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P-04 日本文学のヒーロとその他 

狐妖怪と文学  

目的 

✦女に化ける狐の妖怪としての性格がわかる。 

✦更に空を飛ぶことができる白い狐の神通力についてしる。 

✦上記に基づいて、文化や文学テキストに触れ、より理解を深める。 

 

背景 

一般的に狐というと多様なイメージが浮かんで 

ずるがしこい、いたずらな、相手を馬鹿にする、美女に化ける 

など。「美女に化けるとはどういうことでしょう。」と皆は疑問に 

思うはずだ。実は、日本の動物の妖怪の中で、狐が女に化ける 

といった民間信仰が日本中あり、伝説、説話文学に広く見られる。 

女に化ける狐 

小松和彦教授1は指摘するように非人間起源の妖怪、つまり、 

動物や人形などの妖怪は次のように描写されている。 

『日本霊異記2』、上巻第二話「狐を妻として子を産ましむる縁」は、 

狐の仕業を語る一話である。ここに登場する狐は女に化け 

夕暮れ時森を歩いている旅人に近寄り、その人と結婚し、男の子を産む。 

ただし、その家の犬はいつも家の奥さんを見て吠えた。ある日、その奥さんが 

臼屋（倉庫）に行ったとき、家の犬が彼女にかみつくようにした。 

主婦は驚異のあまり元の姿、つまり狐に戻ってしまい、子供を残してその家から 

                                                           
1 妖怪学新考、講談社学術文庫 
2 フルーネーム；「日本国現法善悪霊異記」 
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逃げだし。その子供は成長してから、特別な才能を発揮した。この伝説は和泉の国 

の信田
し の だ

という場所の安倍晴明という人物と結びつき、「信田妻
しのだつま

の物語」とした定着している。 

日本と違って西洋の場合、狐の悪霊に取りつかれた(be possessed by spirits)思想もありなが

ら一般的にカンニング(cunning)で狡猾
こうかつ

な(trickster)しかも巧
たく

みなイメージがある。これが

日本民間信仰
にほんみんかんしんこう

に見られる女
おんな

に化
ば

け、仇討
あ だ う

ち取
と

るなどの狐の描写よりはるかに軽いと思う。この

点は次のパセージを読んでも分かると思う。 

Fox seems to be present in folktales the world over, but it would be very unwise to conclude from this 

that it is always the same sort of fox. In Europe, the fox is typically sly and tricky, as in Aesop’s fables. 

Among the pueblo Indians of the South western United States, a distinction is made between three 

types of foxes，one of which is a trickster, another just a fox (he does not appear in story, myth, or 

ritual), and the other is a totem animal, after which clans may be named, toward whom prayers may be 

addressed, and whose tail is often part of the ceremonial costume. And in Japan, as Richard Dorson puts 

it, “the Japanese fox inhabits a different universe from the fox of Europe, for he is no animal but a 

demon, a transformer，and a degenerat deity. (Dorson,Richards, Folktales, pp. xiii-xiv.) 

腕白で真実な『ごん狐』  

 日本では狐のイメージが多様で、ほかの国より遙かに多くの伝説、昔話、創作童話がある。

中でも日本中で知られている腕白な狐のイメージがある話が、「ごん狐」という創作童話であ

る。日本の有名な児童文学作家の「新見南吉」が書いたこの童話に、腕白な動物として描かれ

ている「ごん狐」が自分の過ちに気が付いたら後悔し、それを直そうとして努力する。しかし、

約十日後、本当のことは知らない十兵に火縄銃で撃たれ、死んでしまった。作家新見南吉は、

日本のハンスアンデルセン（Hans’ Andersen）と言われている。「ごん狐」の冒頭の部分に下

記の記述があり、日本人の狐のイメージいについて具体例であると言える。 

本文 

これは、わたしが小さいときに、村の茂兵（もへい）というおじいさんからきいたお話です。 

 むかしは、わたしたちの村のちかくの、中山というところに小さなお城（しろ）があって、

中山さまというおとのさまがおられたそうです。 

 その中山から、すこしはなれた山の中に、「ごんぎつね」というきつねがいました。ごんは、

ひとりぼっちの小ぎつねで、しだのいっぱいしげった森の中に穴（あな）をほって住んでいま

した。そして、夜でも昼でも、あたりの村へ出ていって、いたずらばかりしました。畑へ入っ

ていもをほりちらしたり、菜種（なたね）がらの、ほしてあるのへ火をつけたり、百姓家（ひ

ゃくしょうや）のうら手につるしてあるとんがらしをむしり取っていったり、いろんなことを

しました。  
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ある秋のことでした。二、三日雨がふりつづいたそのあいだ、ごんは、ほっとして穴（あな）

からはい出しました。空はからっと晴れていて、もずの声がキンキンひびいていました3（省略） 

 

狐の仇討ち 

ごん狐の行動に関している「いろいろなことをしました」から考えると、一般的に狐のこと

がわかり、かなり乱暴な事まですると推察できる。それで、上述のように、「菜種がらの、ほ

してあるのへ火をつけたりする」ことで真剣な災いをもたらす場合もある。言い換えれば狐と

火事の関係は、「狐といえば火4」に関わっている。極端な場合、それが災いに及ぶ事もある。

ごく一例として『宇治拾遺物語』の下記の説話が挙げられる； 

『宇治拾遺物語』の巻三の第二十話の題は、「狐、家に火作ること」である。これによると、

甲斐国（今の山梨県）の侍が狐の腰を射る。その仕返しに、侍の家は狐によって焼かれてしま

う。その描写は次のようになっている、 

 結末は「かかるものも、たちまちにあだをむくふなり。これを聞きて、かやうのものをば、

構えて調ずまじきなり」となっている。つまり、こんなもの（狐）も、たちまち仇を

返すものであるから、このようなものを決して懲
こ

らしめてはならない。言い

換えれば、ひどい目に合わせたり、叱ったりしてはいけないと強く警告して

いる。 

狐と墓 

狐を乗り物に使っているダキニ天はインド夜叉の一種であるとされている。

日本で大黒天（Mahakala）の配偶者と思われている。六か月前に死ぬ人の死

が予測できる。そして死ぬ人の肝を食べに墓場に行くとされている。日本で

は、稲荷神として神道と集合した。今昔物語集の天竺編の巻 5、第 13 話に、取ってき

た。 

 

 

                                                           
3www.yanabe-e.ed.jp/01nankitiMap/nankiti_siryo/pazl1.htm 
4 『狐』ものと人間の文化史 39、吉野裕子、法政大学出版局 1980 
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狐
きつね

と稲荷
い な り

 

京都の伏見稲荷社
ふしみいなりしゃ

を中心に、全国にある稲荷大明神つまり田の神の使いとして扱う信仰がある。 

これに関して、日本の有名な民俗学者である柳田国男は、国にある「狐塚
こ づ か

」

という名前
な ま え

で知
し

られている塚
つか

のことに触
ふ

れて、次
つぎ

のように述
の

べた。「塚
づか

が

山
やま

から降
お

りて稲田
い な だ

のへん食べ物をあさり、又は仔狐を養ほうとしたのは柊

冬の交を主とし、またその姿は里人に見られるのも木草の枯の枯れ伏して

からあとであった。狐の数ももとより多く且つ今ほど人を怖れなかったら

うが、とにかくにこの野獣の挙動を視、又は其声を聴いた者には、これを

山にいます神霊の前駆であり、もしくは使はしめであると、想像するよう

な特徴は幾つもあったらしい」（「狐塚の話」）とし、関西に行われる狐

施行をそれに関連づけている5。（桃太郎の誕生）このように狐と稲作の

繋がりが裏付けられる。ダキニ（茶き尼）と狐                                                   

元来、ダキニはインドのカーリーという、悪魔を退治する女

神の侍女であったが仏陀 に教化され、仏法を守る夜叉の一人となった。 

 

                                                           
5 今は昔むかしは今第三巻、鳥獣戯語、福音館書店 1993 
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