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太宰治の「人魚の海」についての比較文学的考察

九頭見　和　夫

1　は　じ　め　に

　太宰治の短篇に「人魚の海」がある。この作品

は、最初雑誌「新潮」（昭和19年10月号）に発表さ

れたが、その後他の11篇の短篇とともに、創作集

『新釈諸国噺』（生活社）にまとめられ、昭和20年

1月に刊行された。時期は太平洋戦争の末期、太

宰は、妻と誕生した長男正樹を、甲府の妻の実家

から三鷹につれ帰り、空襲と生活物資の窮乏に悩

まされながらも、束の間の安堵感にひたっていた

のである。

　さてこの短篇についてであるが、太宰自身作品

の最後でことわっているように、井原西鶴の『武

道伝来記』の巻二の四、「命とらるる人魚の海」

（1687年）を素材としたいわゆる翻案小説である。

例えば日本や外国の古典などを、筋や事件は原作

のままにして、人名や地名など他の部分を完全に

自分の作品に書き換えてしまうというこの小説形

式は、太宰が最も得意とした創作方法である。例

えば「走れメロス」はドイツの詩人シラーの物語

詩「人質」を、『斜陽』は愛人太田静子の「斜陽日

記」を素材とした翻案小説である。

　それでは太平洋戦争末期というこの時期に、太

宰はなぜ日本の古典、それも西鶴を自己の作品の

対象として選んだのか。太宰の以下の言葉との整

合性が気になるのである。

　日本の古典から盗んだことがない。私は、友人

　たちの仲では、日本の古典をよんでみるはうだ

　とひそかに自負してみるのであるが、いまだい

　ちども、その古典の文章を拝借したことがない。

　西洋の古典からは大いに盗んだものであるが、

　日本の古典は、その点ちっとも用に立たぬ。

　（X．73）

これは昭和11年5月発表の「古典竜頭蛇尾」の一

節である、「人魚の海」の発表は昭和19年10月、そ

の間太平洋戦争の勃発など社会状況の変化などに

より太宰の心境に変化が生じたと解せないことも

ない。例えば、太宰は、昭和17年10月発行の「文

芸」第10巻第10号に「花火」を発表するが、「戦時

下に不良の事を書いたものを発表するのはどう

か」（X　I．269）という理由で全文削除の処分を受

けている。この処分に大きな衝撃を受けた太宰が、

さらなる処分、執筆禁止、身柄拘束を恐れたであ

ろうことは容易に想像できることである。事実太

宰は、木村庄助の日記をもとに昭和18年秋に完成

した「雲雀の声」を検閲不許可を恐れ出版を見合

わせている。

　全文削除の憂き目に遭った「花火」の一件以来、

　憶病な太宰は創作の素材選びにも極度に慎重に

　なり、現代ものを敬遠して史実・古典・説話な

　どをパロディ化することで当局の目をくらます

　ことを考えるようになる。1｝

これは、相馬正一の分析であるが、ほぼ同時期に

谷崎潤一郎が「中央公論」（昭和18年6月号）に発

表予定であった『細雪』の第3回分を休載したこ

と、及び「花火」以後太平洋戦争終了までに発表

された太宰の主要作品が、例えば『右大臣実朝』、

『津軽』『新釈諸国噺』、『惜別』、『お伽草紙』とい

う世相とは無関係な史実や古典などを素材とした

ものであることを考えると、相馬の分析は妥当で

あろう。

　それでは多数ある古典の中から、なぜ創作のた

めの素材として西鶴が選ばれたのか。一言でいえ

ば、古典への、特に日本の古典文学作家の一人と
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しての西鶴への太宰の親近感ではないか。例えば、

昭和10年頃から太宰は、「もの思ふ葦」、「古典竜頭

蛇尾」、「音について」などの執筆を通して日本の

古典への思いを吐露している。なお「日本浪曼派」

への参加もこの時期で、太宰の古典回帰と無関係

ではあるまい。以下前述の作品から西鶴に言及し

た部分を列挙する。

　真理追求の学徒ではなしに、つねに達観したる

　師匠である。かならず、お説教をする。最も写

　実的な作家西鶴でさへ、かれの物語のあとさき

　に、安易の人生観を織り込むことを忘れない。

　（X．74）（古典竜頭蛇尾）

　五人女にも、於七が吉三のとこへ夜決心してし

　のんで行って、鈴に蹴躓き、からからと大音響、

　傍らに寝てみる小僧が眼をさまして、あれ、お

　ぢやうさんは、よいことを、と叫ばれ、ひたと

　両手合せて小僧にたのみいる、ところがあった

　と覚えてみるが、あの思はざる鈴の音には読む

　ものすべて、はっと魂消したにちがひない。

　（X．88－89）（音について）

最初の引用は日本の古典について、二番目は『好

色五人女』について言及したもので、昭和11年と

12年の発表である。この時「最も写実的な作家」

の評価を得た西鶴は、9年後に刊行された「新釈

諸国噺』の「凡例」では、「世界で一ばん偉い作家」

に評価が上昇し、太宰の西鶴に対する関心の高さ

が読み取れるのである。

　西鶴は、世界で一ばん偉い作家である。メリメ、

　モオパッサンの諸秀才も遠く及ばぬ。私のこの

　やうな仕事に依って、西鶴のその偉さが、さら

　に深く皆に信用されるやうになったら、私のま

　づしい仕事も無意義ではないと思はれる。

　（X．378）

以下この小論においては、「人魚の海」解明のため、

1）素材となった井原西鶴「命とらるる人魚の海」

との比較、2）W．B．イエイツ『アイルランド農民

の妖精物語と民話』（1888年）の影響、3）日本近

代文学、例えば蒲原有明「人魚の海」（1908年）、

谷崎潤一郎「人魚の嘆き」（1917年）と0．ワイル

ド「漁師とその魂」（1891年）、新潟地方の伝説「人

2001年6月

魚塚」（「北方文学2号」、1912年）との関係などに

ついて分析する。

II　井原西鶴「命とらるる人魚の海」との

比較

1．類似点と相違点

　「人魚の海」が西鶴の「命とらるる人魚の海」

を素材とした翻案小説であることはすでに述べた

が、それでは太宰がこの素材をどこまで生かしど

こからが彼の創作なのか。このことの確認のため、

作品の概要、および作品で中心的な役割をはたし

ている人魚の描写についてその相違点を分析す

る。分析の手始めとして、まず両作品の冒頭部分

を引用する。

　後深草天皇宝治元年三月二十日、津軽の大浦と

　いふところに人魚はじめて流れ寄り、其の形は、

　かしらに細き海草の如き緑の髪ゆたかに、面は

　美女の愁へを含み、くれなみの小さき鶏冠その

　眉間にあり、上半身は水晶の如く透明にして幽

　かに青く、胸に南天の赤き実を二つ並べ附けた

　るが如き乳あり、下半身は、魚の形さながらに

　して金色の花びらとも見まがふこまかき鱗すき

　まなく並び、尾鰭は黄色くすきとほりて太いな

　る銀杏の葉の如く、その声は雲雀笛の歌に似て

　澄みて爽やかなり、と世の珍らしきためしに語

　り伝へられてるるが、とかく、北の果の海には、

　このやうな不思議の魚も少からず棲息してみる

　やうである。（315）（太宰）

　奥の海には、目なれぬ怪魚のあがる事、其例お

　ほし。後深草院、宝治元年三月二十日に、津軽

　の大浦といふ所へ、人魚はじめて流れ寄、其形

　ちは、かしらくれなみの鶏冠ありて、面は美女

　のごとし。四足、るりをのべて、鱗に金色のひ

　かり、身にかほりふかく、声は雲雀笛のしずか

　なる声せしと、世のためしに語り伝へり。（西

　鶴）2）

この冒頭部分の中心をなす人魚の描写の比較は後

にゆずることにして、作品全体を通して顕著な特

徴は、太宰の叙述が西鶴の二倍以上もあることで
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も明白なように、簡潔・明快な西鶴に対して太宰

の場合解説的で心理描写が少なくないことであ

る。このことは、「人魚の海」だけの特徴ではなく、

「走れメロス」など太宰の翻案小説の多くにみら

れる特徴で、前述の「凡例」で、太宰は以下のご

とく弁明する。

　これは西鶴の現代訳といふやうなものでは決し

　てない。古典の現代訳なんて、・およそ意味の無

　いものである。作家の為すべき業ではない。三

　年ほど前に私は聯斎志異の中の一つの物語を骨

　子として、大いに私の勝手な空想を按配し、「清

　貧諏」といふ短篇小説に仕上げて、この「新潮」

　の新年号に載せさせてもらった事があるけれど

　も、だいたいあのやうな流儀で、いささか読者

　に珍味異香を進上しようと努めてみるつもりな

　のである。（X．378）

それでは、太宰が「勝手な空想を按配し」、「読者

に珍味異香を進上」した結果はどうなったか、以

下に原作である西鶴の作品との相違点を列挙

する。

　1）副題「諸国敵討」で明白なように、敵討が

作品の主題（西鶴）であるのに対し、物語の最後

に「此段、信ずる力の勝利を説く」が付加・強調

されているほか文中にも「武士には、信の一字が

大事ですぞ」があり、単なる「敵討」ではなく「信

ずる力」、すなわち「信義」が主題（太宰）。

　2）「横目の野田武蔵、上意にてかけ付」や「武

蔵道中を守護し、御前をよろしく申なし」とあり、

金内の娘の百右衛門への正式な敵討（西鶴）であ

るのに対し、「殿の御許しも無く百右衛門を誅した

大罪を詫び」や「この私闘おかまひなしと定め」

により、八重の百右衛門に対する私的な復讐

（太宰）。

　3）浪人増田治平を助だちさせ、大横目の武蔵

は敵討に加わらない（西鶴）のに対し、上役武蔵

自身が助だちし、後に切腹して「私闘」の責任を

とる（太宰）。

　4）金内の娘に名前がついてない（西鶴）のに

対し、娘に八重という名前をつけ、「八重の家には

その名の如く春が重なった」と、娘の名前に深い

意味を持たせている（太宰）。

　5）「金内寝間のあげおろせし女に、鞠」や「妾

の鞠」とあり、鞠が金内の愛人（西鶴）であるの

に対し、「鞠といふ小柄で怜悧な二十一才の召使

ひ」とあり、鞠は金内の単なる使用人（太宰）。

　次に物語の展開の上で中心的な役割をになって

いる「人魚」の描写について、前述の冒頭部分を

中心に相違点を確認する。

　1）人魚の形姿：太宰は、「細き海草の如き緑の

髪」や「胸に南天の赤き実を二つ並べ附けたるが

如き乳」の部分を付加し、人魚を人間の女性に近

い姿にするが、その一方で、原作にある「身にか

ほりふかく」の部分を削除する。原作にない髪の

毛を付け加えたことはともかく、髪の毛が一般的

な黒髪とか金髪ではなくて、緑の髪なのが気にな

る。緑の髪は、黒くつやのある美しい髪をさすが、

これは太宰の「勝手な空想」なのか、それとも何

か他の例、例えば「太平記』の「翠（みどり）の髪

を剃下し、紅顔を墨染にやつし給ふ」などを参考

にしたのか。つぎに原作に比べ、常に解説的で冗

舌な太宰が「身にかほりふかく」の部分を削除し

たのはなぜなのか。そもそも生きものの「かほり」

を太宰はどのようにとらえているのか。以下にお

いて特に女性の髪の毛の色と身体のかほり（匂い）

に対する太宰の考えをさぐってみたい。なお「緑

の髪」についてはイエイツ、谷崎潤一郎などにも

例があり後に触れることにする。

　「私は眼が覚めて、顔を洗ひながら、その妻の勾

ひを身近に感ずる事ができる。」（V皿．380）これは

小品「フォスフォレッセンス」の一節であるが、

以下では特に女性の匂ひについての描写を『太宰

治全集第一巻』について調査する。視覚に訴える

表現は少なくないが、嗅覚に訴える表現は、極め

て少ない。

　①男は、女の二三歩うしろまではしって来て、

　それからのろのろと歩いた。憎悪だけが感ぜら

　れるのだ。女のからだぢゆうから、我慢できぬ

　いやな臭ひが流れ出てくるやうに思はれた。

　（1．119）（「陰火」）

　②私は祖母に抱かれ、香料のさはやかな匂ひ



36 福島大学教育学部論集第69号

　に酔ひながら、上空の鳥の喧嘩を眺めてみた。

　（1．209）（「玩具」）

　③「日本髪は、いやだ。油くさくて、もてあま

　す。かたちも、たいへんグロテスクだ。」（1．346）

　（「雌に就いて」）

「女人創造」に理由の一端が認められる。

　①モオパスサンは、あれは、女の読むもので

　ある。私たち一向に面白くないのは、あれには、

　しばしば現実の女が、そのままぬっと顔を出し

　て来るからである。（X．120）

　②女が描けてみない、といふことは、何も、

　その作品の決定的な不名誉ではない。女を描け

　ないのではなくて、女を描かないのである。

　（X．120）

　③私は、「あらまあ、しばらく。」なぞといふ

　挨拶にはじまる女人の実体を活写し得ても、な

　んの感激も有難さも覚えないのだから、仕方が

　ないのである。私は、ひとりになっても、やは

　り、観念の女を描いてゆくだらう。（X．120）

注意してみると、太宰に限らず詩人の描く女性に、

身の「かほり」を見つけるのは簡単ではない。舟

人を誘惑して川に引きずり込む「ローレライ」の

武器は美しい声であり、王子さまと結婚して永遠

の魂を得ようとした「人魚姫」でも身の「かほり」

は武器にならないのか、そのような描写はない。

好色物を多数発表した元禄時代の商人西鶴だから

こそ「身にかほりふかく」と表現できたのであろ

う。同じ元禄時代でも西鶴を軽蔑したといわれる

俳人松尾芭蕉では考えられないことである。

　2）人魚の出現状況：場所は北の海（津軽の大

浦）、時期は宝治元年（1247年）3月20日。「白波

二つにわれて」、「波二つにわかりて」など太宰と

西鶴は、人魚出現時の状況についてほぼ同じ表現

を用い、人魚の出現を嵐の前兆ととらえている。

西鶴が人魚を「怪魚」と表現した部分を太宰は削

除。太宰にとって人魚は「怪魚」ではないのか。

ところで太宰も西鶴も金内が半弓で人魚の肩を射

ち水中に沈める展開になっているが、なぜか西鶴

の挿し絵では、本文とは異なり、金内が鉄砲をか

まえ、舟中の人間はだれ一人気を失わずに人魚を

2001年6月

みつめている。挿し絵を書いた絵師が西鶴の本文

を正確に読まなかったのであろうか。

2．作品の時代的背景

　西鶴が「命とらるる人魚の海」執筆の際に「本

朝年代記』の巻一・仁・雑之類を参看したことは、

記述された月日が一致しているなどにより明らか

である。

　人魚　後深草院宝治元年三月二十日、人魚死、

　津軽浦流寄。形如人、有腹四足。先代有之、兵

　乱起。因有天下御祈祷。3）

この宝治元年については、『吾妻鏡』の巻三十八・

五月二十九日の条にも人魚出現の記事がある。

　三浦五郎左衛門尉参左親衛御方、申云、去十一

　日、陸奥国津軽海辺、大魚流寄、其形偏如死人。

　先日由比海水赤色事、若此魚死故欺。随而同比、

　奥州海浦波濤、赤而如紅云々。此事則被尋古老

　之処、先規不快之由申之。所謂文治五年夏有此

　魚、同秋泰衛誅戮。建仁三年夏又流来、同秋田

　左金吾有御事。建保元年四月出現、同五月義盛

　大軍、殆為世御大事云々。4｝

『本朝年代記』および「吾妻鏡』の記事を比較する

と、人魚出現の時代的な背景がわかり興味深い。

『本朝年代記』によれば、人魚が津軽浦に宝治元

年（1247年）3月20日に流れついた時兵乱が起こ

り、平安な生活を願って人々が祈祷したとある。

宝治元年といえば、鎌倉幕府の執権北条時頼が外

祖父安達景盛と謀って、幕府の最有力御家人であ

る三浦泰村以下一族を滅ぼしだ「宝治合戦」が発

生した年である。この合戦の結果、鎌倉幕府創設

以来の大名で、北条氏に対抗できる三浦・千葉の

一族がほろび、覇権を確立した北条氏は専制への

道を歩むのである。つぎに「吾妻鏡』によれば、

宝治元年5月11日に津軽に姿が死人のような大魚

が流れついたが、その時海水が赤かったとある。

なおこの魚は、これ以前にも出現している。例え

ば文治5年（1189年）夏にあらわれた時には、藤

原泰衡が殺され、奥州藤原一族が滅亡する。建仁

3年（1203年）夏にも、さらには建保元年（1213

年）4月にも出現したが、同年5月に和田義盛が
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挙兵し、幕府によって制圧される。

　これらの記事で興味深いのは人魚の出現と歴史

上の大事件が結びついていること、なぜか人魚の

出現時に海水が赤いことである。前者については、

『本朝年代記』や『吾妻鏡』と異なり、西鶴の「命

とらるる人魚の海」には大事件の記述はないが、

人魚の出現に恐れおののいた船上の人々が泣き叫

び、ついには全員気を失ったことからみて、少な

くとも西鶴の時代までは、人魚は「怪魚」、すなわ

ち嵐をよぶ怪物、嵐の前兆をつげるものであった

と推測される。人魚出現時に海水が赤かったこと

については、赤潮ではないか。赤潮は、水温の変

化などでプランクトンが異常増殖した時に海水が

変色する現象で、魚介類への影響は少なくない。

しかし、この現象は比較的起こりやすく、例えば

一年前（2000年5月19日）に福島県相馬市の相馬

沖で夜光虫が原因で赤潮が発生している。「吾妻

鏡』では、人魚の死と赤い海水を結びつけている

が、当時の人々はおそらく体験を通して海水が赤

くなると、死んだ魚が海面に浮くことを知ってい

たのであろう。ここで参考までに、『本朝年代記』

および『吾妻鏡』以外で、西鶴が参看可能と思わ

れる人魚出現の記録を、藤沢衛彦『日本伝説研究

（2hより紹介する。5）

①推古天皇27年（619年）4月、近江国蒲生河（日

本書紀・太子伝）

②推古天皇27年（619年）7月、難波堀江（日本

書紀）

③天平勝宝8年（756年）5月2日、出雲安来浦

（史籍集覧引）

④宝亀9年（778年）4月3日、能登国珠洲岬（史

籍集覧引）

⑤弘仁年中（810年）、近江国琵琶湖（広大和

本草）

⑥　正暦5年（994年）11月7日、伊予国はしらの

海（史籍集覧引）

⑦崇徳・近衛帝御宇（1140年前後）、伊勢国別保

浦（古今著聞集）

⑧宝治元年（1247年）3月11日、津軽浦（北条

五代記）

⑨宝治2年（1248年）9月10日、陸奥外ヵ浜（北

条五代記）

⑩延慶3年（1310年）4月11日、若狭国小浜津

（史籍集覧引）

⑪正平12年（1357年）3月3日、伊勢国二見浦

（史籍集覧引）

⑫天文19年（1550年）4月21日、豊後国大野郡

海（江源武鑑）

3．西鶴の人魚像と人魚伝説

　西鶴は人魚をどのようにとらえていたか、太宰

は執筆の際に西鶴の多くの作品を参看したと推測

されるので、そのもつ意味は少なくない。「命とら

るる人魚の海」では、人魚は、物語の題名ではあ

るが、実質は敵討のきっかけを作ったもの、具体

的には嵐をよぶ怪物、嵐の前兆をつげるものとし

て描写されているにすぎない。物語の中心はあく

までも敵討前後の金内の娘など敵討に関係する人

物の人間的苦悩の描写である。

　『武道伝来記』以外にも西鶴が「人魚」について

言及した個所がある。「好色五人女』（1686年）の

巻五の五「金銀も持ちあまって迷惑」と「西鶴織

留」（1694年）の巻五の一「只は見せぬ仏の箱」で、

関係する部分を引用する。

　庭蔵みれば、元渡りの唐織山をなし、伽羅掛木

　のごとし。さんごじゅは壱匁五分から百三十目

　迄の無疵の玉、千弐百三十五、柄鮫、青磁の道

　具かぎりもなく、飛鳥川の茶入、かやうの類ご

　ろつきて、めげるをかまはず、人魚の塩引、め

　のふの手桶、かんたんの米かち杵、浦嶋が包丁

　箱、弁才天の前巾着、禄壽の剃刀、多門天の枕

　鑓、大黒殿の千石どをし、ゑびす殿の小遣帳、

　覚へがたし。（『好色五人女』）6）

　其証拠には、我等寺同行の人、十六・十四に成

　娘二人もたれしが、世盛のこしらへ、何にひと

　つふそくもなく、美をつくしたる衣装、敷銀千

　枚づつ付て、聾は願ひのままの所へ仕付られし

　に、姉むこ次第に家栄へければ、世につれて姿

　も若やぎ、三十にあまる年も、嫁入時のすがた

　の今に残りて、人皆女仙と名付、「是はあやかり
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　物」といへり。此女、不老丸も呑ず、人魚も喰

　ねど、鋤のはしりを十月比より喰、正月の事ど

　も霜月中に仕まはせ、当年も又五拾貫目はのび

　たる白銀の花を見て、目出たき事ばかり耳に聞

　し、嬉しき事を目にみて暮せば、どこで年のよ

　り所なし。（「西鶴織留」）7）

現代人には耳なれないものが列挙されているが、

特に「人魚の塩引」、「人魚も喰ねど」などの表現

が注目される。「人魚の塩引」とは、人魚の塩漬け

のことで、当時人魚は長寿の薬とみなされ、珍重

された。このことを理解するには、これらの作品

が刊行された「元禄」を中心とする時代的背景の

把握が必要であろう。

　西鶴が『武道伝来記』を刊行したのは、「元禄」

が始まる前年の貞享4年（1687年）で、5代将軍

綱吉が歴史上例をみない悪政「生類憐れみ令」を

制定した年である。ちなみに国外ではこの年にニ

ュートンが「万有引力の法則」を発見し、翌年に

はイギリスで「名誉革命」が発生する。西鶴が晩

年をすごした「元禄」時代は、町人文化隆盛の時

であった。両替商など商人たちによる経済活動が

活発化した結果、都市を中心にさまざまな産業に

寄生する町人、例えば職人、奉公人など新興町人

の階層が急速に増大した。一方財力を貯えた商人

は、西鶴も商人であったが、財力にものをいわせ

て、『好色五人女』に列挙された、「人魚の塩引」、

「めのふの手桶」のような、いわば珍奇なものを

財産として収集したのである。

　それでは西鶴は、長寿をもたらすという「人魚」

に関する知識を何から得たのか。1635年、「日本人

の海外渡航・帰国禁止」（鎖国令）の発令、1641年

平戸オランダ商館の長崎県出島への移転など、三

代将軍家光による鎖国政策の結果、西鶴も含め元

禄の頃に生きた人々が海外から得る情報は、ほぼ

出島のオランダ人のものに限定されたのである。

例えば、出島のオランダ人から四代将軍家綱に献

上されたJ．ヨンストンの『動物図譜』（1660年）が

ある。この著書の中で「人魚」に関する薬効も含

めたかなり詳細な説明がおこなわれているが、オ

ランダ語を理解できる学者の欠如などの理由で、

2001年6月

『動物図譜』は長い問蔵に入れられ、日の目を見

るのは八代将軍吉宗の時。吉宗の命を受けた野呂

元丈は、1741年一部のみ翻訳した『阿蘭陀禽獣虫

魚図和解』を吉宗に提出する。従って1693年に死

亡した西鶴にはみることはできない。

　西鶴は、例えばおそらく国内の伝説などから人

魚に関する知識を得たのではないか。前述の藤沢

衛彦『日本伝説研究（2）』によれば、「清寧天皇五年

（480年）、八百比丘尼人魚の肉を食ふ（伝説）」と

ある。八百比丘尼に関する伝説は、北陸を中心に

例えば『諸国僅人談』などを通して、日本の広い

範囲で語りつがれている。

　娘が人魚の肉を食べたため不老不死となり、何

　百年たっても年がよらないので、穴を掘って土

　の中へ入った。これが八百比丘尼である。（福井

　県の伝説）8）

ただし菊岡沽涼『諸国僅人談』については、刊行

が寛保3年（1743年）なので、西鶴の目にふれる

ことは不可能である。

　なお寺西朋子「太宰治「新釈諸国噺』出典考」9〕

によれば、太宰が「人魚の海」執筆の際に、『武道

伝来記』の巻三の三「大蛇も世に有人が見た様」

と『本朝二十不孝』の巻二の三「人はしれぬ国の

土仏」からも借用したことを指摘している。とこ

ろで太宰が前述の「凡例」で「所謂、好色物は好

きでない。そんなにいいものだとも思へない。着

想が陳腐だとさへ思はれる」と述べた西鶴の好色

物についても、寺西朋子と桧谷昭彦は、『好色一代

女』や『好色五人女』から『新釈諸国噺』への影

響を指摘する。’。）おそらく太宰の好色物云々は、

「私の一身上に於いても、いついかなる事が起こ

るか予測出来ない」（X．380）時代がいわせた言葉

であろう。

IIl．イエイツ『アイルランド農民の妖精

物語と民話』の影響

　「緑の髪」で注目したいのは、アイルランドの

詩人イエイツWilliam　ButlerYeats（1865－1939）

編纂の童話集『アイルランド農民の妖精物語と民
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話』Fairy　and　Folk　TalesoftheIrish　Peasantry

（1888年）である。ケルト民族の末裔が定着した

アイルランドは、ケルト民族の豊かな想像力によ

るのか、神話や伝説の宝庫で、特に妖精に関係し

た伝説は枚挙に暇がないほどである。例えば前述

の「アイルランド農民の妖精物語と民話』に出て

くる水の妖精「メロウ（人魚）」についても、編纂

者イエイツの功績を否定できないとしても、原典

は長い間アイルランドの人々の間に連綿と語りつ

がれてきた伝説である。太宰の「人魚の海」との

比較のため「メロウ（人魚）」に関係する部分を引

用する。

　メロウ（人魚）は愛蘭語ではMoruadh又は

　Murr丘ghach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（さう言って好いもの

　なら一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

　なったのは、魚の尻尾と、指の間に家鴨のやう

　な小さな水かきがあって、美しい。メロウの女

　は、少々悪い事ですが、自分達を愛してみる海

　のものよりも、様子のいい漁夫の方を好く事が

　折々あります。前世紀に、パントリーの近くに

　は、身体一面、魚のやうに鱗で覆はれた女がゐ

　たさうですが、その女は、’かうした漁夫とメロ

　ウの結婚によって生れたものです。時々、メロ

　ウは海から出て来て海岸を、角のない牛のやう

　な姿でさまよひます。メロウは、メロウの姿を

　してみる時には、コフレン・ドルイスといふ帽

　子を持ってるますが、その帽子は大抵一面に羽

　根がついてゐます。此の帽子を盗まれると、メ

　ロウは二度と再び海の中に戻る事が出来ませ

　ん。赤といふ色はどの国でも魔術をあらはす色

　になってゐますが、ずっと昔からそうだったの

　です。妖精と魔術師の帽子はいつも大概赤で

　す。11）

引用をもとに「メロウ（人魚）」の特徴を比較する

と、「波の荒い海岸に好く出」て、「出るといつも

大風が吹く」という点については、「人魚の海」で

嵐の前兆をつげる太宰の人魚像と一致する。メロ

ウの形姿については、メロウには雄と雌があるこ

とは驚きである。アンデルセンの「人魚姫」など

の影響で、人魚は雌と考えロマンチックなイメー

ジを一般的に抱きがちである。それゆえ雄が、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ことについて

は、心情的に納得がいくのではないか。一方メロ

ウの女が、美しくて、海の中のものより人間の漁

夫を好むことは、イメージ的に比較的受け入れや

すいと思われる。

　さて「人魚の海」との比較であるが、「緑の髪」

と「魚の尻尾」は太宰の人魚像に一致し、羽根の

ついた赤い帽子をかぶった姿は、遠くからみた時、

「くれなみの小さな鶏冠」に見えないこともない。

ところで「緑の髪」はともかく「緑の歯」のイメ

ージは、少なくとも日本人の感覚では普通ではな

い。このイメージをイエイツは、何よりもアイル

ランドの人々はどこから得たのか。例えばアイル

ランドの国のシンボル・カラーは緑である。アイ

ルランドでは、飛行機、郵便ポストなど多くのも

のが緑色で統一されている。このことは、アイル

ランドの気候と関係があるのかもしれない。アイ

ルランドは、北緯の高い（51度26分から55度21分）

割にメキシコ湾流の影響で気候が温暖で湿度が高

く、一年中芝生が青々としている。人々の意識の

中に「緑」が常に存在したとしても不思議ではな

い。その当然の帰結として、人々が語りついだ神

話や民話の世界でも「緑」が多く用いられること

になったのであろう。陳腐な発想かもしれないが、

人魚を完全な魚の一種とみなし、魚と海草の関係

でイメージすれば、「緑の」という形容詞は決して

不自然ではない、という解釈もなりたつ。事実「人

魚の海」で太宰は、「海草の如き緑の髪」と表現し

ている。一方「髪」にポイントをおいて考えれば、

人間に髪の毛は自然なものであっても、魚にはや

はり不自然なものである。「緑の髪」の問題は、人

魚が人間の面と魚の面とを合わせ持っていること
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から発している問題なのかもしれない。

　イエイツは、前述の民話集に続けて、「アイルラ

ンドの妖精物語』Irish　Fairy　Tales（1892年）を

刊行し、その中で妖精の分類を試みる。イエイツ

によれば、妖精は大別すると二種類あるという。

仲間と一緒にいる妖精とひとり暮しの妖精で、前

述のメロウは、仲間と一緒にいる妖精で、この種

類の妖精としては他にシーオークという比較的た

ちのよい妖精がいるが、この妖精の唯一悪い点は、

人間の子供を盗み取ってかわりに千才か二千才の

しわだらけの妖精を置いていくことである。メロ

ウとシーオーク以外の妖精はすべてひとり暮しの

妖精で、例えば、赤い上着を着て三角帽をかぶっ

たけちん坊の大金持ちのレプラホーン、怠け者の

ガンコナー、人間の男の愛を探し求め男をとらえ

て弱り衰えさせるリャナン・シーなど陰気で恐ろ

しい性質を持っている。

　そこで問題のメロウについてであるが、イエイ

ツの説明は『アイルランド農民の妖精物語と民話』

の場合とほぼ同じである。

　この水の妖精は人がよく見かけるといわれる。

　わたしはかってある農婦にその村の漁師がメロ

　ウを見たことがあるかどうか尋ねたことがあ

　る。「ほんとのところ、漁師たちはメロウに会う

　のを好んではいないんですよ」という答えだっ

　た。……われわれと同じ人間の姿をして現れる

　時には、魚の尾を付け、アイルランド語でコホ

　リン・ドウリュウ（cohulendriuth）と呼ばれる

　赤い帽子をかぶっている。12）

イエイツの解説によって、メロウ（人魚）像が次

第に明らかになってくる。仲間と一緒にいて、人

がその姿をよく見かけ、赤い帽子をかぶって、人

間の姿をして海岸を歩く。太宰の人魚は、西鶴の

場合も同じであるが、出現する人魚は一頭だけで、

金内の半弓で肩を射抜かれて海中に沈み波が静か

になる。かりに人魚が二頭以上いれば、一頭が海

中に没しても他の人魚たちによって波は荒れ続け

るはずである。人々が人魚の姿をよく見かけたこ

とについてであるが、「よく見かける」の「よく」

がどの程度を意味するか定かでないので断定でき

2001年6月

ないが、藤沢衛彦『日本伝説研究（2）』の人魚出現

の記録でみる限り必ずしも多くなく、少なくとも

太宰の「人魚の海」では一度みかけただけである。

まして人間の姿をして海岸を歩く人魚など日本に

出現する人魚にはいない。海岸に姿を見せるのは、

死んで波によって打ち上げられた時である。

　アイルランドにも日本の「八百比丘尼伝説」に

似た説話がある。イエイツの『ケルトの薄明』The

Celtic　Twiligh卜Myth，Fantasy　and　Folklore

（1893年）の一節で、妖精と結婚した娘が永遠の

命を得るという話である。

　母親は火の中から燃える薪をとって庭に埋め、

　それがなくならない限り、その子は長く生きる

　というのである。母親は薪を埋め、子供は成長

　して美しい娘となり、妖精の王子と結婚し、夜

　ごとに王子はやって来た。七百年経つと王子は

　死に、今度は別の王子が代わって王国を治め、

　その美しい農夫の娘と結婚した。七百年経って

　またこの王子が死ぬと、別の王子が代わって、

　別の夫としてやってきた。このようにして娘が

　七人の夫を持つまで続いた。とうとうある日の

　こと、教区の神父がやって来ると、七人の夫と

　娘の余りに長い命のために、彼女の評判がその

　あたり一帯でとても悪いと言った。「申し訳ない

　と思うけど、私が悪いんじゃないわ」と娘は言

　つた。そして薪のことを話すと、神父はすぐに

　外に出て庭を掘り続け、やっと薪を見つけると、

　それを燃やしてしまった。すると娘は死んだの

　で、キリスト教徒として埋葬され、人々は喜ん

　だ。13）

以上、太宰の人魚像解明のために、イエイツ編纂

の『アイルランド農民の妖精物語と民話』等に報

告されたイエイツのメロウ（人魚）像との比較を

「緑の髪」などを手がかりに種々試みてきたが、

太宰がイエイツの影響を受けたか否かの明確な決

め手となるものはない。ただ前述の『アイルラン

ド農民の妖精物語と民話』が、「イエイツ童話集」

として大正14年発行の『世界童話大系第八巻・愛

蘭篇』に収められ、太宰の好きな豪華本で出版さ

れていること、また同じ本が昭和10年に『アイル
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ランド童話集、隊を組んで歩く妖精達其他」の題

名でこれまた太宰の好きな岩波文庫版で出版され

ていることなどから、太宰が少なくともいずれか

を読んだ可能性を否定できないであろう。

lV．日本近代文学との関係

1．蒲原有明「人魚の海」

　明治以降の日本近代文学の中で人魚を扱った作

品は少なくないが、ここでは特に蒲原有明「人魚

の海」（『有明集』、1908年＝明治41年）、谷崎潤一

郎「人魚の嘆き」（1917年、大正6年）と谷崎との

関係でワイルドOscarWildeの「漁師とその魂」

The　Fisherman　and　His　Soul、および小川未明

主宰の「北方文学2号」（1912年、明治45年）を取

り上げ、太宰の「人魚の海」との関係をさぐるこ

とにする。

　上田敏の翻訳などを通してヨーロッパ象徴詩の

影響をうけた蒲原有明（1876－1952）は、明治38年

発行の第三の詩集「春鳥集』に続いて、わが国象

徴詩の頂点を示す第四の詩集『有明集』を刊行す

る。この「有明集』に収められた詩の一つに、「人

魚の海」があるが、この詩は、「新体詩抄」（明治

15年）の強い影響を受けたとみられる七五調で書

かれ、三行をもって一節とし、合計70節からなる

長詩である。この「人魚の海」は、コールリッヂ

Samuel　Taylor　Coleridgeの「老水夫の歌」The

Rime　of　the　Ancient　Mariner（1798年）にヒン

トを得た有明の、いわゆる翻案詩とみなされてい

る。圃しかし「老水夫の歌」に登場し重要な役割を

はたすのは、「人魚」ではなく、「アホウドリ」

albatrossなので、「老水夫の歌」についてこの小

論では触れないことにする。

　有明の「人魚の海」の梗概を記すと、奥の浦に

住む老水夫から、武辺の君は美女の顔をした「怪

魚」の話を聞く。彼は、好奇心から、実際に怪魚

をみるが、恐ろしくなり、半弓で射ころし、彼自

身も怪魚のたたりか海に身を投げ自殺する。太宰

の「人魚の海」も、奥の浦である津軽の大浦で、

人魚を半弓で射った金内が、自殺か事故死か定か

でないが、その死体が入海の岸近くで発見される。

話の内容の類似は明白で、以下人魚の形姿など太

宰の「人魚の海」との比較上重要と思われる個所

を引用する。

　「怪魚をば見き」と、奥の浦、

　奥の舟人、一「怪魚をか」と、

　武辺の君はほほゑみぬ。

最初、何回か「怪魚」の表現が使われた後、途中

から「人魚」に変化する。西鶴の「命とらるる人

魚の海」でも最初「怪魚」と表現し、場所の記述

も有明の「奥の浦」に類似した「奥の海」である。

以下人魚の姿に関係する部分を列挙する。

　「黄色の鱗藍ぞめの

　潮にひたりて、その面

　人魚は美女の眉目薫る。」

「瞳子は瑠璃」と、老の水手、

「胸乳真白に、濡髪を

かきあぐる手のしなやかさ。一

　人魚の声は雲雀ぶえ、一

　波も戯れ歌ひ寄る

　黒髪ながき魚の肩。

人魚の髪は、黒髪で、緑ではない。声は太宰、西

鶴と同じ「雲雀ぶえ」。胸の乳についても、有明と

太宰は表現に違いはあっても描写している。次に

人魚の出現状況を比較する。

　二つに波はわかれ散り、

　人魚うかびぬ、身にこむる。

　薫も深し波がくれ

「二つに波はわかれ」は、有明、西鶴、太宰三者と

も同じ。興味深いのは、「身にこむる。薫も深し」

で、太宰が削除した西鶴の「身にかほりふかく」

が有明の詩には認められることである。

　武辺の君は半弓に

　矢をば番ひつ、放つ矢に

　手ごたへありき、怪魚の声

武辺の君の身はあはれ

ゑまひの渦に、幻の
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波のくるめき、夢の泡。

　武辺の君が亡骸も、

　姫も、人魚も、幻の

　波にくるめく海の底。15）

最後は武辺の君の亡骸と共に、娘の姫も、人魚も

海の底に沈んでいく。題名は同じ「人魚の海」で

も、有明の結末は、父の敵を討った金内の娘八重

が幸せになる太宰の場合とは対照的で興味深い。

2．谷崎潤一郎「人魚の嘆き」とO．ワイルド

　「漁師とその魂」

　芥川龍之介が、「人魚の嘆き・魔術師広告文」で、

「天下第一の奇文」、「明眸星の如き水怪を恋せる

風流才子の情痴を述べ」16）と評した谷崎潤一郎の

「人魚の嘆き」（1917年、大正6年）は、彼の作家

活動の前半期をいろどる耽美的・官能的な傾向を

濃厚に反映したと認められる怪奇的な作品であ

る。

　遊びにあきた支那の貴公子は、オランダの商人

から買った人魚に恋をするが、受け入れられず、

やむなく人魚の願いを入れ、人魚を南洋の海で逃

がしてやる。永遠の生命を得るため王子との結婚

を夢みるアンデルセンの『人魚姫』における人魚

と人間の関係とは立場が完全に逆転している。太

宰や有明の「人魚の海」では恐ろしいものとして

半弓で射られた人魚が、「人魚の嘆き」では、人間

の恋の対象にまで変化する。太宰が原典とした西

鶴の「命とらるる人魚の海」が発表された元禄の

頃との比較ならともかく、明治末期の有明の「人

魚の海」と大正初期の谷崎の「人魚の嘆き」との

時間的な開きは、わずか9年である。この人魚に

対する人間のイメージの変化は、人魚の形姿の描

写にも反映している。

　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

　藻のやうに頭へ悶えて、柔らかい波の底を揺ぎ

　さまよひ、或ひは混沌とした雲霧の如く彼の女

2001年6月

　の額に降りかかり、或ひは絢欄な孔雀の尾の如

　く上方へ延び拡がります。17）

海藻のような暗緑色の髪の毛、これは、太宰の「人

魚の海」の人魚に近い。引用した部分以外も含め

て人魚の姿を記すと、白い皮膚、氷のようにつめ

たい肌、炎のように暑い心臓、海蛇から人魚への

再変身など。このような人魚像は、太宰や有明の

人魚像にはない特徴である。ついでに言えば、谷

崎の「人魚」の出身地は南国の地中海で、太宰や

有明の「人魚」のように北の海ではない。

　谷崎潤一郎が影響を受けた作家として、オスカ

ー・ 純Cルド、エドガア・アラン・ポー、ボオド

レエル等があげられるが、特に「人魚の嘆き」に

ついては、耽美的な作風をもつワイルドの「漁師

とその魂」（『ざくろの家』A　House　of　Pomegran－

ates、1891年）の影響が少なくないと思われる。人

魚に恋した漁師は、恋のために自らの魂をも切り

捨て、ついには人魚の亡骸と共に海に消える。

　あなたは人間の魂をおもちです。もし魂をお捨

　てになりさえしたら、わたしはあなたを愛する

　でしょう。18）

魂を持たないが故に王子と結婚して人間の魂を得

ようとしたアンデルセンの人魚姫、一方結婚を願

う漁師に魂を捨て自分と対等になることを求める

ワイルドの人魚。「魂」という、人間と人魚の内面

が問題視されるワイルドの人魚の描写は、谷崎に

近く、太宰や有明とは明らかに異なっている。

　その髪はぬれた金色の羊毛みたいだし、また一

　本一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。冷たい波

　が人魚のひややかな胸にうちつけ、潮がそのま

　ぶたの上できらめいていました。19）

髪は残念ながら緑色ではないが、声は漁師が「商

売もおろそかにするほどの美しさ」で、雲雀笛の

太宰の「人魚」と遜色がない。
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3．小川未明と伝説「人魚塚」

　坪内逍遥の指導のもと、卒論にラフカディオ・

ハーンの文学論を書いた小川未明（1882－1961）は、

大学卒業後、第一創作集『愁人』（明治40年）に続

き、『緑髪』（明治40年）、『惑星』（明治42年）の創

作集を刊行し、小説家としての地位を確保する。

その後早稲田文学社で児童文学誌「少年文庫」の

編集をはじめた未明は、そのかたわら童話創作を

はじめ、明治45年には文学誌「北方文学」を創刊

主宰する。この「北方文学」第二号に新潟県の大

潟町に伝わる伝説「人魚塚」が掲載される。この

伝説は上笙一郎によれば、小川未明の「赤い蝋燭

と人魚」（大正10年、1921年）に影響を与えたとの

ことであるが、20〕「赤い蝋燭と人魚」との関係はと

もかく、太宰の「人魚の海」解明に有意義と思わ

れるので取り上げてみたい。

　越後の男に恋をした佐渡の女（人魚）は、毎夜

45里を泳いで男に会いにくるが、空恐ろしくなっ

た男は常夜燈を消す。標的を失った女は、翌朝死

骸となって砂浜で発見される。越後の男のその後

は定かでない。

　死体の下腹には人魚のやうに、細やかな美しい

　赤と銀の鱗が生えて居て、美はしい顔はうらめ

　し気に真珠の歯を食ひしばって、長き緑の髪は

　藻のやうに乱れ乱れて居た。21｝

この人魚の髪の色も太宰の「人魚の海」と同じよ

うに緑である。ところでこの「人魚塚」の影響を

受けたと推測される小川未明の「人魚」の場合は

どうであろうか。赤い蝋燭を作って生活を助けた

心やさしい人魚。その人魚を金に目がくらみ香具

師に売った老夫婦。その結果、老夫婦の住む町を

破滅させる恐ろしい人魚。このやさしさと恐ろし

さの両面をもつ人魚は、「黒目勝ちで、美しい頭髪

の、肌の色のうす紅をした、おとなしいりこうな

子」で、「長い、黒い頭髪」22）である。小川未明の

描く人魚像は暗く、救いがない。

V．おわりに

魚」に焦点をあて、井原西鶴、W．B．イエイツ、蒲

原有明、谷崎潤一郎、0．ワイルド、小川未明等の

作品と比較し、種々分析を試みてきたが、太宰の

翻案小説の特徴、例えば心理描写の多用など、が

より鮮明に意識させられ、興味深かった。

　「女の決闘」の中で太宰は、森鴎外の翻訳した短

篇から書き出しのうまい作品を取り上げ称賛した

が、太宰の作品、特に翻案小説の場合、書き出し

の部分はもちろんのこと、終わりの部分について

も注意を払わねばならないことをこの小論でも感

じた。例えば、「此段、信ずる力の勝利を説く」（「人

魚の海」）、「勇者はひどく赤面した」（「走れメロ

ス」）の持つ意味は決して軽くはないのである。と

ころで素朴な疑問であるが、「人魚」の実像は一体

何なのか、一般にいわれているようにジュゴンな

のか。このことについて太宰が、八百比丘尼伝説

を連想させる興味深い見解をのべているので、関

係する部分を以下に引用する。

　私はこのごろ人魚といふものの、実在性に就い

　て深く考へてるるのである。人魚は、古来かな

　らず女性である。男の人魚といふものは、未だ

　その出現のことを聞かない。かならず女性に限

　るやうである。ここに解決のヒントがある。私

　は、かうでは無いかと思ふ。一夜、彼女が非常

　に巨大の無気味の魚を、たしなみを忘れて食ひ

　尽し、あとでなんだかその魚の姿が心に残る。

　女性の心に深く残るといふことは、すなわちそ

　ろそろ、肉体の細胞の変化がはじまってみる証

　拠なのである。たちまち加速度を以て、胸焼き

　こげるほどに海辺を恋ひ、足袋はだしで家を飛

　び出しざぶざぶ海中へ突入する。脚にぶつぶつ

　鱗が生じて、からだをくねらせ二掻き、三掻き、

　かなしや、その身は奇しき人魚。そんな順序で

　は無かろうかと思ふ。女は天性、その肉体の脂

　肪に依り、よく浮いて、水泳のたくみの物であ

　るといふ。（III．106～7）

これは、昭和15年1月発行の「作品倶楽部」に発

表された小品「短片集」の一節で、「人魚の海」発

表の五年前のものである。

太宰治の「人魚の海」解明のために、特に「人
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einem　Gesichtspmkt　der　vergleichenden　Literatur

Kazuo　KUZUMI

　　　Die　Novelle貿Ningyo－no－umi（Die　See，wo　die　Seej皿gfer　wohnt．）”von　DAZAI　Osamu　wurde

im　Jahr1944in　der　Zeitschrift　uShincho”ver6ffentlicht．Dieses　Werk　ist　sogenannt“Honan－

shosetsu（die　Novelle　der　Betrachtmg）”，deren　Stoff　auf　die　Novelle　uInochi－toraruru－ningyo－no－umi

（Die　See，wo　die　Seejmgfer　wohnt　und　sie　die　Fischer　t6tet．）”von　IHARA　Saikaku　zurOckzuf丘hren

ist．Diese　Form　der　Novelle　ist　die　Schaffensweise，die　die　starkste　Seite　von　Dazai　ist，z．B．

t電 gashire－M6ros（Lauf　M6ros！）”undマてShayo（Die　sinkende　Sonne）”ist　auch“Honan・shosetsu”

　　　Nun　wird　in　dieser　kleinen　Aufsatz　fOr　die　Erlauterung　der　Novelle　uNingyo－no－umi”von

Dazai　hauptsachlich　folgendes　untersucht．Dabei　kommt　die　Seejmgfer　besonders　in　Frage、

1）Im　Vergleich　zwischen　der　Novelle　t1Ningyo－no－umi”von　Dazai　md　der　Novelle　t電lnochi－

toraruru－ningyo－no－umi”（1687）von　Saikaku．

2）Der　Einfluβdes　Marchens　uFairy　and　Folk　Tales　ofthe　Irish　Peasantry”（1888）von　WBYeats

auf　die　Novelle般Ningyo・no－umi”von　Dazai．

3）Dazais　Verhaltnis　zu　der　japanischen　modemen　Literatur．

①uNingyo－no－umi”（1908）vonKANBARAAriake

②uNingyo－no－nageki（DieKlagederSeejungfer）！’（1917）vonTANIZAKIJunichiround電The

Fisherman　and　His　Sou1”（1891）von　O．Wilde．

③OGAWA　Mimei　und　die　Volkssage電電Ningyo－tsuka（GrabhOgel　der　Seejungfer）”．


