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夏．はじめに

　約2懸年に及ぶ徳鱗幕癖が麟壊し，権力の主体

が明治新政羅糞こ移譲した「明治維新」1ま．単なる

政治体麟の交替を意秣しただけでなく，封建霜覆

から解放された人々が藝洋をモデルに縫会を新し

く生まれ変わらせようとしたいわゆる「文窮麗化」

という名の被会革命をも意賺したのである。特に

鎮著な現象は，徳撰幕癒の鎖蟹政策によって．オ

ランダ及び中震からわずかにわが羅に伝えられて

きた外国の事椿が，蘭学にとって代わった英学が

窓霞となってわが覆に洪水のように流入したこと

であった。縫えば文化，特に文学作品紅ついてみ

ると，単くも墾治稔隼にはシェイクスピアのぎリ

ア正妻が翻訳（ぎ李王勢されるなど，イギサス等

英語圏を中心に著名な作騒が次々と翻訳された

が，英語蟹鍬磐でも，二二葉亭羅迷，森鵬外，一と霧

敏等により買シア文学，ドイツ文学，フランス文

学等が紹介され，オ）が漂の修家に多大の影響を与

えたのである。こσ）欧米文亀流入の巨大な流れの

中で多色のカ§サーこと力蛍できない（ノ）は，徳聾1幕癖によ

り厳しく禁生されていたキ琴スト教の薙教が解禁

されたことであった。茎編8隼の徳羅幕癖と欧米各

醗が結んだ通藤条約，および瞬治新政府によるF切

支丹禁翻高札撤廃の薦魯董（磐73年！等によリキリ

スト教の布教が公然と行われるようになり，徳富

蕪蜂，北村透谷，國木籏独歩，有島武部，志費直

哉等多くの作家に影響を与えたのである。

　本小論においては，講述の事実をふまえ，「文明

瞬化」した萌治時代における「人魚3像はいかな

るものか検討してみたい。その燦注意しなければ

ならないのは，欧米文化の影響1こよるのか，欧米

の合理的な思考が澄透した窮治時代以降において

は，「人魚」を江戸蒔代において認められたような

本草学の藏から分落し薬学上の欝効性を記達した

ような文献は影をひそめ，主に文学作品や伝説の

中に「人魚」が存在することである。以一とのこと

から検討の対象は，詩や小議等の文学作品に鐡瑛

した新入魚達が中心で，影響を与えたと推灘され

る歌米の文学作品との比較もまた明治蒔銭の1人

驚」豫解鯛のためには不罵欠となるのである。

簸．蒲原有明の物語詩「人魚の海欝有鶏集勢

　蒲療有明（i87馨奪4鮪2年，開港§年一紹穣27

年）は，欝鍵（聡治護野卑第醗詩嚢ぎ有題集茎を

刊行する。このぎ有聡集1は，フランス，ベルギー

の象懲詩をわが覆に伝えた一L醗敏の訳詩集『海潮

音圭（弱治鰺隼）の影響を強く受けたといわれる

詩集で，いわばわが覆象徴詩グ）頂点を形成する詩

集であるが，干暮行当縛すでに文壇は些彗然主義文学

力§主流となっていたこともあ参，「難解難壁渋」なも

のとして若い詩人たちを中心に葬難をあび，必ず

しも正当な評翻嚢を得られなかったのである。　この

詩集は亨「智慧の権者は我をみて」等8編の翼行

詩が寳頸をかざり．以下長篇の秘語詩［人魚の海」

や「おもひで」等3§編の詩，「真昼：」（誓セッテイ）

等婆編の欝1訳詩から構成されている。

　本論で取吟■象二げる「人魚の海」は．明治蕪年玉

濤「太醗∫に発表され，翌隼蓼蓉題集嘩に収録さ

れた長篇の鞠語詩であるが，ぎ育雛詩集書（大正難

年，アルス鮭／に付された蒲療鳶鵜祭身の蓬雲こよ

れば，芽療藪鶴（懇認年一藩鱒年1のぎ武道伝来

記圭（｝鋸7駕〉の巻二び）響，織｝とらるる人魚の海ま

を素馨として昨られた翻案詩である。

　　蕗鶴の獄道伝来記。1の中の一葦に縫ったも

　　のである。人魚の海と熟した誉葉も蕪鶴の造



32　人開発達文化学類、論叢　第5弩

　　句そのままを絹みたが，人魚の鐵現するを診）

　　の形容などもまた一々薦鶴の言葉に麺っ

　　たむb

この奮萌の付した臨註を検証する麟にまず薩1馨鹸

の愛機を記す。

　松前の奉行役人中堂金内が，夕暮れ時鮭籍を小

舟で横窮ろうとすると，自演が立ち人魚が現れる．

舟に乗っていた人はみな気絶するが，金内は半導

を取参鐵し矢を放ったところ人魚1にあたり人魚は

水中に沈む。この出来事を松繭に戻った金内が霧

僚に話すと，籔性6）悪い鳶麟喜衛鍔に否定される．

事の真実を一証隣するため金内は溺の人魚をさがす

が，発見できず旅先で不遇の死をとげる。その後

残された蕪歳の嬢と金内の身の難絵の欝謡をし

ていた2i歳の鞠の二人は，機縁役の野縷裁蔵のは

からいによる浪人増雛治平の跡太刀によって青縞

菖衡鍔を討つ。それから諦騒後，北浦の春藏覗神

の磯で，金内の矢の根のついた人魚が発見される。

（井漂糞垂鶴「命とらるるノ＼魚の海参驚

　饗の浦にすむ老水夫は，一人の武重（武辺の君〉

に「怪魚（人魚擁をみた農蔓三の体験を議す。興を

そそられた武士と水夫の二人は，人魚の鐵遅した

海辺に行く。老水夫はこのたった一度σ）奇警な体

験を縷懇し，夕ξ1で明るくなった波1織こ美女に似

た人魚が講現した詩の様子を議す。すると急に霧

が立ちこめ灰色であった海が入り欝で紅にそま

辱，人魚が講現する。武二圭二は半弓で人魚を豹ち，人

魚は海に沈んでいく。しかし沈む人魚の表鋳に亡

き妻のほほえみを認めた武士は，かつて妻が生き

ていた蒙鞍）ことを思い患す。それから2鶴1後再び

箋」）浦σ）海岸にやってきた武士は，人魚の声を饑

き岩の一重から身を授げる。、この鐵来事の後銭士の

嬢（罫婚」｝が父0）姿を求めて箋の浦にあらわれ，老

水夫から事のあら豪しを欝1く．「母よ」と嬢が購ん

だ時．武士の亡骸を露髄にだいた人魚が趨現する。

人魚の駒垂こは武士の躯た矢が突き麟さっていて，

力つきた人魚はまもなく死ぬ。泣き悲しんでいる

嬢は，打ち寄せた薦被によって父や人魚の亡骸と

ともに海の底に運ばれる。三石人魚を覧た老水夫

はその後決して海に鐵なかった。（蒲漂有聡「人魚

6手〔
’

つ
一

の海」轡

　以一との梗概iをもとに薩1霧島を擬観すると，鳶窮

霧身が認めた「人魚の海」という紅西鶴の遺句涯や

「人魚の患饗するを捗の形容1以外にも．携えば騰

現した人魚の容姿など蒲漂有明の「人魚の海」が

井療藩鶴の「命とらるる人魚の海」を翻案した鐸

暴であることは明糞である。以下藩漂有明自身が

認めた爾作撮の類蝦点を含め，1薄暮…品の縫係を具

体的に鹸一…蚕．する。

　叢籾に講修品の梗概を比較すると．…人の武士

（裁辺の蓉／が，突然畿現した美女に似た人魚を半

弓で躰た後，人魚の畿現した海岸の岩場で命を落

とす展鰍ま類似しているが，その後が大きく異な

る。聾漂講鶴の「命とらるる人魚の海藩は，娘が

父を簿辱し父に不遇の死をとげさせた繊手をうち

名誉を騒復する敵討ちを中心とするハヅピー・エ

ンドの結末となっている6）に馨し，一一一方蒲漂有明

σ）「人魚の海！は，父をさがしに行った嬢（鞍整夢

が父の亡骸を薦手に麹輪た人魚とともに轟波にさ

らわれ海底に沈む悲しい結末となっている。また

蒲療有墾の「人魚の海3には丁謡の進行役として

事件を晃掻ける「老水夫．iが登場するが，井原嚢

鶴の「命とらるる人魚の海まには，そのような役

割6）・蓄は登場しない。

　つぎに爾搾轟の類似点，および穣違点を詳綴に

検認する。

i、人魚の毯現場所。「箋の海」（溝鶴）と「墨の濾」

　（有窮／でどちらも詫の海である。

2．人魚を薦葎贔とも「怪魚」と表現している。

3．人魚の容姿。「真影ちは，かしらくれなみ」）鶏冠

　あ撃て，嚢は美女のごとし。瞬建，る参をのべ

　て，鱗に金色のひか蓼ラ身にかほりふかく，声

　は雲雀笛のしづかなる音せし」（藪鶴1，に対し，

　「黄金び）鱗藍ぞめの，潮にひた9て，その藏，人

　魚は美女の綴誕薫る。曇，「縫子は理璃」，「身にこ

　むる薫も深しま，新人魚の声は雲雀ぶえ」（以一と；葎

　購1とあ酵，類似している。しかし我謄と髪に

　ついての記述はラ有瞬の「人魚の海謡には「駒

　義真藝1にま，「黒髪ながき」と具体的に搭写され

　ているが，誕i鶴の描く人魚にはなく，かわ鞍に
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　「くれなみの鶏冠淫が雛かれている。

4、人魚鐵現時の光景。「夕暮れにおよび」，「嚢波俄

　に立ちさわぎ，五色5）水玉数ち撃て，波二つに

　わかむて」（以上藝鶴／に対し，「没欝は波を焚

　く」，「概は紅に染吟たる」，「ふたつに波は分れ

　散今」（以一と奮窮〉とあ彗有明が認めているよう

　に講者1ま類似している。

5．人魚と大閤の関係。「人魚，羅講にあらわれ讒し

　に，舟人おどろき．舞れも気をうしなひける」

　（以上露鶴〉とあぎ〉，蕗鶴にとって人魚は舟人が

　恐れ気絶する恐簾の対象であるのに対し，「人

　魚は深くほほゑみぬ，恋の深淵人をひき，人を

　滅すほほゑまひ」，「亡妻の笑，怪魚の譲と怪魚

　の唇」（以上．有明〉とあ参，鳶覆は人魚を人聞，

　讐に男性を誘惑し滅ぼす存在とみなしている

　が，この考えは．ドイツσ）ヂローレライ」伝説

　を想起させ興秣深雛。

　なお井原嚢鶴との関係を示す藩原有明σ）文献は

鰹にも認められる。鯵えば群敦文詩．購示の森塁こ

較められた詩薩聚嚢謝には以下の翫i述がある。「わ

たくしは飼蘭陀醤鶴の浮量双紙を饒むともなくた

ど琴，また昧はふともなく触れてみた。費

　それでは5人魚の海」には，鳶想察身が認めた

井原薦鶴以外の律家の影響，縫えば特に外騒の詩

人等の影響はなかったのか。上灘敏の訳詩葉芽海

潮音遜が蒲猿膏明に強い影響を与えたことはすで

にふれたが，この詩集に収録されていない西洋の

詩プ＼との麗で系は存ぞ聾しないのカ〉。窮治2癖無代力）ら

薄舞春蘭は，外出藍一，矢懸部喪吉．井上哲次鄭

によるイギ弓スの詩人を中心とする訳詩集ぎ新体

詩季少丞（ぎ鍔治圭5年）を酸！編増補した竹“終i鯵葬）蓼新

体詩歌垂（明治謄年／を愛読しバイロン等イギ》

スの詩人に親しんだが，さらに有明は萌治経年に

刊行された高輪藤村の詩文集1…葉舟董の巻末に

添付された薪薦葎餓香」によ吟イギサスの詩人霞

セッテイを知り傾倒する。イタリアからの亡命煮

σ）子誓セッテイ（むa魏eGaもrl纏鮫（》ssett童，醤器

年畷8紛年／は，官能的・歎美的な芸術至上主義ぴ）

詩を多数発表したが，その第二詩集rバラッドと

ソネット（B議撮sa磁So盤ets／選（墨8綴年／に

収められた「生命の家（丁醜Ro囎eG｛L1｛eMか

ら蒲療育聡は多くの詩を訳出している。その訳詩

の一つに「人魚の海」との縫｛系を推灘され．る詩ゼ海

の醗譲」（紹和3隼，「文芸講究」に発表／がある。

この詩は，オクテット（藩半八行）とセステット

（後半六行／からなる十鑓行詩（ソネット／で．特

に「ローレラ肩や郵サイレン」を連想させる後

半六行σ）部分を弓1羅する。

　　媛は愚ひを潜めつつ，講を持してみたその唇

　　を

　　瞬くや否や，歌声は天翔りて，海中に
　　　　う　　　　　　　　　　　　　　　　しょうかん　　まごわざ

　　生を享けたものは皆その招換の醗徳に牽か

　　され，

　　波のうねうね繁吹の雲を捲いて集ひくるそが

　　申にしも，

　　露命に駆られ，鰻が岩が根に裸身を打あてて，
　　　　おと　　　ひヒ　きフ

　　命を曝す一一人θ）水夫の亦ないとは云はれぬで

　　あろう7　廷海の瞬…誕参5｝

　　人魚は深く懸ほゑみぬ，㎜

　　恋の深淵人をひき，

　　人を滅すほほゑまひ。　（「人魚の海」轡

「人魚の海」への影響ということでは，置セッテイ

よりもむしろ縫じくイギリス誓マン諏の詩人コー

ル婆ツジ（S段凱t董elT凝璽（疑C撰eギ継暮e，葺72年一

路誕年／の梅語詩紅老水夫の歌（丁豊e斑搬⑳食艶

A蓋傑cle薙M鍵盤er擁韓7§7年〉との類戴を指摘す

る鱗究者が雛る。

　　有響妻ま，右の渥鶴の議をもってストーり一を

　　すすめつつ，英馨の詩人コル婆ッジの「老水

　　夫の欲」からの影響をもこの詩ゼ人魚の海」に

　　あらわしたといえる。（春荒久／7｝

なお「オニfの薦鶴の暮毒董とは，ぎ武道伝来暴馨垂の巻二二

の獲，新令とらるる人魚の海」のことであるが．コー

ル醤ッジの「薯水夫の歌、1との関係を特に詳纈に

論証したのは古銭好孝である。彼の見解を分析す

る議に「老水夫の歌」の概要を記す。

　ゼ老水夫の敷ゴは，最褥ワーズワース（W濃絵搬

WO継sw慕r出、i7簿年窪8弱年／との共著の詩集

ぎ叙薦歌謡集（Lyr量ca18al姦盗珪（i簿8隼／θ）巻

頭を錬ったが，その後詩句に改訂がほどこされ，詩
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集蓼シビルの詩片（S海yll蟄eL錐ves擁韓8i7葺≡／

に再録された。全7部からなるバラッドの糧籠は

以下グ）遜りである。

　老水夫はラ婚礼に招かれて行く途中の一人の若

者をひきとめ，披露身が体験した未曾有の出来事

について謡をする。　こ6）老水夫の乗った船は嵐垂こ

あい南極のプ灘こ流され氷に闘じ込められる。その

時一羽のアホウドサ（アルバト窪スa艶雄rOSS）が

あらわれ，この鳥に導かれて籐愚を受けた麟は航

路を北へとたどる。しかしこの篤の叢来を嵐の麟

兆とみなしたのか老水夫が弓で鶏を躰殺したた

め，聡いを受けた船は赤道にまで漂流し完全に停

止する。そこに繕霊懸があらわれ，死（亙）e厳秘と

死中の焦（L量艶塗｛｝eat鎗が賭けをする。そ6）結

果．死中の盤三毒害勝ち，水夫たちがみなのどの渇き

で死ぬ申，老水夫一人が生き残る。月がのぼ吟，月

懇か吟の海に群がる神ぴ）被造影撃である海蛇

〔w謎er一鱗誼es／の美しさに心をうたれた老水夫

が，思わず綾らを賛美すると，ア本ウドサの曉い

が解けばじめる。匿戴がふきだし，死者たちも生き

進む，天使の導きによって船は懇羅イギ婆スに帰

る。その後考水夫は，森の隠妻に臓籍し，嚢登の

犯した罪の嬢雛のため終わることのない放浪の蕨

を続募る。8肇

　吉武好孝は，溝作品を比較し「人魚の海！を野老

水夫の歌3の麗案詩と結論づける。

　　作品の購懇と主題の展懸の仕方からみて，蒲

　　原の「人魚の海ゴがコール辞ツヂの「老水夫

　　の歌」からヒントを得て作られた麗案詩であ

　　ることはなんら疑う余地はない。そして請作

　　晶とも，海のもつふしぎな魔力に魅せられた

　　水夫気質とその超翼然的な力に跳戯してその

　　鞭いをうけることを主題にしている点は，共

　　遜である。ただひとつ，コール1タッヂの老水

　　夫は，醗わしい気持になってア承ウド畔を窮

　　ころして神の怒凱こふれて罪の鞭いをうけ，

　　「人魚の海」の水夫でない武辺の書は，人魚の

　　からかいに怒ってそれを窮ころし，ついにそ

　　の復讐をうけ臨殺をとげる。その点は，一方

　　は老水夫，縫方は水夫でない武士だというち

蔭軍
事門

’

ラ
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　　がいはあるが，共通である。露作品の趣晦で

　　ちがっている点1ま，コール婆ッヂが，海に騰

　　する水夫の伝議的な信鐸をキ1フスト教的な因

　　果応鞭の論理観にむすびつけているのに対し

　　て，「人魚の海麺）作者は，海のもつ超自然的

　　な力に対する恐舗心を，ヨーΩッパ的な海の

　　転読を代表するニンフとサイレンズの信輝に

　　むすびつけ，それを東洋流の仏教的な因果癒

　　報の観念をもって解殺し，老水夫と武辺の誉

　　をめぐる彼の妻と鰹の亡霊の鐵現の形をとら

　　せて，この思想を表現している。キリスト教

　　的と仏教的とのちがいはあるが，霞果応報の

　　思想は共3遜1こ両｛乍贔のな青蝿こ生きている。9｝

確かに吉武が主張するように，騨密乍晶紅は，銀盤蓄

蕎として老水夫が登場して，海のもつ超当然的な

力と．神の被造物であるアホウド蓼や人魚を躰殺

した煮は神の怒りをかい離した罪の鞍いを受ける

という露果応報の思想が表幾されている。しかし

1蕎｛乍晶には微妙な輝1違が認められ．る。

董．老水夫の役割が異なる。一方は終始事件の報毎

考（傍観者〉に留まる（「人魚の海参のに対し，縫

方は事件の中心入梅として俸贔に登場し白目の体

験を報費する（ギ老水夫の歌葺。この老水夫の役霧垂

の帽違については講様の指摘がある。

　　コールリッジの丁蝕eA豊里C絵鑑M3r難er（着水

　　夫の歌〉と「人魚の海まとの関係は見掛けに

　　よらず希薄である。確かに…人の老水夫の鰻

　　が事件を終始追って行くという共通点1まある

　　が，麟者では老水夫が海一ヒ漂流事件に主役と

　　して纏わっているのに対して，「人魚の海」の

　　「老の水夫！は傍観者に遍ぎなかった。（森

　　亮〉鰯

2．薦作品の影響を認めた場合，有明の意識の中で

の人魚とアホウド夢の縫孫が縄題である。題名か

ら雄離すると，請作愚で重要な役割をはたしてい

るのは，「人魚の海」では，人魚と武辺の翼で老水

夫は鞭告者にすぎない。一方「老水夫の歌」では

老水夫とアホウドリである。著から人魚もアホウ

ド｝騰その鐵現は嵐の前兆とみなされて船員たち

から恐れられていた。それゆえか人魚もアホウド
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1タもともに弓で豹殺され，躰殺した者は覆いに

よて）て死へと導かれる。以、ヒのことからみても「人

魚の海」への「老水夫の歌登の影響慧存嘉すると

思われるが，疑闘に思われるのは，爾誓姜裁こ登場

する老水夫の役麟の相違と有墾が豹殺される対象

に，アホウド蕃タではなく人魚を選んだことである。

有明が作長里の素耕としたことを認めた藝i鶴の「命

とらるる人熱の海まに登場するのが人魚であるか

らと考えるのが自然であるが，あるいは勉にも蓬

由があるのかもしれない。この疑問を解くヒント

を与えてくれると思われる有瞬の散文詩がある。

それは，蓼激文詩，暗示の森毒に鞭録された「海の

思想と誘惑」である。

　　文化に誇る人難から遠く追はれた古代宗教に

　　かしづく欝嬢の嚢影がその島霞の姿の中にあ

　　つた。燭台を捧げて無言の歎行を続くる僧懸

　　の姿である．その宗教は人魚とサイレンと鰐

　　裟とアルバトロスの宗教であらねばならぬ。

　　わたくしの空想慧アラン・ぷオの轡語を翻へ

　　す嫁く，島霞の影と共に醸むなく髄大された

　　時，すべてが急に虚無に没し去った。n｝

この散文詩から判慰すると，有瞬の意識の中では，

人魚に対してもアルバトロス（アホウド1フ）に対

しても瞬様に霧近慈を捲雛ていて，どちらを選ん

でも聡題はなかったと推灘される。したがって有

昼鍔はほとんど抵読を感じることなくアホウド肇で

なく人魚を選んだのであろう。

3．1遜修贔の結末が異なる。「老水夫の歌」では，神

の被造物である海蛇の美しさを賛美することに

よって老水夫の身体から醜いが消え，さらに森の

隠者に臓擁することで老水夫に救済への遠が灘か

れている（新考水夫の歌妻。一方「人熱の海」では，

肖殺という悲麟的な結末が待っている。この結末

を吉武好孝は，キ1タスト教と仏教の「麟業応報」と

結論づけている．「麟果応報」として雨霧晶の結末

を同一擬して問題はないのか。仏教の場合にもう罪

を狂した者に対して罰を与えるだけでなく救済へ

の遠も麗かれてお今，自殺は救済にはつながらな

いはずである。以勲のことから，「老水夫の歎鋳）

場合には，確かに吉武の指摘するように，キ1タス

ト教的な救済σ）避が認められるが，一方試遷σ）君

が輿ら死を選ぶ「人魚の海」には欝の救済への遵

も認められず，結末が嚢なることは明農である。こ

の櫓違憲．自殺さえ容認することができる有窮薪）

死に鰐する意識の弱題，つま陰宗教鰻の開題と思

われる。

　蒲原有明の作品でノ、魚が登場する詩は，すでに

引羅した「人魚の海」や紅海の思想と誘惑」の飽

にも，饒えば数文詩「地獄の難き実在」嬉暗示の

森嚢簸録〉がある。

　　死滅と思われる砂の一粒一粒にも常恒の生の

　　韻律の芽が付与せられてある筈だ。其麗から

　　蒸し弄る鶴炎　　無i叢の幻趨を稜は遮って

　　行かうとするのだ．その砂の一一粒にも真青な

　　原始の海が展げて，海縁や人魚の歌を麗くこ

　　とが出来る。またその一粒の中に，公孫檎も

　　繁れば大鳥も飛ぶ．発電機が麟び，絞殺台が

　　瞭き，売春媛が媛びる。鶏

少年無妻代寿藁ら継母σ）姪との関で系など｛蕃度も牲的遺

失を犯し愛欲と爆簸と解騰の闘を揺れ動躯た有萌

の糞寺には，　この詩の場合妾こも認めら言tることであ

るが，官籠的．かつ幻想的な雰麟気が色濃く漂っ

ているのである。

王難．北原白秩の詩『紅玉」（罫邪宗門齢

　郵癩宗門垂，ζ患ひ1鍵等多彩な官能的象徴詩を発

表し，一ヒ霞敏，蒲原籍萌．薄霧泣董等象徴濠の詩

人たちに注曇された北原毒秋（露8§年一簿蓬2年／の

詩に「紅玉匪がある。この詩は，簸按3明治淫（｝（i鱒71

年3擁鷺行のr暁星」（新詩社／に掲載され．後に

第一詩集匿灘宗野釜（弱治鑓隼／に販録された。

　　かかるとき，

　　海ゆく鰭に
　　　　　　　にノじぎょ　　　ワ
　　まどはしの．人魚か鍵ける。
　　　　ご　つ　　うべ
　　美しき衛の夕に，

　　まどろみの香濾したた讐，

　　こころまた

　　け．鋳るともなく，

　　幻の黒髪きたり，

　　夜のごとも
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　　　　めおだ
　　わが醗蔽へり、，

　　そことなく

　　おほくび）ひとの

　　あえかなるかたらひおぼえ，
　　　　　　　　　　み　つ
　　われはただひしと凝編めぬ。

　　夢ふかき黒髪の縫

　　朱に購ぐ

　　紅至ひとつ，

　　これや，わが駒より落つる

　　わかき奮の
　　　したたサ
　　燃る滴。塒

「海ゆく船妾こ　まどはしσ）ノ＼魚か憂縫ける」とあるこ

とから舞無してッ北原濤秋の播く「人魚罫象は，美

声によって舟人を誘惑し死に至らしめた「ローレ

ライ」やギサイレン」を想縁させる存巌で，その

翼体的な容姿は，香濾したたる黒髪の紅玉である。

至V．森鴎外のゼ追儺」

　森購外（盤鑓奪一驚22年）の短編1こヂ追儺ユ（萌

治淫2年〉がある。この作轟は，最；擁明治42韓鱒勢

年5月発行の雑誌「棄難の光窪に掲載され，その

後「還魂録」（轡葺！大正6隼擁こ収録された。こ

の作贔については，井上嬉の解説があるので紹介

する。

　　罫追｛難遜とし｝う｛乍義義も，騒鶏外らしいノ＼窪勢力｛人に

　　紹かれて，繕事新喜楽に鐵掛けて行く譲であ

　　る。一欝闘縁ど早く行って，退麗な暗弱を遜

　　している．すると，赤いちゃんちゃんこを着

　　た霞髪を一本ならべにしたしなびた老婆が鐵

　　てきて登をまいて行く。そんなことがあって，

　　やがて自分を招いてくれた人物がやって来

　　て，食事が始まるというところで終わる作贔

　　である。　これにも議らしい謡講まなく，随筆で

　　あるとしか思われない。　ところ方響青梅藷垂の

　　場合と講じように，讒者はこの鐸贔を読み

　　終ってしまうと，青いちゃんちゃんこを著た

　　老婆の姿をなかなか験から消すことはできな

　　くなる。老婆の姿を験から消せないというこ

　　とは，やはり人生というものを，さ鬱げない

　　形で，しかし，かなり強熱に薦みこまれてし

葦
『§ギ～tη
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　　まったということである。瞬

「人魚ゴという霜葉が登場するのは，「鶴外らしい

人笏」を招嘉てくれたM．F．誉を紹介する時であ

る。

　　暫くしてM．F．君が来た。いつもの背広を著
　　　　　　　　　　うじろ　　て来て，右の平手を背後1こ衝いて，体を斜1こ

　　して雑談をする。どうしても人魚を食った嫌

　　疑を免れない入である。僕は豆打6）謡をした。

　　「さうか。それは醤震い、みんなが来てからも

　　う一遍遣らして遣る。」それからみんなが来

　　た。いづれも慈々しい人達であった。選叛の

　　芸者が客6）数よ警多い程饗し込んで来た。二

　　度震の豆打は余撃濾意を惹かずにしまつ

　　た。鞠

「人魚を食った嫌疑を免れない人」とは，人魚の肉

を食べた尼さんが八百歳まで長生きしたという

「八膏比丘尼伝畿」に由来する表現と推灘される。

おそらく擁．罫．君は，福々しくて精力が身体中に

みなぎっていた入綾1と思われる。鴎外自身につい

ても，このヂ遺簿」を発表した墾治彪年は，韓代

6）後半，次女杏奴出生．「スバル」の麟講等，心身

共に充実し麟馨活動の経盛な鋳鞘であった。

V．南方熊楠の「人魚の話遷

　植物学，属俗学など多方霞の領域にわたって活

躍した南方熊楠（懇§7年一驚壌年｝は，大学予備

跨中退後，i8総隼からi鱒／l年にかけ，アメ1タカお

よびイギ1タス等に滞在し，主に挽物採集をしなが

ら，携えば大英薄物館に通うなど独学で珊究を続

けた。儒露後は憩歌出祭鐙辺毒に定住し，新調雑

誌を中心に著述活動に従事した。「人熱jlこついて

記述したものとしては，「牟婁新報」（明治磐年警

月24霞，および§樗蟹嚢付／に発表した随響人

魚の護墜がある。この随筆で特に注験したいσ）は，

熊楠が足しげく通った大英博物館等外霧滞在中に

入手したと思われる嚢洋簿勤学の知識，鯛えば髪｛

本瞬外の．人魚鐡環の記録や「人魚」と辱ばれてい

る生き物の蕉体についても熊櫨が言及しているこ

とである。

　　蔦61｝隼（永禄三年〉，インドで男女の人魚七疑
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　　を蒲え，ゴアに送り，遜士ボスチこれを解離

　　せしに，内部機関全く人に異ならず，　と護三せ

　　彗、また王7難年ブ賢島で薦えし女人魚は，長

　　さ五尺，馨馨七時溝活きしが，食事せずして

　　死す，と。またi萄窪年（建徳義講の鋳／オラ

　　ンダの海より湖に追い込んで捕えし人魚は，

　　紡績を習い行ない，天主教に爆無して死せ鯵，

　　と〇十八量紀の窮めに繭人ヴァレンチン一書

　　を著わし，鬱すでに海馬，海牛，海狗あ雛，ま

　　た海樹，海薦あり，また縛ぞ海女あ琴海男あ

　　るを疑わんや，と論ぜり。購

以．乱が日摩の国外に鐵現した「人魚達についての

記録であるが，注馨したいのは，一般にヂ人魚」と

種ばれている生き梅と慧異体的には醤なのか，そ

の実繰についての記述である。

　　このシレン類は，あまり種類多からず。薦浸

　　属，マナチ霧の二屡しか現存せぬ。マナチは

　　爾来と癒アフ1タカの江溜に窪む。二羅ともあ

　　まり深い所に棲み得ず。夜闘陸に逡い上が琴

　　草を食い，一露武備なき柔弱な物ゆえ，前述

　　の通参人に狙されても，ハアハア購ぐのみ，好

　　いのか悪いのかさっぱり分からず。さて人鵜

　　は饗暴な者で，続けざまに幾霧も姦した一と，こ

　　れを殺し食う。それ晦えこの類の全滅は遠か
　　　　　　　　　　　　シ　むウ
　　らず、すでに鰹の一騰海牛というは，北氷洋

　　の…鶴に住み．その島へ始めて上鞣した難船

　　の水夫どもをみて珍しげに集まり近づきたる

　　を，得た辱賢し天の与えと片端から殺し食い

　　尽され，その遺骨のみ僅少の博勃『館に保存さ

　　れ，観る人の涙の種となぎ）ぬ。…この類は三

　　薦とも，肉縁ははなはだ捻く柔らかな濤．た
　　　　　　　　　　　　　す　　だし，食う醸￥のことで，幹る時の昧は琴駿こ毒

　　いてない。騰疑σ）頭嶽ぽ人に似，かつその牝

　　が一鰭をもって整を麹に抱き付け，飽σ）一難

　　で游ぎ，縁子嚢に餐を水上に墨す。さて驚く

　　時は，たちまち承に躍り込んで魚状の尾を顕

　　わす。また子を愛することはなはだし。これ

　　らのことから，霞ギ琴シア人，またアラビア

　　人などが嬬疑を見て，人魚の誘を生じただろ

　　うという。圭聾

「人魚」の実像については．機会をあらためて詳し

く述べることにするが，南方熊楠によれば，ギ人熱！

と雛される「シレン（＃サイレン〉類」は，理姦

も生存している儒艮羅とマナチ麟の難に，かつて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　シハカウ
誌氷洋にすんでいたがすでに死滅した「海牛」の

三羅から構成されているとのことである。補足す

ると，これらの三羅は，生物学的には「海牛霞」に

分類される草食の瞭貌動物で，約5，5縫万年麟か

ら海の比較的浅いところ，海岸近くに生息するよ

うになったといわれている。「儒艮羅」とは，紅海

からインド洋を経て沖縄にいたる海に生息する

ジュゴン（語源はマレー藷のD琶g醗g）のことであ

るが，現姦最も多く生息するのはオーストラ苫タア

の海岸で，神経で絃「ザンのイオ」と呼ばれてい

る。「マナチ属達とは，マナテイグ）ことで，アフリ

カ護海岸，露米のアマゾン，北米のフロリダ沿岸

にすんでいて，携えば『コ藤ンブス航海誌肇に登

場する「人魚」とは継現場辮から推離してマナテ

ィのことと思われる。絶滅した北氷洋の「海牛」と

は，ステラカイギュウ（ダイカイギュウ）σ）こと

で，この「海牛」は，i鰹i年べ一リング海鏡を発

見した探綾家べ一夕ングたちによって，べ一1ヲン

グ島麗辺の海で発見され，瞬が美瞭で毛波が珍重

されたことから鼠獲され，算68年その存在が確認

されてからわずか3§隼たらずで死縅したと伝え

られている。ところでコ灘ンプス（生年不詳，没

年蔦縄年／が遭遇した「人魚」についてであるが，

新種罪を求めて4癬航海に縷た彼は，第一籔の航

海（鍵弱年8弩3露窪鱒3年3騒蔦鍮の蒔の
「鯵館年i月粧舞の航海震誌に人魚に遭遇した

時の様子を記している。

　　この地帯では，どこにでもたくさん亀がいる。

　　モンテ・クリステイでは．纐を生みに陸地へ

　　■とった亀を水夫達が捕まえたが，どれも砦，大

　　麟ほどの大きさだった。提督は，膏彗霞琴オ・

　　デ・才賢を趨上して行った時．海■ヒ高く三錘

　　の人魚が飛上るのを見たが，それは絵にかい

　　てあるように美しいものではなく，簿とか入

　　問のような顔をしていたと語り，ギネアのマ

　　ネゲータ（㌘ベリアのマラゲータ／の海岸で
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　　も講じものを侮匹か見たことがあるとのべて

　　いるG麟

今麟薪人魚3に遵遷した錠）は，薩インド諸島，以

議遊遇したしたのは，アフサカ嚢海岸の1フベ夢ア

であることから，蓉奪にも遠べたようにコ藤ンブス

が箋撃した「人劉とはマナティのことであろう。

　露方熊楠は，民族学者纏懇蟹男宛の書簸（明治

騒年韓月葺瞬縁／においても「人魚」にっ雛て

言及している。

　　ぎ紀撃綾羅土記妻巻九五に，山姥の休め本．各

　　郡深赫申に産す。小生いまだこの名を騨かず，

　　綾裾の産物に霧名のものあ琴や。巻九六，大

　　灘魚（オオナウオ〉，彩色共に鍵（｛薄のこと力西

　　小生にちょっと分からず／に似て，鱗の大い

　　さ銭ばか鞍，全体の大いさ五，六尺以、とな馨。

　　至って大なるは量霧十貫藝よ陰二十茜，五貰

　　昼蔀こ至る，肉の昧誓美な馨。牟婁轟潮埼荘穂

　　深浦の沖頁尋の底に大石あ樽，大灘島また大

　　灘地という。春月この辺にて釣り採る。この

　　魚縫にあることを闘かず，大灘地に産するを

　　もってオオナ魚と言うなり。俗に転じて嫡女

　　魚とし，秘深浦に人魚を産して魚頭に長き髪

　　あ辱と言うは妄説なり。八百比丘尼の伝に，い

　　ずれ人魚のことも趨るべきあいだ申し、、ヒげ麗

　　くなり。鋤

窮治越（玉蟹参集から数年闘，疑俗学窃）麟盤を摸

索していた鋳難の擁墾編勢（盤75隼一1弱2年／と

文通をかわした南方熊楠鉱，書蕎の中で縁柱地震

辺の民俗について露分の考えを率直に述べてい

る儲この譲籠もその一つで．南方熊楠は，居住地

（秘教幽蓼籍暴辺鳶ぎ｝に近い牟婁藻潮埼荘籟深溝の沖

1こ焦息する大灘魚について，「鰭女魚（女性の魚擁，

すなわち「人魚露とみなす説があることを伝え，「八

護比疑尼伝説」とび）関係から民族学者擁懇羅男に

涯意をうながしている。

　南方熊楠は，地域藩究の雑誌［郷土懸究」（大正

5年9月）に，「若狭の人魚」の題名で篶文を掲載

する。

　　このほど当地（紀州襲辺／の好事家の蔵に，若

　　狭の霧糞谷というノ卸大名のi馨蔵な計）しという一一

E
’

昏鮮
r

垂〔
’

ウ
一

　　　　　　　　　　　　　　　ひ　ニ　だ　な　でみのみこま
　　輪を箆，その醸を写しおけり。彦火大鐵発尊
　　　しむつつのおご
　　が壌土老翁σ）媒介で童女と婚するところで，

　　侍者はいずれも屡，螺，魚等を頭に戴く。購

　　室にて員を頭に裁ける者二人，燈籔に人魚を

　　載せ料遷する。下の方に懸人，竜馬に乗り，…

　　女天人ごときが大なる総に乗参宴会に趣く。

　　講書はなくて，鷲1こ添えた書付に，ヂ竜宮の八

　　再婚の掛輻一，慶応申までは霞三月十七縫の

　　篆書こ城主よ吟蘇．至二下の使者代拝あ参しとな

　　り。右は若狭三方藻井麟村五万石の城主熊谷

　　置之，元報二年に平浅となむ露十六代小浜欝

　　に住む」とあり。思うに，遠藤明神と八百尼

　　のことをごっちゃにせしものなり。細

これは，福井察小浜霞fに住む熊谷家の蔵から発見

された「人魚」6）織かれた薩にまつわる護である

が，この；蕪雰察小浜は，霞本で最も人魚に麗わる

伝護．すなわちギ八薦比丘尾伝話3び）多いところ

で，この一文も人魚が燈板で料麗され食べられる

ことから，「八百比丘尼伝議璽こ麗達したものと思

われる。

V董．おわ鯵に

　鎖国政策を推進してきた徳絹幕癖が鱗壊し，キ

ワスト教を基盤とする歎米文化が痙大な流れと

なって押し寄せてきた瞬治鋳代，翻訳文献等を遷

して「人魚躍象にも大きな変化が予想されたが，欧

米懇懇を反写実したと手鑑漂彗される文献喜ま意夕事なほど

少なかった。墾治欝年以降欧米の文学作品の翻訳

は，二葉事羅迷，森鶴外等」）尽力によ讐活発化し

たが，「人魚」縁についてみると，纒えばアンデル

センの「人魚姫」の影響が認められるのはう大正

時代鍬鋒の文学作品，小鱗未墾の『添い蟻燭と人

魚疇等である。

　本論ではう蒲漂有墾の「人魚の海斐を中心に論

じてきたが，この作最の場合も，D．」、霞セッテイ

やS．T．コール1ナッジなどイギ弓スロマン諏の詩

人の影響が認められるものの，蒲原有明嚢身が井

簾嚢鶴の険とらるる人魚の海」が素材であるこ

とを認めているように江戸時代の「人魚遠縁が反

験しているのである。森鶏外の短編「追儺」や騰
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方熊楠の髄筆の「人魚」像も「八百髭丘尼伝説3等

鍵来のギ人魚慧象を擬験したものとなっている。た

だ南方熊楠の場合濾饗したいのは，アメびカやイ

ギ1ナスに留学した経験が蟹験しているのか，「人

魚」を科学的にとらえ，「人魚藩の実像に遷ろうと

していることである。海にすむ聴親類であるジュ

ゴン等の海牛が人々によって「人魚fとみなされ

てきた可能性は軽くない。しかし繕えば申醗の漢

縛代」）地理書『戯海経韮では，サンシ藷ウウオを

「人魚」とみなしている。「人魚」の実像について

は，機会をあらためて分析することにする。

　　　　　　　　　　　　（2｛1紛年淫月3羅受理／
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2｝　麻生磯次，慈士霧錐著「1対訳嚢鶴全集一ヒ　　　　嘉

　　記望（競治書貌，臨舞53年）夢．77違4

3〉　藤原窟霧全詩集麺霧会癡夢定本蒲繧春暖全海集塵（溝
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