
大正時代の「人魚」像（1）
翻訳文学と「人魚」

九頭見 和 夫

I. は じ め に

長期間継続し，それゆえ人々の意識の中にはっ

きりと残っている明治時代と昭和時代，その間に

はさまれたわずか15年間の大正時代とはいった

いどのような時代なのであろうか。政治・外交の

面では，黒船の襲来等さまざまな外圧を契機に崩

壊した江戸幕府に代わり登場した明治新政府は，

先進国西欧列強に追いつくことを目標にひたすら

富国強兵政策をとりつづけ，その結果国の命運を

かけた二つの大きな戦争，日清戦争，日露戦争に

勝利した。その後もこの政策は継続し，第一次世

界大戦でドイツに勝利するなど少なくとも政治・

外交の面では，西欧各国と肩を並べたと国民が自

信を持ちはじめた時代，大正時代とはそのような

時代とみなされている。一方文化の面をみると，二

葉亭四迷，森鷗外，上田敏等により紹介された西

欧文化は，大正時代に入ると，本論で取り上げる

谷崎潤一郎，小川未明，堀口大学等多くの作家に

よって比較的抵抗も少なく受け入れられ，彼らの

作品に浸透していったのである。この辺の事情を

井上健は以下のように解釈する。

「開化」の完了した日本と西洋近代との落差は

もはや絶対的なものではなくなっていた。外

発的な西洋文化を批判した漱石，鷗外，荷風

にとって，西洋が依然として直接的に対峙す

るべき対象であったのに対し，大正作家たち

にとっての西洋は，居乍らにして間接的に摂

取することが可能なものと化す。

本小論においては，前述の事情をふまえ，明治

時代に主に翻訳文学等を通して紹介された西欧の

「人魚」像が，大正時代に活躍した作家たちの作品

にどのように反映したかを追跡する。具体的には，

山村暮鳥の「人魚の歌」（『黒鳥集』所収），泉鏡花

の「人魚の祠」を取り上げる。さらに谷崎潤一郎

の「人魚の嘆き」とオスカー・ワイルドの「漁師

とその魂」（『ざくろの家』所収）を比較し，「人魚

の嘆き」との関連でハイネの「帰郷」（『歌の本』所

収）等に登場する「ローレライ」の物語を紹介す

る。なお「大正時代の人魚像（2）」では，小川未

明の『赤いろうそくと人魚』とアンデルセンの「人

魚姫」を比較するほか，萩原朔太郎の「その襟足

は魚である」（『蝶を夢む』所収），堀口大学の『砂

の枕』を取り上げ大正時代の「人魚」像を解明す

る予定である。

II. 山村暮鳥の「人魚の歌」とイェーツ

山村暮鳥（1884年―1924年）の一生は，波瀾に

満ちた薄幸の生涯といわれている。父の家出を契

機とする「女を知り，物を盗み，一椀の食物を乞

うた」 放浪時代，東京築地にあった聖三一神学校

を卒業し，秋田県など各地を転々とした伝道師の

時代，そしてドストエフスキーに傾倒し平易な言

葉で人道主義的な詩を創作した詩人の時代，であ

る。

本論で取り上げる「人魚の歌」は，最初大正3

（1914）年9月1日発行の「新潮」第21巻第3号

に掲載される。この頃山村暮鳥は，萩原朔太郎や

室生犀星と共に「人魚詩社」を結成し，詩集『聖

三稜玻璃』（大正4年）を発表，島崎藤村等詩壇か

ら注目され始めた頃である。なおこの詩が他の未

刊詩篇と共に『黒鳥集』に所収され発行されるの

は，なぜか山村暮鳥死後30年以上経過した昭和

35（1960）年のことである。

にんぎょはよるのとこにあり

とこにふせりつねもやらず
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鰭をかなしむわがにんぎょ

海の声かすかに

みどりのかみを浸せり

かぎりなきつみのふかさを

おもひいで

鰭をかなしみ

とこにふせりつねもやらず

この詩で特に注目したいのは，「鰭をかなしむわが

人魚」，「みどりのかみ」，「かぎりなきつみのふか

さ」の三箇所である。

まず「人魚」の容姿が「みどりのかみ」である

ことについてであるが，緑の髪とは黒くつやのあ

る美しい髪をさし，これまで検証してきた明治時

代までに登場した「人魚」像には認められない特

徴である。これは山村暮鳥が考えたオリジナルな

人魚の特徴なのか，あるいは彼が参考にした先例

があるのか。

アイルランドの詩人イェーツWilliam Butler
 

Yeats（1865年―1939年）が編纂した童話集に『ア

イルランド農民の妖精物語と民話』Fairy and
 

Folk Tales of the Irish Peasantry（1888年）が

ある。ここに登場するアイルランドの「メロウ（人

魚）」は，緑の歯green teeth，緑の髪green hair，

豚のやうな眼，赤い鼻という醜い容貌である。

メロウ（人魚）は愛蘭語ではMoruadh又は

Murrughachと書き，もとMuir（海）及び

Oigh（少女）と云ふ言葉から出た言葉で，波

の荒い海岸に好く出るのだそうです。それが

出るといつも大風が吹くので，漁師達はそれ

を見るのを嫌がります。雄のメロウ（さう言

つて好いものなら－メロウの雄と云ふ言葉は

聞いた事がありません）は緑の歯，緑の髪，豚

の様な眼があり，赤い鼻をしてをります。併

し，その大きくなつたのは，魚の尻尾と，指

の間に家鴨のやうな小さな水かきがあつて，

美しい。

この童話集の日本語訳が出版されたのは，大正

14（1925）年のことであるから，山村暮鳥がこの

童話集からかりに人魚の容姿のヒントを得たとす

れば，日本語訳ではなく，原文（1888年発行）か

らであろう。なお後に取り上げる谷崎潤一郎の「人

魚の嘆き」に登場する人魚の容姿も「暗緑色の髪

の毛」であるが，この作品が発表されるのは，山

村暮鳥の「人魚の歌」が「新潮」に発表されてか

ら3年後の大正6年のことである。

つぎに注目したいのは，「鰭をかなしむ」という

表現がこのわずか9行の短い詩の中で2度も使用

されていることである。鰭は魚であることを示す

明白な特徴である。あこがれる人間にも，さりと

て魚にもなりきれない人魚のかなしみは，フケー

Friedrich de la Motte Fouque（1777年―1843

年）の『ウンディーネ』Undine（1811年）やアン

デルセンHans Christian Andersen（1805年

―1875年）の「人魚姫」（『童話集』所収）など多

くの作品に繰り返し描かれているテーマである。

最後に「かぎりなきつみのふかさ」についてで

あるが，美声によって舟人を誘惑し溺死させたサ

イレンやローレライの血をひくわが身の罪深さを

人魚は嘆いているのであろう。

III. 泉鏡花の「人魚の祠」

9歳で母を失い，神楽坂の芸者を妻とした泉鏡

花（1873年―1939年）によって描かれる世界は，

妖怪趣味を基調とした，金にしばられた女性の薄

幸な運命である場合が少なくない。例えば，野口

武彦は，泉鏡花の女性像を以下のように分析する。

鏡花の女の特質を一言もって蔽うとすれば他

界性という以上に適切な言葉は見当らないだ

ろう。そこに鏡花の女に特有の怪奇と妖艶が

生ずる。お化けの世界が実在することを信じ

た鏡花にとっては，女たちは何よりもまず他

界的な実在であった。豊富な詞藻にちりばめ

られた鏡花の文体は，すべてこれそのような

実在をしかと描きとるためのものである。

泉鏡花が大正5年に発表した「人魚の祠」も，金

のため豪農と結婚し悲劇的な生涯を終えた没落華

族の令嬢を扱った幻想的な作品である。物語の梗

概は簡明である。

ある茶話会の帰り，工学士の男性と一緒に電車

に乗った「私」は，赤子を抱いた「二十三四の色
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の白い婦人」に出会う。この婦人の姿が，苦学生

であった工学士に，かつて売薬の行商の折，利根

川近くの沼のほとりで目撃した一人の女性のこと

を思い出させる。「少し高過ぎるくらゐに鼻筋がツ

ンとして，彫刻か，練ものか，眉，口許，はつき

りとした輪郭と云ひ，第一桜色の，あの，色艶」

がその女性と瓜二つなのである。沼のほとりの祠

に住むこの女性は，土地の豪農と結婚した華族の

令嬢であるが，なぜかの
・
み
・
が大の苦手なため，毎

夜夫がのみを防ぐために素裸で寝室の縁の下にも

ぐり，その結果一夏のうちに狂死する。迷ってい

るのか，この夫婦の姿が，沼のほとりを通る旅人

たちにしばしば目撃されるという。

この女性の髪は，「緑の黒髪」で山村暮鳥の描く

人魚の髪と同じである。「黒目勝な双の瞳」は，目

撃した工学士が「此の目に，此處で殺される」と

思ったほどに魅力的である。一方，「頭の小さい，

眦
めじり
と頬
ほほ
の垂
たれ
下
さが
つた，青膨れの，土

ど
袋
ぶつ
で，肥
でっ
張
ぷり
な五

十恰好の，頤
あご
鬚
ひげ
を生した」 夫は，泉鏡花の描く夫

像の例にもれず醜い。のみが大嫌いな「人魚」は

初めてである。

IV. 谷崎潤一郎の「人魚の嘆き」とオスカー・

ワイルドの「漁師とその魂」など

1.谷崎潤一郎の「人魚の嘆き」

明治44年，「三田文学11月号」で当時の流行作

家であった永井荷風の高い評価を受けて華々しく

文壇に登場した谷崎潤一郎（1886年―1965年）は，

女性の官能的な魅力を絢 な文章で描き出した耽

美主義的な作風により，当時文壇では親友佐藤春

夫の言葉をかりれば，美的感覚が豊かなだけの「思

想のない芸術家」（「秋風―夕話」）との評価が一般

的であった。

本論で取り上げる「人魚の嘆き」（大正6年＝

1917年) も例外ではない。例えば芥川龍之介は，

この「人魚の嘆き」について「人魚の嘆き・魔術

師広告文」 の中で，「天下第一の奇文」，「天風海濤

の蒼々浪々たるの處，明眸星の如き水怪を恋せる

風流才子の情痴を述べ」と紹介し，「ビイアズレエ

が挿画を加へたるワイルドの神品サロメ」に比肩

しうる作品との高い評価を与えたが，この「人魚

の嘆き」もまた谷崎潤一郎の作家活動の前半期を

いろどる耽美的・幻想的な美への希求が強く反映

した怪奇的色彩の濃い作品である。

物語の舞台は，愛親覚羅王朝が栄えていた支那

の南京。財産と美貌と才智に恵まれた貴公子孟
もう
世
せい

ちゅう
は，二十二三までに放蕩の限りをつくし，酒に

も女にもあきあきしていた。そのような彼の前に

南洋で捕らえた「人魚」を売りにオランダ人が現

れる。人魚を一目見た貴公子は，たちまちその美

しさのとりこになり，莫大な宝物と引き換えに人

魚を買い取る。心底から人魚を愛した貴公子は，人

魚に対してその神通力により人間に変身すること

を求めるが，拒否される。なぜなら，「たまたま，

麗しい人間の姿を眺めても，人魚に生まれた浅ま

しさには，宿業の報いに依つて，其の人を愛する

事を永劫に禁ぜられて居る」 からである。かわ

りに人魚は，貴公子が自分を南洋の海に帰すこと

を求め，小さな海蛇に変身する。人魚の願いをは

たすため貴公子は，船がシンガポール港を出て赤

道直下にさしかかった時，船から海蛇を海中に放

す。すると海蛇は貴公子との約束を守って再び人

魚に姿を変えた後水中に姿をけす。

以上がこの作品の梗概であるが，「人魚」像を解

明する上で注目したい点が何点かある。特に注目

したいのは，人間（貴公子）が人魚に恋をし，神

通力によって人魚が人間の姿に変わることを求め

たのに対し，人魚がその宿業によって人間を愛す

ることを永遠に禁止されていると告白したことで

ある。これまで検証してきた「人魚」像，例えば

蒲原有明の物語詩「人魚の海」でも認められたよ

うに，明治時代までに描かれた「人魚」像は，そ

の出現が嵐の前兆とみなされ人間に忌み嫌われた

存在であった。一方，この谷崎潤一郎の描く「人

魚」は，人間がその恋愛の対象に人魚を選択する

までに変化したのである。例えば，人間に忌み嫌

われた存在から人魚を解放したアンデルセンの描

く「人魚姫」においてすら，人魚の方が人間であ

る王子に恋をし人間と結婚することで永遠の魂を

獲得しようとしたのである。谷崎の描く人魚と人
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間の関係は，アンデルセンの「人魚姫」の場合を

越えている。谷崎をしてこのような発想を可能に

させたのは，「人魚」に官能的な美を追求した谷崎

潤一郎という作家の持つ「思想なき芸術家」とい

われた個人的な資質によるのか，あるいは他に，例

えば外国の文学作品などにこのような例が存在

し，谷崎がそれを参考にしたにすぎないのか。こ

の疑問を解明するために，裕福な中国の貴公子の

心をとりこにした「人魚」の不思議な魅力の根源

について調査する。

貴公子をして「私は寧ろ人間よりも人魚の種族

に堕落したい。あの 麗な鱗の衣を腰に纏うて，此

のやうな海の美女と，永劫の恋を楽みたい」 と

までいわせた人魚の容姿を要約すると，「絵に書い

た人魚のように，魚の下半身と人間の上半身」を

もち，「涼しい眸や，濃い黒髪や，雪白の肌」をし

ている。以下少し長くなるが，谷崎潤一郎の描く

「人魚」の容姿を紹介する。

骨組みだの，肉付きだの，顔だちだの，其れ

等の局所を一々詳細に注意すると，日常自分

たちが見馴れて居る地上の人間の体とは，全

く調子を異にして居るのです。彼が修得した

観相術の智識は，其處に応用の余地がない程，

彼の女の輪郭は普通の女と趣を変へて居るの

です。たとへば彼の女の，極度に妖婉な瞳の

色と形とは，彼が知つて居る人相学の如何な

る種類にも適合しません。その瞳は，ガラス

張りの器に盛られた清冽な水を透して，恰も

燐のやうに青く大きく輝いて居ます。どうか

すると，眼球全体が，水中に水の凝固した結

晶体かと疑はれるほど，淡藍色に澄み切つて

居ながら，底の方には甘い涼しい潤ほひを含

んで，深い深い魂の奥から，絶えず「永遠」を

視詰めて居るやうな，崇厳な光を潜ませて居

ます。其處には人間の如何なる瞳よりも，幽

玄にして杳
えう
遠
えん
な暈
うん
影
えい
が漂ひ，朗麗にして哀切

な曜映がきらめいて居ます。それから又，彼

の女の眉と鼻の形状は，一層気高い，一層異

常な，「美」を構成して居るやうに感ぜられま

した。それ等の眉や鼻は，支那の人相学で尊

ばれる新月眉とか，柳葉眉とか，伏犀鼻とか，

胡羊鼻とか云ふ物とは，何處かしら様子が違

つて居ます。けれども其處には習慣的な「美」

を超越した，人間よりも神に近い美しさがあ

るのです。因襲的な「円満」を通り越した，生

滅者に対する不滅の円満があるのです。さう

して彼の女が長い項をものうげに動かす時，

暗緑色の髪の毛は海藻のやうに顫へ悶えて，

柔かい波の底を揺ぎさまよひ，或ひは渾沌と

した雲霧の如く彼の女の額に降りかかり，或

ひは殉爛な孔雀の尾の如く上方へ延び拡がり

ます。彼の女の持つて居る「円満」は，啻
ただ
に

彼の女の容貌の上にあるばかりでなく，人間

の形を成して居る肉体の総べての部分に認め

る事が出来ました。頸から肩，肩から胸へ続

いて行く曲線の優雅な起伏，模範的な均整を

持つ両腕のしなやかさ，豊潤なやうで程よく

引き緊まつた筋肉の，伸縮し彎屈度毎に，魚

類の敏捷と，獣類の健康と，女神の嬌態とが，

奇怪極まる調和を作つて，五彩の虹の交錯し

たやうな幻惑を起させます。就
なかん
中
づく
，最も貴公

子の眼を驚かし，最も貴公子の心を蕩
とろ
かした

ものは，実に彼の女の純白な，一点の濁りも

ない，皓潔無垢な皮膚の色でした。白いと云

ふ形容詞では，とても説明し難いほど真白な，

肌の光澤でした。其れは余りに白過ぎる為め

に，白いと云ふより「照り輝く」と云つた方

が適当なくらゐで，全体の皮膚の表面が，瞳

のやうに光つて居るのです。何か，彼の女の

骨の中に発光体が隠されて居て，皎々たる月

の光に似たものを，肉の裏から放射するので

はあるまいかと，訝しまれる程の白さなので

す。而も近づいて熟視すれば，此の霊妙な皮

膚の上には，微かな無数の白毫のむく毛が，
さん

さん
と生えて旋

せん
螺
ら
を描き，其の末端にさながら

魚の卵のやうな，眼に見えぬ程の小さな泡が，

一つ一つに銀色の玉を結んで，宝石を鏤
ちりば
めた

軽羅の如く，彼の女の総身を掩うて居ます。

これほどまでに詳細に官能的な「人魚」像を描写

した例は，少なくとも明治時代までは認められな
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かったことである。あるいは谷崎潤一郎という作

家のもつ個人的な資質によるのかもしれない。引

用の中で特に注目したいのは，眉と鼻の説明の際

に用いられた「神に近い美しさがある」の個所で

ある。「人魚」の魅力は，この一行に凝縮されてい

るといっても過言ではあるまい。またこの一行と

の関連で，人魚を売りにきたオランダ人が，「昔か

ら人間が人魚に恋をしかけられれば，一人として

命を全うするものはなく，いつとはなしに怪しい

魅力の罠に陥り，身も魂も吸ひ取られて，何處へ

行つたか人の知らぬ間に，幽霊の如く此の世から

姿を消してしまふ」 と言った人魚の悪魔性も無

視できないであろう。常に7人の妾にかこまれ享

楽の限りをつくしてきた貴公子をすらとりこにし

た人魚の人間を破滅に導くと伝えられる「神に近

い美しさ」の正体を前述の引用等を参考に解明す

る。

人魚」の容貌は，極度に妖婉な瞳の色と形，気

高く異常な「美」を構成している眉と鼻，長い項，

暗緑色の髪の毛，頸から肩，肩から胸へと続く曲

線の優雅な起伏，模範的な均整を持つ両腕のしな

やかさ，豊潤なようで程よく引き締った筋肉，魚

類の持つ敏捷さと獣類の健康と女神の嬌態との奇

怪極まる調和，貴公子の心を最も蕩かした純白な

皮膚，全身をおおう無数の白毫のむく毛，から構

成されていて，それら全ての部分にこの「人魚」固

有の「円満」さが認められる。また「人魚」は人

間と同じように涙を流し，その涙からは真珠色の

光明と麝香のような香りが発せられる。以上の特

徴から結論づけると，ヨーロッパ人と共通の優雅

と品位とを持つこの「人魚」には，ヨーロッパ人

の理想とするすべての崇高とすべての端麗とが具

体化されている，すなわち人間の官能を楽しませ，

人間の霊魂を酔わせ得る，「美」の絶頂をこの「人

魚」は示しているのである。さらに細かな特徴を

列挙すると，人魚はお酒が大好きで，身体全体は

人間を凍死させることができるほどに冷たいが，

心臓だけは暖かいのである。

身体以外の「人魚」に関係する事項をまとめる

と，この「人魚」のふるさとは地中海であるが，南

洋の島国に迷って来たために人間につかまえられ

た。西洋では人魚は珍しくなく，例えばライン川

の川上には昔から人魚が住んでいると伝えられ，

中には下半身が人間の姿の者もいれば，鳥のよう

な両足を具えた者もいる。人魚は，宿業の報いに

より，人間を愛することを永劫に禁じられている。

人魚は，神通力をもち他の生物，例えば海蛇等に

変身することができる。

これまでの分析をまとめると「人魚」は，容貌

の面では，ヨーロッパ人の理想とするすべての崇

高とすべての端麗とが具体化されている，すなわ

ち人間の官能を楽しませ，人間の霊魂を酔わせ得

る「美」の絶頂を示しているが，宿業の報いによ

り人間を愛することは永劫に禁止されていて，人

間など他の生物に変身できる神通力も愛のために

は役に立たない，これが谷崎潤一郎の描く「人魚」

像である。

ところでこの「人魚」像は，谷崎潤一郎の完全

なオリジナルな発想に基づくものなのか，あるい

は他に例，例えば「人魚」のふるさとヨーロッパ

には先例があるのか。

明治末年から大正初期に，自然主義にたいし

て意識的な反抗をこころみつつあらはれた数

多くの文学の特徴に異国趣味がある。谷崎潤

一郎におけるヨーロッパは，自己のうちにた

たかひとるべきものとしてではなく，海の彼

岸において憧れるべき異国として存在した。

そのことは「人魚の嘆き」や「魔術師」にあ

きらかである。

これは，福田恆存の指摘であるが，同様の指摘は

他（小出博）にもある。

既に吉田精一氏も指摘されているごとく，谷

崎の「秘密」（明治44）がワイルドの「秘密を

愛する女」（“レディ・アルロイ”）を，同じく

「饒太郎」（大正3）が「ドリアン・グレーの肖

像」を，「人魚の嘆き」（大正6）が「漁師と人

魚」を，「法成寺物語」（大正4）が「サロメ」

を，それぞれ換骨奪胎したものであることは

一つの定説となっている。

なお「漁師と人魚」は，「漁師とその魂」の誤りで
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ある。以下においては，谷崎潤一郎の「人魚の嘆

き」とオスカー・ワイルドの「漁師とその魂」と

の関係を比較分析する。

2.オスカー・ワイルドの「漁師とその魂」

アイルランドのダブリンに生まれた唯美主義の

作家オスカー・ワイルドOscar Wilde（1854年―

1900年）の童話に「漁師とその魂」The Fisherman
 

and His Soul’がある。この作品は，「若い王」，「王

女の誕生日」，「星の子」とともに第二の童話集『ざ

くろの家』A House of Pomegranatesに所収さ

れ，1891年に発行された。「モナコ王女アリス」に

献呈されたこの童話は，人魚を主人公にした童話

では，アンデルセンの「人魚姫」に並ぶ傑作とみ

なされている。最初にこの童話の梗概を記す。

ある夕方，若い漁師は引きあげた網の中に若く

て美しい人魚が寝ているのを発見する。人魚に興

味を持った漁師は，呼ぶといつでも歌をうたいに

くるという約束を取りつけて，人魚を海に放して

やる。その後人魚は，約束を守り漁師が呼ぶと必

ず姿をあらわし，歌をうたい漁師のためにまぐろ

を集めてやる。まもなく，人魚の美しい声のとり

こになった漁師は，人魚を呼び，人魚への愛を告

白する。この告白に対し人魚は，人魚にはない人

間の魂を漁師が捨てれば漁師の愛を受け入れるこ

とを約束する。

かくして魂を捨てる決断をした漁師は，司祭を

訪れ魂の捨て方をたずねるが，魂を大切にする司

祭に拒否される。困惑した漁師は，かつて仲間か

ら聞いたことのある若い魔法使いの女を訪問し

「魂を捨てる方法」を質問する。満月の夜，山の上

で漁師とおどった後，若い魔法使いの女は，漁師

に「月に背を向けて浜辺に立ち，足のまわりから，

あなたの魂の本体である影を切りはなし，あなた

の魂に出て行けと命じ」ることを教える。魂を切

り捨てた漁師は，年に一度会いに来るという魂を

残し，水中に飛び込み，漁師を迎えにきた小さな

人魚とキスをする。

一年後海辺にあらわれた魂は，漁師を呼び出し，

韃靼人の国を旅したことなどこの一年間の体験を

話し，その時手に入れた「知恵の鏡」と引き換え

に，自分を再び漁師の身体の中に戻すことを要求

する。しかし漁師は，「愛は知恵にまさっている」

と叫び，魂の誘惑を拒否する。二年後再び海辺に

あらわれた魂は，漁師を呼び出し，南の国を旅し

た時に手に入れた「ふしぎな富の指輪」のことを

話すが，漁師は「愛は富にまさるものだ」と叫び，

海に飛び込む。

三年後三たび海辺にあらわれた魂は，漁師を呼

び出し，ある市のはたごで目撃した踊りをおどる

少女について話す。その時，「かわいい人魚には足

がなくて踊れない」ことを思い出した漁師は，魂

の話に興味を示し，陸にあがる。するとすばやく

魂は漁師に駆け寄り漁師の身体の中に入り込む。

かくして漁師は，魂に導かれ「白い足で踊る娘」を

さがしに行く。その途中漁師は，魂に命じられる

ままに，心ならずも黄金入りの財布を奪うなどの

悪事をかさねる。このことで魂を漁師が詰問する

と，魂を切り離す時に漁師が魂に「心」を与えな

かったからと魂は答える。怒った漁師が急いで魂

を自分の身体から切り捨てようとするが，魂は漁

師の命令に従わない。人間は一度は魂を追い出す

ことができるが，魂を再度受け戻した者は罰とし

て永久に魂を持ち続けなければならないからであ

る。

魂のさらなる誘惑を断ち切るため，漁師は愛す

る人魚のいる海辺に戻り，人魚を呼ぶがなぜか人

魚は現れない。漁師が人魚を呼び続けて二年が経

過した時，魂は漁師の心臓に入ることを求め，漁

師に許可されるが，漁師の心臓が愛で満ちあふれ

ているため魂は中に入ることができない。そこで

漁師が魂の願いに力をかすことを約束した時，海

から大きな悲嘆の叫び声が聞こえてくる。急いで

漁師が岸辺に駆けつけると，人魚の屍が横たわっ

ている。漁師が人魚を抱き締め，人魚の唇に唇を

重ねると，愛で満ちていた漁師の心臓がやぶれ，魂

が中に入る。そしてこの漁師と人魚を押し寄せた

波が飲み込む。翌朝岸辺を訪れた司祭は，溺れ死

んだ漁師と人魚を，神を見捨て神の裁きで死をた

まわった者として埋葬し，埋葬した場所には決し
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て目印をつけないように命じるのである。

このオスカー・ワイルドの「漁師とその魂」と

谷崎潤一郎の「人魚の嘆き」の比較を試みる前に，

「魂が入りこめないほど若い漁師の心を愛で一杯

にした人魚の魅力の原点である容姿について分析

する。

その髪はぬれた金色の羊毛みたいだし，また

1本1本の毛はガラスの杯に入れた金むくの

糸かと見まごうばかりでした。体は白い象牙，

そして尾は銀と真珠のようでした。銀と真珠

から出来ているみたいなその尾には，緑色の

海草がからみついており，また耳は海の貝，そ

してくちびるは珊瑚を思わせるばかりでし

た。

他にも，人魚が「紫水晶のような目」をしている

こと，「ふしぎな歌」を歌って魚を集めること，そ

の声が「漁師が網のことや魚をとる腕前のよさを

忘れ，また商売もおろそかにするほどの美しさ」で

あることが描写されている。

このオスカー・ワイルドの描く「人魚」像は，唯

美主義の作家といわれるにしては非常に簡潔で，

微に入り細をうがった谷崎潤一郎の官能的な「人

魚」像と比較すると，両者の人魚に対するイメー

ジが異なるのか，髪の毛の色をはじめ類似点はほ

とんど認められず，強いてあげれば人魚の身体が

白いことである。ギリシャ神話に登場するサイレ

ンをはじめ，「人魚」が人間を誘惑する際の重要な

武器である美しい声についても，谷崎潤一郎は人

魚の容姿を非常に詳細に描写しているにもかかわ

らず，なぜか一言も触れていないのである。

それではオスカー・ワイルドの「人魚とその魂」

と谷崎潤一郎の「人魚の嘆き」との間に何か，例

えば物語の内容等で類似点は存在するのか。人間

が人魚に恋をし，恋の実現のために努力するとい

う物語の設定が非常に類似している。しかし恋を

した人間の人魚に対するその後の対応が対照的で

ある。谷崎の描く「貴公子」は，人魚が人間に変

身し人間と対等になることを求めたのに対し，一

方ワイルドの描く「漁師」は，人魚の求めに応じ

て漁師自身が魂を捨て人魚と対等になる。人魚よ

り宿業の報いにより人間との愛を永劫に禁止され

ていると告白された貴公子は，愛をあきらめ人魚

を南洋の海に放してやるが，一方魂を捨て人魚と

の愛に生きた漁師は，神の裁きにより人魚と共に

溺れ死ぬ。恋の実現のために自らは何の努力もせ

ず運命を容易に受け入れる貴公子と，人魚との愛

のために魂を捨て死を与えられる漁師。この貴公

子と漁師の生き方は，運命に対する東洋と西洋の

受け入れ方の違いによるのか。谷崎潤一郎とオス

カー・ワイルドの個人レベルの考え方の相違によ

るのか。いずれにせよ，運命を受け入れ人魚との

愛をあきらめた貴公子にも，人魚との愛のために

魂を捨て神の裁きにより死を与えられた漁師にも

救いがないことは確かであり，まさにこの点こそ

谷崎潤一郎の「人魚の嘆き」とオスカー・ワイル

ドの「人魚とその魂」の最大の類似点といえるの

である。

3. ローレライ」伝説との関係

貴公子に買われた人魚のふるさとが地中海であ

ること，人魚を売りに来たオランダ人によれば，

「西洋の国々では人魚はそんなに珍しい物」ではな

く，「ライン河の川上には昔から人魚が住むと云ふ

話を，子供の時分に聞いた」ことがあることにつ

いてはすでに触れたが，これらの人魚に関わる知

識を谷崎潤一郎は何から得たのか。ヨーロッパに

伝わるライン河を航行する舟人を誘惑し溺死させ

る「ローレライ」伝説を扱った作品は少なくない。

例えばよく知られているのは，ハインリッヒ・ハ

イネやクレメンス・ブレンターノの詩などドイ

ツ・ロマン派の作品である。特にハイネの詩はフ

リードリッヒ・ジルヒャーFriedrich Silcher（1789

年―1860年）の曲と共に世界的に有名で，わが国

にも明治24（1891）年5月，雑誌「海潮」に踏青

軒主人訳の「ロオレライ」が紹介されたのをはじ

め，多くの翻訳が出版されている。谷崎潤一郎も

おそらくこの詩を知っていたと推測される。

ハインリッヒ・ハイネHeinrich Heine(1797年

―1856年）は，自身の不幸な恋の体験等ロマン主

義的色彩の濃い詩集『歌の本』Buch der Lieder
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（1827年）を出版する。この詩集は全体が5部から

構成され，「ローレライ」Die Loreleiに関わる話

が登場するのは，第3部「帰郷」Die Heimkehr

の第2番目の詩である。

かなしみに胸ふたぐ

ゆえこそは知らねども

ただそぞろ うかびくる

ふるき世のものがたり

ゆうざれば風ひえて

ラインいま音もなし

しずむ陽に山のみね

くれないにかがやきて

見よ 岩にすわりたる

うるわしきかのおとめ

こんじきのかざり映え

くしけずる金の髪

金の櫛うごかしつ

かのおとめ歌うたう

うたごえのあやしくも

こころゆするそのしらべ

小舟やるふなびとは

ききほれてなやましく

岩の上をあおぐのみ

舟路をもきわめえで

ああ 波にのまれなん

舟もそのふなびとも

げに 歌のちからもて

ローレライのなすわざぞ

なおローレライLoreleiとは，Lore妖精とLei

（Ley）岩，すなわち「妖精の岩」を意味し，具体

的にはコブレンツKoblenz付近のライン河畔に

聳える大きな岩山のことである。

ところで「ローレライ」の話については，ブレ

ンターノが伝説を踏まえて作品化した創作である

といわれている。

魔性の女ローレライはロマン派以降の詩人た

ちにしばしばとりあげられたモチーフで，

シューマンらによって作曲されたアイヒンド

ルフの「森の対話」Waldgesprachや，とりわ

けジルヒャーによって作曲されたハイネの

「ローレライ」は有名になった。ハイネのこの

詩に出てくる「昔からのメールヒェンein
 

Marchen aus allen Zeiten」が，伝説ではな

く，実はブレンターノの創作であったことは

今日よく知られているが，アイヒンドルフの

詩とほぼ同じくして，アイヒンドルフやブレ

ンターノと親交のあったオットー・ハインリ

ヒ・フォン・レーベン（Otto Heinrich von
 

Leben，1786―1825）も『ローレライ』と題す

る小説と詩を書いている。

ブレンターノClemens Maria Brentano（1778

年―1842年）は，ドイツロマン派の詩人で，アル

ニムLudwig Joachim von Arnim (1781年

―1831年）の協力のもとに民謡集『少年の魔法の

角笛』Des Knaben Wunderhorn(1806年―1808

年）を刊行した。なお「ローレライ」Loreleyの詩

は，自伝小説『ゴドヴィ』Godwi(1800年）およ

び『ライン童話』Rheinmarchenに所収されてい

る。この詩の梗概を記す。

多くの男をとりこにし破滅させた魔女ローレラ

イは，恋人に裏切られて生きる気力を失い，司教

に犯した罪により処刑されることを求める。しか

しローレライの美しさのとりこになった司教は，

ローレライに僧院に行き尼になることを勧める。

三人の騎士にともなわれ僧院に向かう途中でロー

レライは，恋人のいる城とライン河を見るため岩

山に登ることを求める。岩山に立ったローレライ

は，ライン河をすすんでいく一艘の舟を目にする。

「わたしの心は はずみます

あれはわたしの 愛しい方

女は身を乗り出すと

ラインめがけて 落ちていった

ローレライがライン河に身を投げたあと，ライン

河の岸辺の高い岩山から三度「ローレライ」と叫

ぶ舟人の声が響いてくる。
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このブレンターノの描く「ローレライ」像は，ハ

イネの「ローレライ」像とはかなり異なっている。

例えば，舟人を誘惑するローレライの武器は，ハ

イネの「ローレライ」の場合には美しい声である

のに対し，ブレンターノの「ローレライ」の場合

には瞳（Augen）である。何よりもブレンターノの

「ローレライ」像で驚かされるのは，多くの舟人を

誘惑し溺死させたローレライが，愛する男に裏切

られ，岩山からライン河に身を投げることである。

このようなローレライの姿をだれが想像するであ

ろうか。

V. お わ り に

明治維新とともに堰を切ったようにわが国に流

入したヨーロッパ文化は，大正時代に入ると比較

的抵抗も少なく多くの作家たちによって受け入れ

られるようになった。例えば本論で取り上げた谷

崎潤一郎の場合も，作風の類似したオスカー・ワ

イルドやエドガー・アラン・ポーEdgar Allan Poe

（1809年―1849年）等に共感を示し，その影響が

研究者の間で定説となっている。

本論においては，特に谷崎潤一郎の「人魚の嘆

き」とオスカー・ワイルドの童話「漁師とその魂」

を比較し，人間（貴公子と漁師）が人魚の美しさ

のとりこになるという作品の設定が類似している

ことを指摘した。また同時に恋をした人間の人魚

に対する対応の仕方，貴公子は人間との恋を永劫

に禁じられているという人魚の言葉を受けて簡単

に恋をあきらめ人魚を海に解放したのに対し，漁

師は自己の魂を捨ててまで自身の恋をつらぬき神

の裁きにより破滅する，この二人の人魚に対する

対応の仕方が対照的であることも指摘した。さら

に「人魚の嘆き」に登場する人魚のふるさとがヨー

ロッパであることから，「ローレライ」伝説との関

連についても追求した。ハイネが明治20年代には

日本に紹介されていることから判断して，谷崎潤

一郎がハイネの『歌の本』を読んでいたことはほ

ぼまちがいないであろう。

他には，山村暮鳥の詩「人魚の歌」を取り上げ，

イェーツの「人魚」像との類似（「緑の髪」等）を

確認した。なお泉鏡花の小説「人魚の祠」につい

ては，作品の題名には「人魚」が用いられている

が作品中では一度も「人魚」という単語は出て来

ない。泉鏡花にとって，色の白い沼のほとりに住

むこの若い薄幸の女性こそ，彼の描く「人魚」像

なのであろう。時代や場所により，また描く作家

により「人魚」像もまた様々であるが，この小論

では，なぜか官能的・耽美主義的な「人魚」像の

紹介が中心となったのである。

(2007年10月5日受理)
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Das Bild der,,Seejungfrau“in der Taisho-Zeit(1):

die ubersetzten literarischen Werke und die,,Seejungfrau“

KUZUMI Kazuo

 
Die europaische Kultur,die in der Meiji-Zeit uns Japan zugeflossen war,wurde in der Taisho-

Zeit von vielen Schriftstellern,wie TANIZAKI Junichiro,OGAWA Mimei und AKUTAGAWA
 

Ryunosuke usw.,sehr positiv in ihre Werke angenommen.Darum gibt es viele literarischen Werke
 

in der Taisho-Zeit,die unter Einfluss der europaischen Kultur stehen.Zum Beispiel ein Schriftstel-

ler TANIZAKI Junichiro,der,,Kunstler ohne den Gedanken“von SATO Haruo genannt wurde,

wurde von Oscar Wilde(1854-1900)und Edgar Allan Poe(1809-1849)stark beeinflusst.

Nun werden in diesem kleinen Aufsatz fur die Erlauterung des Bildes der,,Seejungfrau“in der
 

Taisho-Zeit die folgenden Werke hauptsachlich untersucht und wird vor allem der Einfluss der
 

literarischen Werke in Europa bestatigt.

1.Das Gedicht,,Ningyo-no-uta（人魚の歌)“(in,,Kokucho-shu黒鳥集“)von YAMAMURA Bocho
 

und das Marchenbuch,,Fairy and Folk Tales of the Irish Peasantry“von W.B.Yeats.

2.Die Novelle,,Ningyo-no-hokora（人魚の祠)“von IZUMI Kyoka.

3.(1)Die Novelle,,Ningyo-no-nageki（人魚の嘆き)“von TANIZAKI Junichiro und das Marchen

,,The Fisherman and His Soul’“(in,,A House of Pomegranates“)von Oscar Wilde.

(2)Die Novelle,,Ningyo-no-nageki“und die Legende von,,Die Lorelei“,z.B.,,Die Heimkehr“von
 

H.Heine und,,Rheinmarchen“von C.M.Brentano.
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