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　江戸時代以前の「人魚」像

霞本における蓑人魚重像の原点へのアプローチ

九頭見　秘　夫

望．はじめに

　これまでの「人魚」像グ）解明では．「人魚」崖現

に絶する文献が比較的多く確認された江戸時代に

焦点をあて分析を進めてきたが，今痙窪は馨本にお

ける「人魚」像の濠点をさぐるためさらに時代を

さかのほ跨，携えば奈良欝代麟難紅完成したわが

匿最古の勅撰の正史ゼ饗本霧紀垂等に登場する「人

魚」像を分摂する。すでに紹介した藤沢衛彦の継

本伝醗藩究二欝によれば，人魚が撮現した最古の

記録として，「濤寧天皇5隼（娼§年／，八毒比丘尼

人魚を食う（伝説擁とある。しかしこの伝説につ

いては，鱗承という伝議の持つ特雛iによるのか，残

念ながら鐵所を証題する文献を確認できないた

め，本論においてはや人魚鐵現を記録した露本最

古の資料として講述の歴愛書『羅本書紅雲（72§年〉

をまず取り上げる。つぎに平安賭銭申難紅涙顯に

よって編纂されたわが露最密の漢藤辞書ぎ倭名類

聚鋤と中蟹の漢時代の地連書『出海経遜との翼

係を分析する。以下鎌倉鋳銭中莫験こ橘成季によっ

て著わされた説姦集結今著聞集叢，鎌倉幕府の書

記たちによって執筆されたと伝えられる『吾妻

鏡塞．南銘朝練代鋭鋒に多くの人々によって書き継

がれ成立したとされる軍記彰張吾賦太平藝髄と中蟹

び）漢時代の歴史家霧馬遷著の歴史蜜『史配垂との

麗係に着饗し，さら1こ「涯芦時代の人魚像ま執筆

後に資料を確認できた江戸時代前難に成立した三

浦浄心の仮名草子ぎ龍條五代記毒，佐々木氏郷の歴

史書『江源武鑑奨，無籍道徳の随筆『遠碧軒記選に

ついても分析を試みることにする。

蟹、奈良時代の人魚…縮本書紀璽と聖徳太子

　露本最古の歴史書『古事記茎が成立した8年後

の養老達（7鋤年，勅命によって舎人幾王を総裁

として編纂された歴史書継本書紀垂が完成する。

ぎ醤本紀遜とも暴手ばれ全緯巻からなる『醤本書総藻

の場合毒こは．窪古事翫建が神語や伝説を重糧し馨薄

肉けの文学書的色彩が濃いといわれているのに対

し，中国や輕難等近隣諸覆を意識して霞本」と

いう雷名を標題にかかげ，歴史的事実を重視した

霧纂が行われている。鱗えば繕事認圭の場合全

3巻のうち一巻が神代閣係であるのに対し，蓼馨本

壽紀遜の場合1こは神代馨§孫は全灘巻のうちの2巻

のみで残今28巻は禅武天皇以後の詳綴な歴史的

事実び）諾述に費やされている。

　「人魚」の配達が認められるのは，「巻第二十二」

の推古天皇二十七年の条である。

　　二十七年の夏饗月の己亥の鞘にして壬寅に，

　　近江国の言さく，「蒲生河に物有彗、其6）形，

　　人の難し」とまをす。

　　秋七月に，摂津馨1こ漁父有琴て，署を堀江に

　　沈けり。物有参て讐に入る。其の影，難の嬉

　　し．魚にも葬ず，人にも葬ず，名けむ所を知

　　らず譜

最鱗にこの鑓述の時代背景について考察すると，

推古天皇2叙§獅年といえばまだ飛鳥蒔代のこと

で，推古天皇（5灘年一628年／の懸位（5§3年）と

ともに皇太子となった肇徳太子（5騒奪略22隼）

が，摂政として仏教の興隆，遣晴使の濠遣，憲法

王7条の作成など権力をふるっていた頃である。一

方ヨーロッパではシマホメットがこの罐（§鱒年

獲／イスラム教を麟給している。

　蔚述の継木書紀垂の記遜の中で特に注羅しな

ければならないのは，「其の形，人の類しまとか，

「其6）影，児の嬉し。魚にも非ず，人にも非ず」と

人魚を連想させる言葉を疼いてはいるが，ゼ名けむ
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所を楽舞らず∫とあるように鼕鼕確きこ「人魚藷という

表現が篤いられていないことである。舎人霧王た

ちの鏤めた史餐銭こは「メ＼魚まという言葉はまだ存

在しなかったものと思われる。ところが人魚鐵現

当縛摂政であった聖徳太子の生涯を記録した陛

徳太子伝暦遷には以下の記述があり，塾徳太子が

「人魚重という言葉を篤いたことになっている。

　　太子，左右二講ヒテ蕪ク，轟競二輪ル。夫レ

　　人魚ハ鶏二非ル亀。今飛菟無クシテ人魚綴ヅ

　　ルハ，是レ凝矯ト為ス。汝等之ヲ識レ譜

これらの言葉をすべて聖徳太子自身が発したとす

ることには疑闘が残る。人魚が蒲盤三漢｝（理在の滋

費藥を流れる響野綴〉に出現した当…臨摂政であっ

た髪徳太子が実費祭に「人魚葺という言葉を繕いて

いたならば，勅命で編纂された綜本書紀選の講

述にも当然簗験していたはずだからである。毅本

書紀要の記述から趨難して，謬田本書紀叢が完成し

た7鱒隼猿には少なくとも霞本においては「人魚」

という言葉は家だ綾絹されてはいなかったのでは

ないのか。おそらくはr肇徳太子伝暦遜を著わし

た後難び）人たちが，9量紀に駐本に伝来したとい

われる紬海経選などをヒントに，「魚にも存ず，

人1こも穽ず」といわれた生物に聖徳太子の言葉と

して「人魚」の文字を絹いたと推灘される。

　この『墾徳太子伝暦悲で注馨すべきことが難1こ

もある。人魚の出現を総捲どころか嘆確に霞綴と

みなしていることである。人魚の趨瑛を凶兆とす

る考え方は，紬海鐵の影響を受けた匿倭名類聚

鐡，および『古今著聞集遼羅行の蟹までは認めら

れず，鎌倉時代後鰯成立のぎ吾妻鏡蓄，およびぎ北

篠五代糞醜等においてようやく確認されることで

ある。聖徳太子が人魚の議理を蟹嫡とみなしたと

の記述もまた漣徳太子伝藤を羅いた執筆者の

露響乍なのであろう。

雛．平安鋳代のギ人魚」…ダ倭名類聚妙義と多出

　わが露最古の漢秘辞書といわれる揮倭名類聚甥

1ま，醗醐天皇の第響皇女勤子内親王の命を受けた

源頭（§簸年瀦83年／の編纂によって承平隼闘（§麗

21懸年i2弩

年一鱒7年〉攣に成立する。本書は，撰者の源纈が

歌人で鞍漢の才に秀でた学者ということもあっ

て，単に漢穣辞書としてだけでなく，舞えばギ人

魚」等当鋳の文梅醤般についての解説が施された，

いわば頁科事典的性格をも兼ね備えた辞書であ

る。なお本書には，原形とされる十巻本，一軒巻本

を合慰した五巻本，後鍵の人が増補したとされる

二十巻本の三種類があり，擁えば二十巻奉の場合，

本文は詑部24§鱒から溝成されている。「人魚」

は，「巻十九，鱗介藻三十．龍魚類第二百三十六」
　　　　カツオ
の申に，「鰹魚」等薦種類の驚類と共に分類され

ている。

　　人魚　兼名苑云，人魚一名綾魚，、ヒ音陵，魚

　　身人面者竃。山海経注云，聲類小児曝，数名

　　之。4》

源頭は，本書編纂にあたって漢籍2§2種，羅書22

種，低毒7種，総計2璽種の文献を驚いたが，「人

魚燵の場合の錯典，匿兼名苑遜も紬海経嚢もいず

れも漢籍で，人魚とは身体が魚で顔が人聞，小児

の泣く声に似ていると記している。人糞とも魚と

も区琴1至力量っ力玉ないということで1まぎ最本書紀遷の

記述と類似しているが，泣く声が小児に似ている

ことについては細本諮紅顔こも，『聖徳太子伝暦薯

にも書かれていない。ここで漂顯の解設の内容を

確認するため，二つの濃典の中で特に「人魚」等

魚身大饗の生物についての鑓述が鑓湧に認められ

る『凄海経垂を検証する。

　中国の漢鋳代の地蓬警報1海経書は，全体が露

巻から構成されているが，成立顧に最も古いのが

ギ五蔵出経」5巻で，ついで「海外輕経藩4巻，「海

内獲経擁巻と続き，これら鴛巻においては蟹蓉

外の晦や海についての地蓬一との議明の飽に，その

地域にすむ異霧，縫えば「人魚」等についても記

遮されている。纏に「大荒i懸紐」4巻と「海内経」

工巻があるが，これら5巻は後量に付擁された藩

分とみなされている。

　「人魚」等魚身人面の蠱物の記遮が多く認められ

るのは，「五蔵暴掃墨涯，特筆こ「中震経」，と「海内醒

経まである。なお魚身人面の動物，つま塗大纛魚

につ1ナら才した名称は，人魚ッ赤霧（せきじ癖〉，薮
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人（ていじん／，陵魚〔りょうぎょ／，簾魚（てい

ぎょ／の5つである。

（董）　「人魚」（茜郷経，義義経，中義経／

　　又東跳二百璽．縫籠侯之出，無草本，多金玉。

　　決決之水墨焉ζ音訣3，露乗流注干海。其申多

　　人魚。具状如鯖無残是，其音嫁娶発［簸見中

　　由経．或蒙，人魚輝観砲。無難霜露足，声貌

　　小難磯。今亦響鮎為鯖。音鍍i。食之無擬疾。

　　（ヂ北出経葺）赫

（2／　ヂ赤簾」（南凄経／

　　又東三百墨，繕青丘之密。其陽多玉，其陰多

　　青護。脅獣焉。具状麺猿雛九尾，其畜類嬰箆，

　　能食人。食毒不嚢。有鶏焉。其状嬉鳩，其昔

　　若晦。名目漣濯。餓之不惑。英水議焉，爺流

　　浅手騨翼之澤。其中多毒鰭。翼状熱魚癈人霞，

　　其昔如鴛鷺。食之不癖。6｝

（3〉　氏人（海内南経／

　　氏人蟹在建水嚢。其為人人藏癖魚身，無足儘

　　騰雛上人，海舞下魚崔1。η

（魂／　陵魚（海内載経）

　　陵魚大藩手是魚身，在海中。8｝

〔5〉　鯖魚（龍海経，中戯経〉

　　文京五十墨，嚢少童之譲。醤草木成馨。其上

　　有木焉。真名欝帝偉。葉状如楊，其枝五懸，黄

　　華黒実。服煮不怒。其上多玉，其下多鐵。休

　　水農焉，縣詫流注干洛。其中多鯖魚。状麺蓋

　　蜷蘇長駆，駐三薦封。食者無盤疾，罵以禦兵。

　　（ザ中出経婆／9｝

最も配達が欝立つのは，「申出経」を中心に鐵現す

る「人魚」である。まず「人魚4の生、意地につい

てであるが，「人魚」がすむのは，引用した「蔵出

経」の場合だけでなくケ「露出経」や「中出経．1の

場合でもすべて瞬の中である。江戸時代以降ではう

鱗えば丼漂薦鶴の「命とらるる人魚の海曇（蓼武道

伝来記鈴のように．海にすむ人魚がほとんどであ

る。　ヨー霞ッパでも揖にすむのは，ライン繕で舟

人を誘惑する水の娠精留一レライ」等少数で，饑

えぱアンデルセンの野入魚鰻も海底にすんでい

る。明治以降の文学では，谷輪潤一鄭の匿人魚の

嘆き遺に登場する人魚の故郷がオランダを流れる

ライン繕で，これは珍しいケースである。つぎに

ヂ人魚」の容姿であるが，鯖魚のように足が淫本あ

箏，その声は赤子のようであるといわれているが，

飽の人によれば，人魚とは，「鰻謹（サンショウウ

オ／のことで，「鮎」（ナマズ／に似ていて是が淫本

あって，声はノ罫発が泣く蒔のようであるとのこと

である。大鷺の場合も，かりに手も足の一部とみ

なせば，足が唾本あることになる。声が人糞の小

見の泣く声に似ていることは興味深いことであ

る。「人魚」の効能紅ついては，「人魚」を食べる

と，痴呆症にならない，つまりボケずに長生きす

る．こび）ことは，「人魚」を食べて八百才まで長生

きしたとい・う「八百鍵1丘尼伝説」と無関係ではあ

るまい。か塗にヂ人魚雄がサンショウウオのこと

であるとすると，本革学的にサンショウウオが古

来糟万華として重宝されてきたことも納得できる

のである。

　つぎに「人魚」という名称は湧いていないが，野人

熱まを連想させる魚身人面の生梅の中から特に「人

魚まの解説の際に登場した「鱗魚葺について考察

する。鱗魚の容姿は，蟄嬉のようでけづめが長く，

足は轟くて対になっているという。「蓋錐嚢こつい

ては本文にヂ未詳淫とあ琴定かでないがシ本書の

訳煮前野直彬の「注盛には，猿の一種，「鰺魚擁こ

ついては「サンショウウオ」とある．「韓魚」の効

能紅ついては，鱗魚を食べると，「曇疾」にかかる

ことがなく，難難を回避iできるという、「嚢」とは，

食べた者は必ず死ぬといわれて恐れられた虫のこ

とで，転じて人を簸まし惑わすものをいい，「議疾」

とは冷静な半彗藪プ3を失う1蒙ど1こ’む力書乱れる病歩惑

鼠の病気のこととされている．以．と「人魚3や「鯨

魚」の解説でも瞬らかなように，『由海経選は単な

る地理書に留まらない，本草妻としても注浸すべ

き文献である。

　野楼名類聚紗還のヂ人魚」の解説に引絹された堅兼

名苑塞の説弱にも登場した野陵魚」は，その容姿

が「人魚」と同じく入懸魚身であるが，「人魚雄と

は明らかに異なるのが生意地でナ瞬ではなく海中

である。鯖魚，これから分析する藪五霞に住む氏

人や赤篶も容姿こそ大藩魚身であるが，生息地1ま



騒　　大鷺発達文姥堂類論集　第達号

海ではない。陵魚は，『識海経舞こ登場する葬人魚」

や人魚に類する人面魚身の生梅の中で唯一海に生

息している珍しい存在である。

　選入醒1こ住む氏人は，人蠹魚身，購から上が人

聞の姿をし駒から下は魚の姿をしている。「人魚墜

と瞬らかに違うのは，是がないことで，「鱗魚」や

縷菱魚」にもみられないことである。

　「泳篶雌の特徴は，顔は人聞に似ているが，声は

オシドリの騰き声に似ていることで，また効能に

ついてはこの魚を食べると，皮膚嬬の疥癬にかか

らないことである。ヂ人魚まとの鞘らかな相違縁，

発する声で，人聞の小難の泣き声ではなく，オシ

ドリ謬）鳴き声に似て麺ることである。

1V．鎌倉時代紛「人魚遷

1．構成季の『古今著駕集垂

　鎌倉蒔代車難（盤騒隼／に成立した『古今著聞

集畢ま，下級官吏であった橘成季（生没年不詳擁こ

よってぎ今昔梅語遜等を採り入れて編集された議

護集である。古代貴族社会に対する編者の懐古思

想を底流とする本書は，全説謡数72§段，全段の

約三分の二が奈良・平安濁時代の説謡，約三分の

一が鎌倉鋳代の説壽，が臆巻講編1こ分類され，各

繕の蒼頭で瞬係事項の由来等が機説されている。

「人魚」に麗課する議議が掲載されているのは，巻

筆二十，第三十編ギ魚虫禽獣涯，第七百十二段であ

る。「段」の題名は，「7i2勝勢国礎保の浦人人魚

を獲て離飛部少輔忠盛に献上の事］とある。

　　伊勢国響彗保といふ所へ，前懸部少輔憲盛朝臣

　　くだりたりけるに，溝入舞ごとに縄をひきけ

　　るに，或藝大なる魚の，かしらは人のやうに

　　てありながら，蕪縁こまかにて魚1こたがはず，

　　難さしいでて猿ににたりけり。身はよのつね

　　の魚にてありけるを，三曝ひきいだしたりけ

　　るを串二人してにないた箏けるが寮属猶つち

　　におほくひかれてけり。人のちかくよりけれ

　　ば，たかくをめくこゑ人のごとし。又涙をな

　　がすも人にかはらず。おどろきあさみて，二

　　曝をば忠盛朝痘のもとへもてゆき，一眠をば

　　浦人と吟てけり。忠盛朝臣おそれ懸けるにや，

2｛購年建暦

　　すなはち浦人にかへしてければ，うら入みな

　　き緋くひてけ陰。されどもあへてことなし。そ

　　のあぢはひことによかりけるとぞ。人魚とい

　　ふなるは，これていの梅なるにや。職

この「人魚墜らしき魚が3軽三重察の雛保で纏に

かかった時艱は，藤沢衛彦の継本伝談議究二継こ

よれば，平安時代後難のド崇徳・近衛帝御宇覆（難蕪

年鋳後擁とあ彗，『古今著聞集選が完成する百年

以上も前のことである。こ憂）軒人魚」の議で注黙

したいのは，「人魚といふなるは，これていの物な

るにや盛の綴霧である。編者の橘成季は，侮らか

の方法で薪人魚」についての知識を有していたと

思われる。この魚の頭は入溝に，嚢は猿に似てい

ること，高く瞬ぶ声が人の声に似ていることなど

が参考になる。凝が猿に似ているという容姿は，

紬海経垂の「鰺魚墜についての説鰐と一致する。

瞬び声が人の声に似ていることはう『出海経遜のド人

魚盛等の議墾に一致する。おそらく　ぎ鐵海経還か

ら橘成季は「人魚葺についての知識を得たものと

推灘される。欝量紀に成立した漢灘辞書『倭名類

聚錫も当然彼は読んでいたと思われるが，茗人熱」

の灘が猿に似ているという記述はない。ところで

人魚が「涙をながす」ことについては縁から得た

知識なのであろうか。稜の完全な麟作なのか，あ

るいは参照した文献があるのか。人魚の肉が美味

であったことについてはッ「八百比無尼伝説」の影

響と思われる。

2．ζ

　鎌倉幕醗の役人たちによって執筆され鎌倉時代

後難（正安頃〉に成立したとされる『吾妻鏡叢は，

治承翼賛繍）年の源頼朝の挙兵から文永3（稔66／

年の六代将軍宗尊親王の帰京までの87隼闘を纒

年体で記遽した歴史書である。本書については諸

本があ讐，主なものとしては．全五十二巻の「誌

騒本・島津本」と全露十七巻の「吉綴本オがある

が，「人魚盛らしき魚串現の記遮がある」）は，古態

奉では，「巻三十六」，北條本では「巻三十八」の

顛嗣将軍治下の宝治元（茎2鵜年5月2§嚢の条で

ある。なお以下の引摺は，「吉鱗木匪による。
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3

　　三浦五部左衛門尉参友霧箱簿方，申云．去十

　　一日，陸奥馨津軽海辺，大魚流寄，其形編如

　　死人。先響由箆海水赤色事，若鏡熱死故数，随

　　嚢濤比箋州海浦波濤赤癒麺紅云々，戯事鱗被

　　尋古老之薩，先規不快之由中之，所謂文治五

　　年夏有魏魚，藏秋泰衡誅戮，建仁三年夏又流

　　来，縄秋左金吾有御事，建保元年護月鐵現，霧

　　五月義盛大軍，憩為嚢郷大事云々，鋤

この蓼吾妻鏡毒の言嚢述で特に注濤した㌃藁ことカ§2点

ある。第一点は，「大魚流寄，其彩編如死人」と「人

魚」を連想させる表現が欝雑られているが，萌確

に「ノ、魚講という言葉は耀いら律していないことで

ある。すでに飛行されている『倭名類集紗選や蓼古

今著聞集薫，および置出海経遺など中国から伝来し

た本においては「人魚」という言葉が濡いられて

いる。『吾妻鏡垂を執筆した鎌倉幕癒の書記たちは

これらの本に接することはなかったのであろう

か。第二点は，人魚とおぼしき「大魚達が灘窮し

た年になぜか鎌倉幕癒を緩るがすような大事件が

発生していることである。「宝治合戦葺が発生した

宝治元（i塞7／牢獄暮輪こも，源頼朝の箋州筏伐が

行われた文治五（登8鯨隼，源頼家が暗殺された

建仁三（捻総）年，穣灘義盛が挙兵した建保元

（玉鶯3／年に死人に似た「大魚」が鐵現している。

この人魚とおぼしきヂ大魚」の鐵現を国矯とみな

す考え方は，狸徳太子伝磨雲でも認められたが，

講書の難行された時難等を考癒すると，縄然の一

致なので』あろう．

V．南北朝時代のr人魚」一『太平記まと司馬遷

　　の硬記ま

　舞糧豫塁中頃から書き始められ，複数の，人々の手

1こよって妻き継がれて露北朝時代家筋の応安

（欝§8年一捻74年〉から永秘（欝欝年一聡78年／の

頃に成立したとされる『太平諾量は，南麓朝五十

余年にわたる紛争を記録した軍諾梅語であるが，

作者は瞬らかでなく，記録として残されているの

は小島法懸（生没年等不詳）一人である。本書は．

全鎗巻，三部から購成され，北條高鋳の失政と建

武中興，蒋に楠木歪成の活躍を中心として嶽いた

「巻十一」までの第一認，新羅義貞打裂による建穫

尊氏の政権奪取と後醗醐天皇の鱗御を雛魏た「巻

十二」から「巻二十一」までの第二藻，欠巻のゼ巻

二十二3の後の新巻二十三斐から終巻の「警醒十」

までの第三鄭では，「観癒の擾乱燵を中心に建釈尊

氏の死，および養方守護大名と公家勢力の没落が

搭かれている。ヂ人魚並び）鑓述が認められるのは，

新巻第二十八涯のゼ慧源禅巷南方合体事替漢楚合戦

事」の醗所である。

　　天ニハ金銀ヲ以テ嚢月ヲ十丈二鋳サセテ懸

　　ケ，地ニハ江海ヲ影取テ銀水ヲ葺璽二流セ亨。

　　人魚ノ濾十万石，銀ノ騨錠二入テ長隠江灯ヲ

　　跳タレバ，石壁暗シトイへ共青天白薙ノ麺ク

　　趨。此中二三公弩下ノ千官六千人，窯鍔守護

　　ノ兵一万人，後宮ノ美人三千人，楽癒ノ媛女

　　三哲入，皆生ナガラ禅綾ノ土工埋テ，苔ノ下

　　ニゾ汚ニケル。麟

人魚の演を銀の羅に盛撃火をつけたところ，石壁

の麗露が青天自警のように萌るくなったとある

が，このように人魚の油が燈火として難いられる

ことについては，麟事馬琴のぎ講総墨髭八犬伝遜や

大機玄澤の『六梅新志至にも記されているが，こ

れらの作品よ警戒立時鱗の軍い蓼太平記遜の場合，

この知識を作者はいかなる文藏から得たσ）であろ

うか。『武舞新志茎には，「史配秦奉記欝以人魚膏

為燭押｝とあ吟，漢の司馬遷著ζ愛冠垂からの引灘

であることが記されている。『太平記韮の著者もま

た『史記墨を参照したと醤慰してよいのか。なお

『史記垂で「以人魚膏為燭涯の一文が認められるの

は，「秦始皇本紀第六」である。

　　太子麟亥襲位。為二笹皇帝。九月葬始皇郷毒．

　　始皇窃灘位，穿治鄭醤。及井天下，天下徒送

　　護七十余万人。穿三泉，下鋸磁致檸。宮観暮

　　富，奇器珍経．徒蔵満之。金匠作機弩矢，有

　　所穿遣老．轍躰之。以水銀為百鱗江湾大海．機

　　擢灘輸。上具天文，下量地理。以人魚膏為燭，

　　度不滅者久之。鰯

なお「人魚膏」については以下の注綴が換えられ

ている。

　　異物志にいう，ヂ人魚は人形に似．長さ尺余。
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　　食ふに堪へず。皮は鮫魚よ弩も鋭利云々」と。

　　東海や静水に産したという。その濾で家中を

　　照らし，燈が消えないようにした。覇

鮫は硬質σ）歯状の鱗で被われているため，この茂

を韓離して刀の麺や鞘などが作られるが，菓シナ

海や黄海の支流の謂河に生息する人魚の皮霜が鮫

の笈以上に鋭利であること，人魚の肉が食するに

堪えられないこと，このぎ異物志毒の記述はヂ八

百比鼠尾伝説」などとも異な彗注欝すべきことで

ある。　このことは，甲羅と黙本では「人魚」とさ

れた生物が異なること1こよるのであろうか，ある

いは爾醗の食文化の違いによるのであろうか。

V夏・江戸時代前鞘のr人魚j

i．三浦浄心の蓼詑鋒五代記圭

　ゼ北條五代記磨は，後載條氏に仕えた残土で後に

仮名華子の作者となった三漆浄心（蔦弱年瞳6鱗

年／によって飛行されたζ凌長見闘集邊（藩蔓年／

の中から，後麓條氏の早雲，氏纒．氏康，民政，氏

直五代に雛わる逸議を抄録したもので，編者，発

行年共に墾らかでない。この後北條氏の盛衰を記

録した本書は全1｛1巻からなり，ヂ人魚」関連の記

述が認められるのは，「巻第七の醒3の「東海にて

魚貰取墨す事付人魚の事葺である。なお『慶長見

聞集玉では，「巻之一」の薪東海にて魚貝取叢す事盛

に「人魚∫のことが記されているが，ぎ北篠五代記遷

の場合と題名は類似しているが，内容は大きく異

なっている。

　　採又本草綱目に人魚あり。かたち人に似て腹

　　に瞬是有，ひれのことし．海山濯にも有。魚

　　人のあみにかかる。人をそれてくらはすと。む

　　かしみちのく鐵灘の海溝へ人魚死てなかれよ

　　る事度々にをよへり。文治五年の慶そとの浜

　　へ人魚なかれよる。人あやしみこそって是を

　　見る。おなしき年の秋秀衡子息ことごとく滅

　　亡す。又建保元年」）蔓秋霧の浦へ人魚なかれ

　　よる。翼よし鎌倉殿へ注進す。麓義をはかせ

　　にうらなはせ綜へは兵かくのもとひと申1こ樗

　　て輝祈祷あり。簿年五月二縫報懇義盛大いく

　　さあり。建仁三年鑓月津軽の浦へ人魚なかれ

2構§年董2讐

よる。将軍実朝公悪禅醸こ害せられ給ひぬ。宝

治元年三月牽一醸津軽の浦へ人魚なかれよる

よし注進す。是によて八轄密にをいて御辮祷

あ貌講き六月五欝三浦泰村か合戦あり。麟

二年の秋そとの浜へ人魚なかれよるよし颪闘

あ琴。其此鎌倉殿の志づけんは北條左近将監

時頼なり、鈍よしをきき，先繰不快の義なり

とおとろき，みちのくの騒溝三浦五郎左籍門

尉盛時に尋らるるによって奥鰭へ飛騨をつか

はす所に申て云。去九月十鐸津軽の浦へ人魚

なかれよるといへ共先々三度御注進申。皆も

つて不吉の事地下人かくし申上さるσ）よしを

申。饒義不駿たるによ嚇将軍諸事諸社へ舞衙

講の事あ喚。魚」）中1こ人魚誉事必定。海人の

殺生いふにたえた拳と申されしひ鋤

本警では，李詩珍私擬の蓼本草網目諺蓄こある「人

魚」の説1璽から始まり，鎌倉嚢寺代書こ津軽の海など

みちのくに流れついた人魚についての報告がぎ吾

妻鏡還以上に詳纈に行われている。当鋳人魚の鐵

現は，大事件が発生することから凶兆とみなされ，

津軽や秋綴の海岸に人魚が流れつくと，そのつど

鎌倉幕編：に報魯され八繕宮で辮祷が行われてい

る。これらび）記述で濾§したいのは，李時珍私撰

の『本草纏灘について6）説墾である。著者の三

清浄心は，鉢信勝が難解（慶長董2／年に長麟で入

手した匿本草綱雛（蔦鯵年）を遅くとも『慶長見

弱葉叢を飛行した驚錘年までには議iんでいたこと

になる。主家の滅亡後江芦に鐵て商人とな今その

後墨家した一疲名草子作者の浄心はどび）ようにし

て『本草網羅毒を入手したのであろうか。なおみ

ちのくに人魚が度々流れつき，そのつど大事件が

発生し鎌倉幕府が極養したことについては，原本

のぎ慶長見闘集難こは全く記されていず，後に蓄北

條五代記，1を纏集した人が，記述内容が類似して

いることから推離して，蓼吾妻鏡遜などを参考に付

け換えたのであろう。蓄慶長晃弱集遍の「巻之一」

よリギ人魚」に闘撫する部分を引摺する。

　　本草綱熱こ云，「人魚あり，影人に似て，腹に

　　瞬建あり，ひれの如し，よくしやくを治す，海

　　出辮にも，無人の維1にかかる人おそれてくら
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　　はず」と云々，仏は物の命を殺事，十悪五逆

　　の始といましめ給ふ，古歌に「むくふへきつ

　　みの種をやむすふらん，海士σ）しはさは網の

　　濤とに」とよめり，おそろしき大殺生，言葉

　　に絶た参。場

「しやく（癒擁を覆す人魚の効能については，鐘銘

篠五代認諾には書かれていない。

2．佐々木氏郷の『江源武鑑遜

　佐々木氏郷（生没隼等不詳，近江の人〉は，閣

暦2（懇5磁隼に罫江源武鑑叢を鷺行ずる。本書は，

全争八巻からなる本版本の歴史書で，人魚に幾保

する記述があるのは，「巻第羅下」の天文亙蟹重5灘）

年号月2i欝の条である。

　　鴛一躾．豊後羅大野郡麟ナ，頭ハ人工テ，建

　　手編共二魚ニテ，ウロコアル檎ヲ将軍家二献

　　ス。真名ヲ不知。人魚カト云人多。人魚ハ是

　　ニテナシト云。鴨聾ハ鹿ノコトシ。十月計シ

　　テ死ス。麟

豊後国（大分購で，頭が人闘，麗体が魚という

郵人魚」と思オ）れる生き物が捕獲され，是朝将軍家

に献上され，欝力漕で死んだとあるが，この「人

魚まの護i述で漣馨したいのは，人魚の垂鶴き声が麓

の鳴き声に似ていることである．『由海経嚢など麟

内外の文献のほとんどが人間の小難の声に類似し

ていると記している。人魚の騰き声を鹿の声にた

とえたのは本譜が窮めてである。

3．黒辮道徳のぎ遠碧転記垂

　絶筆ぎ遠碧転記茎は，黒磯遵祐（生年不詳，没

年欝餐年1）が新1りにふれて響き留めた雑鑓を，難

波宗建が宝暦戯評5嚇無に現在残っているような

形式に編集したものである。本書は，全2巻で，各

巻は更に一と申下に分けられ，さらに「天象」以下

「遍羅董までの二十藻門に分類されている。人魚に

襲保する記述があるのは，「下之二ばの新禽獣魚驚涯

の部絹である。なお著者黒鱗遜祐1ま，広島藩浅野

光晟侯に仕えた緩鎌で，儒学を修め，歴史，文学

等に通達していた。主な著叢としては，ぎ本朝蓬

考選，ぎ芸騰轟轟志毒，縮次紀事墓などがある。

　　延宝五年十月に，肥前の麿津の海．しにて人魚

　　をとれ参，又湾頭亀をと義警。執権威を争へ

　　ば露頭亀鐵ると古文にあり。又元亀二尊霊場

　　醗義昭公の，信長公にをしこめられしとき，嚢

　　頭の亀墨づ，先は不吉の鰹な瞬。踊

ここには，延宝5（蕪77）年に佐賀票藩津の海、熱で，

人魚と嚢頭の亀が纂1獲されたこと，露蓄．特に両

頭の亀が鐵現すると国家を揺り嚢かす大事件が発

生することから，人々は露頭の亀を不吉なことを

起こす元凶とみなしていたことが記されている。

元亀2（蔦7i）年に是秘義羅が織蟹信長に墾閉され

た時にも1欝頭の亀が鐵現したことが記されている

が，是灘義昭は2年後σ）焉73（天正元／隼に織遜

信長によって京都を邉われ諸国を流浪する。なお

爾鎖の亀は．『鐘奇鑓筆墨によれば，瞬じ年の延宝

5年の6月にも麗醜唐津で講獲されている。

　　六縁，肥繭蟹唐津領内，絹本村灘申，瞬の井

　　にて水を汲み，薦頭の亀を得たり。長一尺八

　　寸ナ癒二寸ラ首左右へ檬双て瞬けり．鋤

謁頭の亀のみならず人魚についてもその繕窺を籔

兆とみなす考え方は，語妻鏡肇やぎ武道伝来言諜

にもみられるように，鎌倉時代以降，少なくとも

江戸蒔代以降においては定着していたと思われ

る。

V叢．おわ善タに

　江戸時代以降の，特に今後分析する予定の窮治

時代の「人魚涯檬」）解墾のために，奈良時代紅成

立したゼ嚢本書紀邊から江戸舞寺代毒重漢穣こ干薙行され

た『北條五代記毒筆の分析を行ってきたが．「人魚盤

という言葉の綾絹が確認できたわが瞬最古の文献

は，中麟の漢舞寺代の地理書であるぎ蜜海経薫等の

影響を受けた漢瀦辞書ぎ倭名類聚紗選であった。こ

の古代中騒の文献の影響は．狡論叢の影響が認ダ）

られる南龍朝時代1こ成立した軍記物語蓼太平護墾の

場合も懸様で，これらの事実から甥籔して，古代

中蟹において難行されその後馨本に伝来した文献

が，江戸時代以講の「人魚」像の形成に大きな影

響を与えたことは否定できないであろう。一方

ヨー蟹ッパ，鱗えば潔ルトガルとの溺係は，室瞬
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時代末難以降のことであり，オランダとの縫孫は，

さらに遅れて三代将軍徳繕家光によるゼ鎖馨令」実

施以降のことである。江戸時代以藩においてはッ

新人魚」豫形成に対する影響も，飽の醤本文化に対

する影響講様隣轡中国との関係が大きいと思われ

るe

　江戸蒔代以羨の「人魚雄1象の特籔としてはッ容

姿は人面魚身で懸足があ讐，なき声が小児や鹿の

なき声に似ていて，その鐵現は大事件が発生する

ことから凶兆とみなされている。また効能につい

ては，人魚の濾が燈演として難いられることであ

る。以上のことから半薩緩するとッ江戸蒔代以羨の

「人魚3像と江戸時代の「人魚」檬の灘こはそれほ

ど大きな権違は認められない。このことはおそら

く江戸時代に鷺行された文献に登場する「人魚3像

が，江戸蒔銭以羨に薄行された文献の影響の下に

形歳されたことによると思われる。

　購治舞寺代以1鋒の紅人魚」｛象はいかなるものなの

か。藤沢衛彦の継本伝説蕪究二業の人魚出饗6）

記録によ既ば，墾治縫代以降に人魚が醤奉の海撫

に鐵現したことを伝える文献はない。歎米思想の

騒叡により文閣鱒化した霧治蒔代以降において

は，「人魚」は翻訳された文献，鯵えばアンデルセ

ンの『人魚媛董など欧米の多くの文学作品，の影

響の下に童として文学の領域1こ登場する。その結

果主として本草学の視点から効能が論じられた江

戸時代とは異な拳，「人魚葺は本草学の領域からは

分離された存在となる。次号においては，醜述の

ことをふまえて明治鋳代の「人魚」像について検

証することにする。

　　　　　　　　　　　　（鎗鶴年警月28澤受理〉

　　英鮭．昭癬55奪〉夢．i髄一玉§7．

　　講講褐叢。夢、5至．

　　講義鶏叢。夢．44§．

　　講譲捲護。費．籔1．

　　疑義鷺書。夢．3総．

　　承積安嗣，島蟹男雛校注譲本古典文学大系84，吉今

　　著照葉茎（岩波書爆，紹報難年）登．§33－534．

萄　露霜鷺行金鑛ゼ吾妻鏡下巻垂（大観堂．畷灘盛年）β．

　　3器．

圭2〉後藤弩治，羅晃姦雄較澹綿本書典文学大系騰．太

　　軍記席書倦波露店．紹穂3ア年）夢．％一鶴．

麟　大槻玄澤婁江戸群学憲典叢書32，六籍新志・稿ノー角

　　纂考・稿茎（麺穂鐵販，昭隷騒年）登．玉認．

跨　吉覆賢銃『斬殺漢文大系筆路巻，史記（一一う遜（賜漆

　　講鶴，紹報磐年）登．3§導一3縣。

勤　隔蕪掲叢。費．3§7．

i萄　r薮建史籍集覧第五霧．通記第二十六．詫蜂五代詫郵近

　　藤墨飯藻，大星慧年）籍．懇2．

玉7〉　江芦叢書馨鴛会癡夢江戸叢叢慶長鷺懸案全捻巻圭（饗

　　本綴霧センター，昭報灘奪〉P．腿．

玉齢　聾々本氏郷『縮蝦江源武鑑金…巻垂（弘文堂毒鷹．照

　　灘鷲年／嚢．84．

麟　細本縫筆大成．第一難歪縫（吉顯弘文館，紹灘灘年〉

　　夢．蔓7．

2（｝〉　濤井光太躯籍本博勤学年表量大綴織裏店．曜秘9年〉

　　夢．7護．

§
〉

7
）

湧

§
1

獅

　　　　　　　　　　　注

葺　藤沢籍彦r葦li本伝魏欝欝二選（六分館．昭穂6年）費．

　　鵯越2．

2）　小島憲之，療本孝次灘，霞裳一叢，藏中　進．毛利蕉

　　守校淫・訳無鑛憂1本古典文学全集3，露本書紀②叢

　　（／郵学費婁，　i｛肇蟹｝年〉　P．さ75．

3／　瞬前掲叢。夢．き7§．

勢　瀬纈蓼楼名類聚鉾．巻十九垂p．2．

5）　羨野嚢彬奮全穀漢文大系第33巻．幽晦経・粥熱伝蘇集
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