらわにせず、周りと協調して生

きていけるようになることは一人前の証であり、それは昔話にも表れている。今回取り上

げた 3 つの昔話についても、西洋の昔話と比べてみると、物語としては完結されてないよ

うに見えても、淡々と語られる語り手の言葉に、聞き手は思いを巡らせ慮ることによって

話は一つの完成をみると言えるのではないか。 

河合隼雄は「母権的意識」について「運命を呪うのでなく、耐え受け入れ、受け入れて

待つときに運命は変化していくという、極めて受動的であることに特徴がある」とて述べ

ている。付け加えて「日本には、与えられた運命を味わうことに生きがいを感じる独特の

価値観がある。」という言葉で「母権的意識」を言い表している。これらの言葉は今回のリ

ポートでみてきた「鶴女房」「手無し娘」「炭焼長者」のそれぞれの底辺に流れている日本

的心情ではないか。 

また、ノイマンは「母権的意識」について、「煮炊きやパン焼き、料理といった原初から

の女性の密儀においては、熱することや煮えること、ものの形や質が変わることは、つね

に待たれるべき時の経過と切り離せない。母権的意識の自我はじっと待つことに慣れてい

る。時が来るまで、経過が落着を告げるまで、月の果実が丸く満月を成すに至るまで・・・

すなわち無意識から認識が生まれてくるまで待つのである」と言い、河合隼雄は「受胎か
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ら出産に至る過程になぞらえることによって、その本質を捉えることが出来る」と『昔話

と日本人の心』で述べている。河合隼雄が言うように「母権的意識の強い日本」であるな

らば、日本人はそれを活かすことができるのではないか。性急な決断はせず、その場から

逃避せず留まる。自然の摂理を受け入れ思索を重ねるうちに人間性は熟成されていく。そ

の過程で、肝心な時に肝の据わった芯の強さや日本特有の美意識も培われると思う。その

結果、自らの成すべき事を見極め、潮時を見計らい行動に移すことができれば、自らは捨

て石にとなろうとも意味のある生き方ができるに違いない。 

時代を超えてその土地に語り伝わる昔話というものは、無意識のうちに庶民に浸透し、

共通の意識や認識の礎となっている。時代は変わっても、その土地の民として暗黙の了解

があるため、情緒や感情の共有は比較的容易である。今まで見てきたように、似たような

内容の物語でも、根本的なテーマはそれぞれの土地で様々な方向へ展開している。語り継

がれる昔話の面白さを味わった課題であった。 
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