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A New Approach to Mythology 

Michael Witzel 

Professor Emeritus and Wales Research Professor of Sanskrit 

at Harvard University 
 
In this talk, a new approach to mythology will be presented. In addition to the 
traditional wide-ranging comparisons, the introduction of the element of historical 
development results in ever earlier levels of mythological reconstructions. They lead 
from Classical Graeco-Roman, Egyptian, Mesopotamian, etc. collections and their 
various ancestral Eurasian mythologies, to ultimately reaching the myths as told by 
the “African Eve” before the exodus from Africa, some 65,000 years ago. 
 
本講演では、神話への新たなアプローチを紹介する。従来の広範な神話比較に加え、歴史

的発展を考慮することよって、より古い段階の神話の再構築が可能になる。それは、古典的

なグレコローマン、エジプト、メソポタミアなどの諸神話とそれらの祖先であるユーラシア神話

群を経て、約 6 万 5000 年前の出アフリカの前に「アフリカのイブ」が語った神話群に到達する。 

 

 

 

 

 

 

 

日時 令和５年３月９日（木） 午後２時３０分～４時３０分   

会場 龍谷大学大宮学舎西黌 ２階大会議室 
 

＊英語による対面とオンラインのハイブリッド会議 （講演後、質疑応答あり）  

＊音声の都合上、できるだけ会場にお越しくださるようお願いします 

＊参加ご希望の方は、3 月 8 日（水）正午までに、下記グーグル・フォームによっ 

てお申し込み下さい  https://forms.gle/ZxpRY3vVsQ6HK9iX6 

＊オンライン参加の方には 3 月 8 日（水）午後に Zoom 会議 URL をお送りします 

 

https://www.ryukoku.ac.jp/about/campus_traffic/omiya.html
https://forms.gle/ZxpRY3vVsQ6HK9iX6


“Research on the 'Introspective Altruism' as an Identity of People  
of the World, with a View to Social Implementation.” 

JSPS KAKENHI Grant-in-Aid for Challenging Research (Pioneering), 2019-2022. 

            Principal Investigator: Hideaki Nakatani (Ryukoku University) 
 

「自省利他」科研 公開講演「神話学への新アプローチ」概要 

インド最古の古典、ヴェーダの研究の第一人者ヴィッツェル教授は、2012 年、神話に

関するミルチェ・エリアーデ以来の大著と評される『世界の諸神話の諸起源』（オックス

フォード大学出版）を発表し、インド古典研究者たちを驚かせた。 
 

ヴィッツェル教授はその著作において、考古学、比較言語学、人類集団遺伝学等の

データに基づき、入手可能な最古の神話テキストに焦点を当て、それらがアフリカ神

話群の 10 万年前の単一の源泉（「パンゲア神話群」）に遡ることを示した。 
 

同時に教授は、出アフリカを果たした人類が、約６万５千年前に海岸沿いにアラビア

半島、インドを経て東南アジアに到達した時に持っていた「出アフリカ型」神話群（「ゴ

ンドワナ神話群」）に共通する特徴を明らかにする。 
 

さらには、約４万年前に中東で生まれた新しい神話群（「ローラシア神話群」）を確認し、

それがユーラシア大陸の大半に広まったと言う。世界の創造と終末、そして「神々の

言葉」が語られるのは、この最後の神話群に限られる。 
 

このように、ヴィッツェル教授は、"アフリカのイブ "の共同体が語った共通諸神話か

ら始まり、三段階を経て発達してきた人類の精神性の足跡を明確にした。 
 

オックスフォード・アカデミックは、本書の紹介を次の言葉で締めくくっている。「神話に

関心のある人はみな、われわれの共通の祖先の精神性に関するヴィッツェルの並外

れた仮説を読み解き、その精神性が現代の文化にたいして何を告げているか、どの

ようにして最も深いレベルで現代と繋がっているかを理解したいと思うだろう」。 
 

* 会議では、ヴィッツェル教授が講演後、会場からの質問に答えます 

* 会議は英語で行われ、対面とオンラインのハイブリッドです 

 

 

     
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

世界の人々のアイデンティティとしての「自省利他」の研究 
－ 社会実装を視野に入れて 

学術振興会科学研究費補助金 挑戦的研究（開拓）2019-2022 

研究代表者 中谷英明（龍谷大学） 



Overview of the Lecture 
 

Lecture organized by “Introspective Altruism”, JSPS KAKENHI 
Grant-in-Aid for Challenging Research 
 
Professor Witzel, a leading scholar of the oldest Indian classics - Vedic scriptures - 
surprised Indian classical scholars, by publishing The Origins of the World's 
Mythologies (Oxford University Press, 2012), which is considered the most ambitious 
work on mythology since Mircea Eliade's. 
 
Focusing on the oldest available texts, buttressed by data from archeology, 
comparative linguistics and human population genetics, Michael Witzel reconstructs 
a single original African source - Pan-Gaean mythology - for our collective myths, 
dating back some 100,000 years.  
 
Simultaneously, Witzel identifies features shared by the "Out of Africa" mythology 
- Gondwana mythology – that humans carried when they reached South-East Asia 
via the Arabian Peninsula and India along the coast some 65 000 years ago.  
 
He furthermore identifies new myths - Laurasia mythology - emerged some 40 000 
years ago in the Middle East, which then spread to the northern Eurasia. It is only 
in this last group of myths that the origin and end of the world and the ‘language of 
the gods’ are mentioned. 
 
Thus, Witzel articulated the footprints of the ancient spirituality, which developed 
through three stages, beginning with the common myths recounted by the "African 
Eve" community. 
 
The Oxford Academic ends its introduction to this book with the following words: 
‘Indeed, everyone interested in mythology will want to grapple with Witzel's 
extraordinary hypothesis about the spirituality of our common ancestors, and to 
understand what it tells us about our modern cultures and the way they are linked 
at the deepest level.’ 
 
*Hybrid face-to-face and online conference in English. 
*Q&A session will be held after the lecture.  
*If you wish to attend, please register by noon on Wednesday 8 March using the  
Google Form below. 
 https://forms.gle/ZxpRY3vVsQ6HK9iX6 

*Online participants will receive a Zoom meeting URL in the afternoon of  
Wednesday 8 March. 

https://forms.gle/ZxpRY3vVsQ6HK9iX6

