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ナウシカという人 

： 『風の谷のナウシカ』を伝える 

岡美江 

 

はじめに 

 

 『風の谷のナウシカ』というと、1984 年に公開された映画と 1982 年より連載開始をさ

れた劇画版の二つがある。一般に知られているのは、映画の『風の谷のナウシカ』であろ

うと思われる。私自身も、初めてナウシカに出会ったのは、小学生時代の夏頃の、映画の

中であった。民に慕われ、人や生き物に愛され、頭の回転も早く、優しさと強さを兼ね備

えた彼女にあこがれを抱いたものだった。中学生のころに、漫画版に出会い、さらにナウ

シカへと惹かれていった。彼女の世界観・姿勢・生きる力に惹かれ、いつの間にかナウシ

カになりたいとさえ思うようになっていた。しかし、彼女を人間像の理想として追い続け

ていくうちに、「ナウシカ」という少女、女性は一体何に根ざしているのだろうか、彼女は

一体何を伝えているのだろうかということを知りたくなってきた。彼女は私が感じたよう

に理想の女性として描かれたのか、はたまた族長や「青き衣」という救世主として崇め奉

られる対象として描かれたのか、それとも一人の少女の冒険として描かれたのか、そして

何を伝えるべく彼女は出会いと冒険へ繰り出していったのか、明らかにしていこうと思う。 

 

以下、文章構成である。 

 

はじめに 

第一章 『風の谷のナウシカ』の諸情報とあらすじ 

第二章 作品中のナウシカとナウシカのモデルについて 

第三章 世界の終末から 

 

１ 『風の谷のナウシカ』の諸情報とあらすじ 

 

『風の谷のナウシカ』は、宮崎駿監督の長編アニメーション映画で、1984 年 3 月 11 日

より東映洋画系で公開された。劇画版『風の谷のナウシカ』とは内容が大きく異なってい

る。劇画版も、同じく宮崎駿によって描かれ、『アニメージュ』1982 年 2 月号より連載が

開始され、1994 年 3 月号にて、完結された。劇画版制作期間中に、映画を作成・公開して
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おり、映画と劇画版の初期までの内容は、ほぼ同じになっている。時代設定も同じである。 

 

１） 映画版と劇画版共通のあらすじ 

 超高度産業文明時代は 1000 年も昔、「火の七日間」と呼ばれる戦争によって崩壊、高度

な科学技術も失われることとなったと同時に巨大で攻撃的な生命体「腐海」が生まれた。

瘴気を吐きと胞子を飛ばしながら、腐海は戦争によって不毛と化した地表を覆い尽くして

いった。人は、腐海では特殊なマスクをつけなければ五分で肺が腐ってしまうため、腐海

に入ることもできず、人類は住む世界を追われ、わずかに残る地表へと移り住み、かつて

の科学技術の遺物を発掘し利用しながら生活していた。 

 「風の谷」という腐海のほとりにある辺境の村で、ナウシカは族長ジルの長女として生

まれた。ナウシカは、メーヴェという風に乗って飛行するための乗り物を操り、腐海と人

間界を行き来する。彼女は、村人にも、王蟲をはじめとした巨大昆虫型生物にも愛されて

いた。 

 

２） 映画版のあらすじ 

ある日、腐海の脅威に怯えながらも平和に暮らしていた風の谷に、大国であるトルメキ

ア王国の輸送船が「火の七日間」で世界を滅ぼした巨神兵を乗せたまま墜落した。巨神兵

は、工房都市であるペジテ市の地下深くから掘り起こされ、トルメキア王国へ運ばれてい

る途中であった。巨神兵を復活させ腐海を焼き去り、軍事力の増強をはかるために、トル

メキア王国の皇女クシャナは、風の谷を植民地化して、村の地下に巨神兵復活のための巨

大軍事施設を建設する。クシャナがトルメキア王国に一時帰国するため、ナウシカと数名

の村人は人質としてトルメキアの空挺艦隊に乗ったが、艦隊がペジテ市の生き残りである

アスベルに襲撃され、ナウシカは仲間とクシャナと共に腐海に不時着する。王蟲に遭遇し

たナウシカはアスベルの生存と窮地を教えられ、彼を助けるために腐海の奥へと足を進め

ていく。腐海の深部へと辿り着いたナウシカは、予てから追い求めていた腐海の生まれた

わけを知る。ナウシカは共に腐海の底へと降り立ったアスベルと人間界へ戻ったところ、

巨神兵奪還作戦を実行したペジテ市の残党勢力と出会い、風の谷は王蟲の大群に襲われ、

トルメキア軍と共に全滅するということを告げられる。ナウシカは、風の谷を救うべく、

村へ急ぐ。帰路の途中でおとりになった王蟲の子を発見し、救出するが、王蟲の驀進は止

まらない。腐海から風の谷に帰還していたクシャナは、未完成の巨神兵を起こし、「火の七

日間」で使われた「火」を再び使用し、王蟲の進攻を遅らせたが、止まることはなく、巨

神兵は力尽き倒れた。ナウシカは、大群の最前線へ王蟲の子と降り立ち、身を投げうって

王蟲の暴走を止めた。ナウシカの死によって風の谷は全滅を免れたのだった。ナウシカの

行動によって心を開いた王蟲により、絶命したナウシカは復活し、自然との絆を取り戻し

た。 
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３） 劇画版のあらすじ 

 ある日、平和な風の谷の外れに、工房都市ペジテの空挺商船が蟲に襲われ墜落した。ナ

ウシカは船の救助に赴くが、生存者は見当たらず、見つけたのは瀕死状態の王女ラステル

であった。ラステルは、兄に渡してくれと、不思議な形の石のようなものをナウシカに預

けて絶命する。石は、ペジテ市の地下坑道から掘り起こされた巨神兵を動かす装置の一部

であった。ナウシカが墜落現場から去ろうとした時に、王蟲が姿を現す。ナウシカは王蟲

と心を交わし、王蟲の悲しみの感情を受け取る。ナウシカは、石と王蟲に導かれながら、

大国トルメキアと土鬼（ドルク）の領土紛争、腐海と人間の衝突、過去の時代に生きた人

間の思惑の渦に巻き込まれていく。石と王蟲の導きと探究心にかりたてられながら、心が

赴くままにナウシカは出会いを重ね、旅を続けていく。最果てに、腐海の発生の真実を知

り、人間の生の在り方に対峙して、未来の人間になるはずの卵を滅ぼす。ナウシカは、現

世の人間たちが暮らす黄昏の世界で生きることを選択し、旅を終えるのであった。 

 

２ 作品の中のナウシカとナウシカのモデルについて 

 

 『風の谷のナウシカ』の中のナウシカには、二人のモデルがいる。一人はギリシア神話

小事典に登場するナウシカであり、もう一人は、今昔物語に登場する虫愛ずる姫君とよば

れた少女である。宮崎は、ギリシア神話のナウシカを知ったところから、この虫愛ずる姫

君を連想したそうだ。宮崎は、ワイド判の『風の谷のナウシカ１』の最後のページで以下

のように述べている。 

 

  「私の中で、ナウシカと虫愛ずる姫君はいつしか同一人物になってしまっていた。」 

 

ギリシア神話のナウシカと虫愛ずる姫君は、宮崎の心の琴線に触れる共通の何かをもって

いたようだ。その何かから生まれたのが宮崎のナウシカであったのだ。どうやら、ナウシ

カを知るためには、ギリシア神話のナウシカと虫愛ずる姫君にまつわるお話に触れておく

必要がありそうだ。 

 

１）『ギリシア神話小事典（現：ギリシア神話物語事典）』のナウシカ 

 『ギリシア神話小事典』は、バーナード・エヴスリンによって書かれたものであるが、

今は、『ギリシア神話物語事典』という名前で改訂版が出版されている。ここでいう小事典

は、『ギリシア神話物語事典』を指すことにする。小事典に登場するナウシカの説明には、

三ページもの枚数が用意されている。小事典の中で、ゼウスなどの他の大物たちには一ペ

ージほどしか費やさない事を踏まえると、エヴスリンがナウシカに特別の好意を持ってい

るらしいと宮崎は考えている。以下、小事典の中のナウシカの要約である。 
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 オデュッセウスがイタケに着く前の最後の冒険の中心人物。バイアケス人の国の王女

であり、俊足の空想的な乙女で、その美しさにひきつけられた、多くの美男で勇敢な男

たちが彼女に求婚したが、ナウシカはすべての求婚を断った。ナウシカは彼女と同様に

頭の回転が早く、ふつうの人間が見逃すようなことにも、彼女と同様の反応をする男を

望んでいたからだ。ある時、ナウシカと侍女たちが海岸で遊んでいたところ、岩の蔭か

らはい出してきた、半殺しの状態にあった血まみれで裸の男、オデュッセウスに出会う。

侍女たちは悲鳴をあげるが、ナウシカは冷静に侍女たちを落ち着かせ、恐れずオデュッ

セウスに近づき、自ら看病した。客人のための宴会のあとで、ナウシカは、この血まみ

れの見知らぬ客人の正体をつきとめようとして即興の歌をハープで奏でた。彼女は様々

な英雄を歌い語るなかで、オデュッセウスのことも見事歌いあげた。オデュッセウスは

涙し、自らの正体を明かした。しかし、神託により、オデュッセウスを危険人物とみな

していた両親は、ナウシカが妻もいるオデュッセウスに恋することを恐れ、彼の出航を

せきたて、追い払った。彼の姿が見えなくなるまで見送っていたナウシカは、その後、

ある伝説によれば、決して結婚せず、最初の女吟遊詩人となって宮廷から宮廷へと旅し、

オデュッセウスの歌を歌い歩いたという。いずれにせよ、ナウシカは、偉大な航海者オ

デュッセウスの風雨にさらされた心のなかに、格別の場所をしめていたのだった。 

 

ここでは、要約であるので、小説の三ページもの分量を割いているわけではないので、実

際は、もう少し長い物語になっている。しかし、小事典のナウシカの項目の中では、ナウ

シカのための説明欄にも関わらず、オデュッセウスについての記述も多くみられ、宮崎が

言うようにエヴスリンがナウシカに特別な好意を抱いていたというよりは、ナウシカとオ

デュッセウスの関係に対して、憧れを抱いていたのではないかと推測される。一方で、宮

崎による『ギリシア神話小事典』の要約を見ると、宮崎が如何にナウシカに対して強く着

眼していたかがうかがえる。三ページほどのナウシカに関する記述を、ナウシカの魅力を

余すことなく数行にまとめ上げているからだ。必要最低限の部分だけを切り取り、簡潔に

魅力的なナウシカを文字で描き上げているとも言える。次に、宮崎の思い描く『ギリシア

神話小事典』中のナウシカについて触れようと思う。 

 

２）宮崎駿の中の『ギリシア神話小事典』のナウシカと『風の谷のナウシカ』のナウシカ 

宮崎の思い描く『ギリシア神話小事典』のナウシカは、俊足の、空想的な美しい少女で、

すぐれた感受性の持主であるとされる。そして、俊足、空想的、美しい、すぐれた感受性

の持主という観点は、どれも宮崎のナウシカに投影されている。 

俊足に関しては、メーヴェという飛行機械を操って風のように馳せ、戦闘シーンでは俊

敏な動きで相手を倒す。特に、俊足という言葉を風に置き換えると、二人のナウシカの関

連性が顕著に表れてくる。作品の題名である「風の谷のナウシカ」にも「風」という言葉

が挿入されている。また、宮崎のナウシカは、「風を読む」や「鳥のようだ」という台詞で
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多く表現されていたり、メーヴェを操りながら敵対する人物に対峙する際も「（素）早い!!」

という台詞を受けたりしている。以上のように風や速さとの関連が作品の中で示されてい

ることからも、俊足という言葉がとてもよく合うように描かれている。 

空想的という観点では、一人で物思いにふける様子や、独り言を発しながら問いを始め

る様子が作品の中で描かれたり、夢を見る場面が描かれたりしている。作品中の登場人物

には理解されないような行動をする点も空想的という性格を表しているように思われる。

また、言葉を発することなく景色を眺めたり、草木や動物に触れて思いを馳せたりする様

子も空想的という言葉が似合うだろう。言葉を発しない蟲にも声に出して話しかける様子

などは、まさに空想的と言える。 

美しいという点は、作品の登場人物によって示されている。ところどころで、「美しい」

「美しくなった」という台詞や、ナウシカのまなざしや行動で心を掴まれている登場人物

がいることからもうかがえる。 

すぐれた感受性の持主であることは、言わずもがなという感じもするが、草木を愛で、

様々な生き物と心を交わすことができるという点で、すぐれた感受性の持主だろう。風の

心を感じ、蟲の声を聞き、草木の生命を感じて顔をほころばせる事が彼女にはとても簡単

なことなのである。蟲や動物、人間を問わずに、心を通わす対象の見た目にとらわれるこ

となく、対象の奥底を見透かすことができるという点もすぐれた感受性の持主であること

がよく示されているだろう。 

 

３）『ギリシア神話小事典』のオデュッセウスと作品の中にみられるオデュッセウス 

 ところで、『ギリシア神話小事典』では、ナウシカの説明の中にオデュッセウスという人

物が多く登場したのだが、オデュッセウスという人物自体は小事典の中で、どのように描

かれているのかが気になるところである。ナウシカの説明欄で描かれたオデュッセウスは、

間違いなくナウシカと関連性があるが、オデュッセウスの説明欄にて描かれたオデュッセ

ウスはナウシカとの関連はうかがえない。つまり、オデュッセウスの人生を語る上ではナ

ウシカは重要視されなかったということだ。以下は、『ギリシア神話小事典』におけるオデ

ュッセウスの説明の要約である。 

  

イタケの王子で、シシュポス王の息子。アウトリュコスの孫にあたり、したがってヘ

ルメスのひ孫ということになる。オデュッセウスは、トロイアと戦ったギリシア側の賢

明な戦術家であり、不撓不屈の航海者である。トロイアで１０年費やし、故郷に帰るの

に、さらに１０年を費やした。ポセイドンに嫌われたオデュッセウスは、航海中の間、

海神の思いつく限りの災いを受け苦しんだ。オデュッセウスの様々な伝説では、彼は複

雑で、高貴で勇敢であると同時に人を裏切ることのできる残酷な一面も持っていた。外

見も英雄らしくなく、短足で赤毛であったといわれている。しかし、彼の独自性は、彼

が数々の恐ろしい試練を切り抜け、恐るべき怪物たちをやっつけ、命取りになるはずの
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陰謀を、強靭な肉体的力ではなく、すぐれた知性により出し抜いていく点にあるのだろ

う。 

 

ナウシカの説明欄で描かれたオデュッセウスとは様子が大きく異なるようで、オデュッセ

ウス欄の説明では、彼は偉大な航海者であり、賢明な戦士であったが、ナウシカの説明欄

のオデュッセウスには、そのような記述はうかがえない。航海の途中で漂流し、ぼろぼろ

に傷ついた様子のオデュッセウスの方が印象深い。海神に嫌われ苦しんだオデュッセウス

の心はひどく荒んでいたようだ。ナウシカの説明欄にて、オデュッセウスは、自身の英雄

の歌が語られた瞬間に、不覚の涙を流したことから、心の荒廃がうかがえる。 

 

ナウシカとオデュッセウス 

では、作品中にオデュッセウスに当たる人物は存在するのであろうか。小事典の中では

ナウシカと強く関連付けられるオデュッセウスであり、小事典のナウシカを語る上で欠か

せない人物のように思われるが、作品の中で彼に相当する人物というのは、なかなか思い

浮かばない。浮かばない理由としては、作品中のナウシカ自体が英雄であるオデュッセウ

スの要素を持っている点、そして特定の登場人物の中にオデュッセウスを見いだせない点

が挙げられる。 

ナウシカ自体が英雄の要素を持っている点に関して述べると、彼女が強靭な肉体的な力

ではなく、秀でた知性によって困難を切り抜けていく点は、まさにオデュッセウスである

と言える。たとえば、腐海の謎を解明しようとして、科学者のように地下室で危険な腐海

の植物を育てて研究を重ねている場面や、また道具を使いながら風車をまわしたり、機械

の修理をしたりする場面では航海術を持つオデュッセウスのように技術者の面も兼ね備え

ていると言えるし、戦闘場面や、戦争の戦術を考える場面では、力ではなく知性で勝利を

勝ち取っていると言える。まさにオデュッセウスであると言えるだろう。また、危機に直

面した際には勇敢にも自らを最前線へ立ち向かわせる点は、まさに英雄であると思われる。

よって、作品中のナウシカは、小事典に描かれた英雄であるオデュッセウスのように科学

者・技術者であり、戦士であると言えるのだ。 

 

剣士ユパとオデュッセウス 

次に、特定の登場人物の中にオデュッセウスを見いだせない点についてだが、特定の登

場人物が思い浮かばなくとも、オデュッセウスの要素の一部分を兼ね備えた『風の谷のナ

ウシカ』の登場人物は存在する。腐海一の剣士ユパが、その内の一人であると言える。彼

は、作品中のナウシカが先生と呼ぶ存在であり、腐海の謎を追究し旅を続ける探究者であ

る。また、作品中のナウシカの潜在能力に気付く、導く者としての役割も担っている。 

「半生をかけて探しもとめていた腐海の謎を解くカギが目の前の少女（ナウシカ）の

なかにあると気がつかなかったとは･･････」 
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「必ずもどってこい!!おまえの力がもっと多くの人のために必要になる時がジキにく

る」（ワイド判 『風の谷のナウシカ１』より） 

何故彼がオデュッセウスである要素を持っているのかというと、それは、彼と作品中のナ

ウシカとの関係性が、小事典におけるナウシカとオデュッセウスの関係性に似ているから

である。オデュッセウスがナウシカの前に現れ出会ったことによって、ナウシカは、自身

の潜在能力である歌を歌うことを見つけたのであった。言いかえると、オデュッセウスが

ナウシカの潜在能力を見つけたとも言える。つまり、剣士ユパは、作品のナウシカの潜在

能力を見つけたという点で、オデュッセウスの役割を担っていると言えるのである。剣士

ユパは「必ずもどってこい!!」という言葉に出して、彼女の潜在能力を指示したのである。 

 

クシャナとオデュッセウス 

オデュッセウスの要素を兼ね備えた人物は、何も男性だけではない。皇女であるクシャ

ナもまた、オデュッセウスの性格を受け継いでいるように思われる。女性の保守性が攻撃

性へと転じることがある一方で、共存へと向かわせるものでもあるということを、ナウシ

カと対する人物としてクシャナが位置付けされていることによって示しているという見方

もあり1、その視点から読み解くと、クシャナの攻撃性は女性の保守的な立場から端を発し

ているといえる。しかし、オデュッセウスというモデルの性格の一部が反映されたのがク

シャナであるとするならば、女性的な保守性ではなく、男性的な視点からクシャナを読み

解く見方もできる。クシャナとオデュッセウスの共通項としては、以下の小事典における

オデュッセウスの項目を引用して説明しようと思う。 

「賢明な戦術家であり･･･（中略）･･･だいたいはギリシア側に味方をしていたポセイ

ドンだが、オデュッセウスをひどく嫌い、･･･（中略）･･･高貴で勇敢であると同時に

人を裏切ったり残酷なこともあった。」（『ギリシア神話物語事典』69 頁～70 頁より） 

クシャナが賢明な戦術家であるというのは、作品中のナウシカと共通するところではある

が、作品中でも登場人物の間では戦上手として知られている。また、ポセイドンに嫌われ

ているという状況も似ており、クシャナは父に嫌われ、命を狙われた事が多くあった。そ

して、高貴で勇敢であるという点においてだが、クシャナは、王蟲が進撃してきたときに

は、最前線に立ち、迎え撃とうとしたり、巨神兵を自ら動かしたり、自身の危険を顧みず

に目的遂行のために付き進めるような勇敢さを兼ね備えている。また、クシャナは王族で

ある気品を失うことはなく、常に凛として気高く描かれている。クシャナは、人を殺すこ

とに躊躇いは見せず、常に目的を見据え、目的遂行のためには裏切ることや搾取すること

もできる残酷さを兼ね備えている。特に映画・劇画の初めの段階では、残酷さの面での強

調が目立っており、慈悲・慈愛を説くナウシカと衝突する場面も描かれている。以上より、

オデュッセウスの男性的な性格をクシャナが持っているという見方も十分に取れるのであ

るが、興味深いのは、クシャナが女性であるという点である。そして、作品中のナウシカ

                                                  
1 佐々木隆（2005）191 頁 
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は、小事典のナウシカの癒す力という女性的な性質と、オデュッセウスの力強さという男

性的な性質の両面を兼ね備えているのに対し、クシャナは、オデュッセウスの男性的な性

質しか持ち合わせていない。王族という毒蛇の巣窟の中で育ったクシャナは、女性的な優

しさを捨て置き男性的な攻撃性の面を兼ね備えることによって生きる術を獲得したと言え

るのではないだろうか。 

また、クシャナがオデュッセウスの一部であるとするもう一つの点がある。それは、ク

シャナと作品中のナウシカの関係においてである。小事典のナウシカの説明欄にて小事典

中のナウシカとオデュッセウスの関係が最後の数行に描かれているのだが、その関係が、

まさにクシャナと作品中のナウシカの関係に似通うものがある。 

「いずれにせよこの乙女（ナウシカ）は、偉大な航海者オデュッセウスの風雨にさら

された心のなかに、かくべつの場所を占めていたのである。」（『ギリシア神話物語事典』

162 頁～164 頁より） 

作品中のナウシカもまた、毒蛇の巣の中で生きてきたクシャナの深く傷ついた心の琴線に

触れ、クシャナの荒れた心に安らぎを与えたのだった。 

「わたしも待ちたいのだ」（映画『風の谷のナウシカ』より） 

  「いつの間にか私（クシャナ）はナウシカのいうとおりにしていた」 

  「憎しみと恐怖をすてれば蟲は襲ってこないという」 

  「蟲の群が去ってはじめて気がついた 私はずっと歌っていたのだ」 

  「それもなんと子守歌を!!」（ワイド判『風の谷のナウシカ５』より） 

ナウシカは、猛々しい怒りと侮蔑と憎悪をたぎらせてきたクシャナの心に、短い間ではあ

るが旅を共にするうちに、悲しむという慈悲の心と幼き頃の心を湧き起らせたのである。

つまり、クシャナにとってナウシカとの出会いの影響は格別であり、だからこそ、ただち

に攻撃するのではなく、待つことを選択し、あるいは、いつの間にかナウシカの言うとお

りに歌を歌っていたのである。 

  「（ナウシカは、）クシャナは深く傷ついた鳥だといった。」 

  「本当は心の広い大きな翼をもつやさしい鳥だって」（ワイド判『風の谷のナウシカ７』） 

上記の台詞は、劇画版の終盤で使われたものであるが、ここから読み取れるように、ナウ

シカ自身もクシャナに対して惹かれていたと言える。小事典中のナウシカがオデュッセウ

スに惹かれていたように。よって、クシャナと作品中のナウシカの関係もまた、オデュッ

セウスと小事典中のナウシカの関係の投影に近いと思われる。 

  

 オデュッセウス的立場の登場生物 

 クシャナをはじめとした上記の人物以外にも、オデュッセウス的な立場で、作品中のナ

ウシカに影響を与えたり、与えられたりした者や生き物たちは存在する。オデュッセウス

のように作品中でナウシカに救われた生物は、王蟲をはじめとする蟲達であり、キツネリ

スという動物のテトである。このテト名付けられた動物は序盤から常にナウシカと行動を
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共にし、彼女を守っていた生き物で、ナウシカのトレードマークとも言える存在である。

また、ナウシカもテトを大切な相棒として認識しており、ナウシカの最後の食事を分け与

えたりしていた。着目する点は、作品中のナウシカがオデュッセウス的な立場の者や生き

物たちを癒す対象とするだけでなく、癒した対象からナウシカ自身も彼女の糧になるもの

を得られているという点である。小事典中のナウシカとオデュッセウスは、癒し、癒され

る、潜在能力見出す、見出されるという構図ができあがる瞬間に、心が通いあったと言え

る。一方通行だけでなく、双方向からの心の通行がカギとなるのだ。以上の点を踏まえて、

作品中のナウシカと蟲やキツネリスのテトは、小事典中のナウシカとオデュッセウスの関

係であるといえるのだ。 

 

４）虫愛ずる姫君と作品中のナウシカ 

 『風の谷のナウシカ』の二人のモデルのうちのもう一人が、堤中納言物語に出てくる虫

愛ずる姫君である。世間からは風変わりな姫君として有名で、蝶を愛でることよりも毛虫

を愛で、物事の本質をたずねることの方がずっと大切であるという考えの持主である。年

頃の女子がするようなお歯黒や眉そりはせずに、「人はありのままの姿がよい」と言って、

真っ黒な眉毛と、真っ白な歯で笑う姿は実に愛らしいと描かれている。また愛らしいだけ

でなく、頭の回転もよく、物事を論理的に説明する力をもっており、親たちを納得させる

弁論術も持ち合わせている。 

「どうでもいいです。人が何言おうと。物事の本質をたずねて、その行く末を観察す

れば、物事には必ず理由があります。」（『堤中納言物語』虫愛ずる姫君の項目より） 

姫君はこのように述べて、世間体を気にする親たちの言葉も、一刀両断するのである。ま

るで作品中のナウシカが彼女の世話役の城おじたちに向かって言葉をかける場面のようで

ある。また、風変わりな点についても、まさにナウシカのモチーフであるといえるだろう。

彼女もまた、風の谷の民たちが触れたりしないような、蟲の幼生を捕まえたり、わざわざ

タブーである腐海へと足を踏み入れたりしている点は、型破りの姫君と言える。また、ナ

ウシカが王女ではなく、姫君であり、「姫様」と呼ばれている点もまた、虫愛ずる姫君との

共通項であるだろう。また、作品のところどころで登場する少女のナウシカも、虫愛ずる

姫君が主体のモデルとなっている。虫愛ずる姫君の真っ白い純粋さを少女のナウシカに投

影し、話の進行とともに血の味を知った大人として成長していくナウシカと対比させるこ

とによって、子どもと大人、少女の無垢な心と、大人の汚れた心の対比を強調したと言え

る。 

 では、作品中のナウシカは虫愛ずる姫君そのものなのであろうかという問いが湧きあが

ってくるのだが、どうもそれは違うようだ。 

「残念なことに、（小事典の）ナウシカとはちがって、虫愛ずる姫君には出会うべきオ

デュッセウスも歌うべき歌も、束縛を逃れて流浪らうあても持っていなかった。」（ワ

イド判『風の谷のナウシカ１』ナウシカのこと―より） 
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宮崎が述べるように、虫愛ずる姫君は、オデュッセウスと出会えなかったのだ。よって、

３項目で記したように、虫愛ずる姫君には出会えなかったオデュッセウスと作品中のナウ

シカは出会っている事が、虫愛ずる姫君そのものではないという証拠である。そして、以

下のように、宮崎はナウシカへ期待をかける。 

「彼女（虫愛ずる姫君）に、もし偉大な航海者との出会いがあったなら、彼女は必ず

不吉な血まみれの男の中に、光り輝く何かを見出したはずである。」 

「私の中で、ナウシカと虫愛ずる姫君はいつしか同一人物になってしまっていた。」（ワ

イド判『風の谷のナウシカ１』ナウシカのこと―より） 

つまり、小事典のナウシカと虫愛ずる姫君の融合体が宮崎のナウシカであり、上記の引用

の言葉を実践させたのが、『風の谷のナウシカ』であると言える。宮崎は子ども心にも、気

にかけていた姫君の行く末に『風の谷のナウシカ』を逆投影することによって、風変わり

で愛らしい姫君の物語を完結させようとしたとも言えるのだ。 

 

３ 世界の終末から 

 

 第一章、第二章にかけて、ナウシカが生まれたモデル・背景を探ってきたが、次に、上

に記したような性格・性質を持つナウシカが、彼女が生きている世界から届ける声に耳を

すましてみようと思う。 

「腐海が生まれてより千年･･･」（映画『風の谷のナウシカ』大婆様の台詞より） 

この言葉が意味しているものは、超高度産業文明が衰退し、現代の人間のような自分たち

が然も当然のように世界の主役であるような世界からは程遠いものになったことを意味し

ている。腐海という凶暴な生命体によって棲家を追われ、不治の病の脅威にさらされて生

きるちっぽけな存在であり、生まれる子はますます少なく、「青き衣の者」という救世主を

待ち望む程に、人間の世界は終末を迎えようとしていることが前提の世界になっているの

だ。しかし、上記のような終末論的な黄昏の世界においても、人の争いは絶えることはな

く、残された土地をめぐって人間同士が争い、腐海という自然を兵器として利用しようと

する愚行は絶えなかった。このような世界の終末を描くこととなった時代背景として、1980

年代に世界が核に怯えていたことが挙げられる。第三次世界大戦に到るかもしれないとい

う怯えが世界を震わせていた。たしかに映画における巨神兵の放つ炎は、まるで核兵器が

使用された後のキノコ雲によく似ている。1980年代といえばイラン=イラク戦争が起こり、

1990 年代に入ると湾岸戦争などが勃発する。そのような過渡期の世界への警鐘と、人間中

心主義に対する疑問を、腐海の奥底で、ペジテ市のアスベルとの会話の中でナウシカは提

示する。 

アスベル「腐海の生まれたわけか。君は不思議な事を考える人だな。」 

ナウシカ「腐海の木々は人間が汚してきたこの世界を綺麗にするために生まれてきた

の。大地の毒を体に取り込んで、綺麗な結晶にしてから、死んで砂になっていくんだ
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わ。この地下の空洞はそうしてできたの。蟲たちはその森を守っている。」 

アスベル「だとしたら、僕らは滅びるしかなさそうだ。何千年かかるか分からないの

に、瘴気や蟲に怯えて生きるのは無理だよ。せめて腐海をこれ以上広げない方法が必

要なんだ。」 

ナウシカ「あなたもクシャナと同じように言うのね。」（映画『風の谷のナウシカ』よ

り） 

ナウシカは、腐海を広げないようにする方法を考えるという対処療法よりも、どうして腐

海が生まれたのかという問題の根本を問う姿勢を提示しているのだ。彼女は、問題に対し

て「何故」という根本を探る姿勢をとることによって、問題とされる自然、物事、事象、

例えば理解し難い脅威に、寄り添う方法を我々に、提示しているのだ。そして、他の未知

の世界と寄り添う事をしない文明人間中心主義を批判しているのだ。 

また、ナウシカは、自然界の象徴である腐海、いがみ合う人間界の象徴であるトルメキ

アとペジテ或いは土鬼（ドルク）、人間界と自然界の狭間で自給自足の平和な営みの象徴で

ある風の谷の三世界を行き来していた。きっかけがなければ深く交わることのない三世界

全てとナウシカは、繋がっていた。腐海の動植物達を愛し、人間の世界にも生き、風の谷

から出発したナウシカは、三世界をつなぐ媒介者であり、中間者であった。三世界に身を

置くナウシカから見る、終末の世界全体は一体どのように見えたのだろうか。残酷で美し

い世界の中で、終わりへと急ぐ人間たちの愚行を止められずに嘆いているだけだったのだ

ろうか。終末論的展望を向かえた世界で彼女は、こう言っている。 

「ちがうわ!!私たちの風の神様は生きろといってるもの」 

「わたし生きるの好きよ、光も空も人も蟲も、わたし大好きだもの!!」（ワイド判『風

の谷のナウシカ５』） 

  

我々には、世界のありのままを愛したナウシカがささやく「生きろ」という声を聞き取

ることができているだろうか。 
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