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人魚文学案内 

１．ヨーロッパの人魚伝説 

セイレーン伝説 
原題：Ὅμηρος(B.C. 8 c.?)：Ὀδύσσεια 
邦訳：松平千秋訳『オデュッセイア』（上・下）、岩波文庫、1994 
冒頭：ムーサよ、わたくしにかの男の物語をして下され、トロイエの聖なる城を屠った後、ここかし
こと流浪の旅に明け暮れた、かの機略縦横なる男の物語を。多くの民の町を見、またその人々の心情
をも識った。己が命を守り、僚友たちの帰国を念じつつ海上をさまよい、あまたの苦悩をその胸中に
味わったが、必死の願いも空しく、僚友たちを救うことはできなかった。 

 

楽園追放（『旧約聖書』「創世記」） 
 邦訳：日本聖書協会『新旧共同訳 聖書』 

抜粋：主なる神が造られた野の生き物のうちで、最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った。「園のど
の木からも食べてはいけない、などと神は言われたのか。」女は蛇に答えた。「わたしたちは園の木の
果実を食べてもよいのです。でも、園の中央に生えている木の果実だけは、食べてはいけない、触れ
てもいけない、死んではいけないから、と神様はおっしゃいました。」 蛇は女に言った。「決して死ぬ
ことはない。それを食べると、目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存じなのだ。」
女が見ると、その木はいかにもおいしそうで、目を引き付け、賢くなるように唆していた。女は実を
取って食べ、一緒にいた男にも渡したので、彼も食べた。 

 

メリュジーヌ伝説 
原題：Jean d'Arras(14c)：La Noble Histoire de Lusignan（1393） 
ドイツ語訳：Thüring von Ringoltingen(1415–1483) 
邦訳：藤代幸一訳『クラーベルト滑稽譚 麗わしのメルジーナ』
（国書刊行会、1987） 
冒頭：昔むかしフランスにさるポアチエ伯がおられた。この方は
ボルテナハの領主で、フランスの国はルジーナの町や城がどのよ
うに、またどんな人々によって始まり建設されたか、その次第を、
先祖代々の年代記から拾い集めるよう司祭に所望された。そし
て、韻文体の書に編むように命じられた。司祭、原典はラテン語
物のフランス語訳をいくつか見つけたが、それはボルテナハで手
に入れることができた。見ればこれらの書には後から挿絵が付け
られており、原典の大意をドイツ語で述べれば次のとおり。  

 

２．ヨーロッパ・ルネサンス以降の人魚文学 

パラケルスス『精霊の書』(1590) 
原題：Paracelsus(Philippus Theophrastus von Hohenheim, 1493-1541): Liber de nymphis, sylphis, 
pygmaeis et salamandris et de caeteris spiritibus 
邦訳：未確認 

 

シェイクスピア『ハムレット』（1599-1602） 
原題：William Shakespeare(1564-1616):The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark 
邦訳：小田島雄志訳『ハムレット』白水 Uブックス、1983 
冒頭：第一幕 第一場 エルシノア城壁の上の通路 
  フランシスコ―が歩哨に立っている。バナードー登場。 
バナードー だれだ？ 
フランシスコ― おまえこそだれだ？動くな、名を名のれ。 
バナード― 国王陛下万歳！ 
フランシスコ― バナードーですね？ 
バナード― そうだ。 
フランシスコ― よくきてくださいました、時間どおりに。 
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抜粋： 
王妃 小川のほとりに柳の木が斜めに立ち、／白い葉裏を流れに映しているところに、／オフィーリ
アが来ました、キンポウゲ、イラクサ、／ヒナギク、それに口さがない羊飼いは卑しい名で呼び、／
清純な乙女たちは死人の指と名づけている／紫蘭の花などを編み合わせた花冠を手にして。／あの子
がしだれ柳の枝にその花冠をかけようと／よじ登ったとたんに、つれない枝は一瞬にして折れ、／あ
の子は花を抱いたまま泣きさざめく流れに／まっさかさま。裳裾は大きく広がって／しばらくは人魚
のように川面に浮かびながら／古い歌をきれぎれに口ずさんでいました、／まるでわが身に迫る死を
知らぬげに、あるいは／水のなかに生まれ、水のなかで育つもののように。／だがそれもわずかなあ
いだ、身につけた服は／水をふくんで重くなり、あわれにもその／美しい歌声をもぎとって、川底の
泥のなかへ／引きずりこんでいきました。 

 

３．ヨーロッパの博物学書 

動物寓意譚 

閲覧可能サイト：The Medieval Bestiary  http://bestiary.ca/ 

  
 

 

13 世紀に北フランスで
作成（フランス国立図書
館所蔵） 

「ハーレー写本」1236
～50 年頃イングラン
ドで作成（大英図書館
所蔵） 

タオン『動物寓意譚』写本、
1300 年ごろイングランド
で作成（デンマーク王立図
書館所蔵） 

タオン『動物寓意譚』写
本、1300年ごろイングラ
ンドで作成（デンマーク
王立図書館所蔵） 

 

ピエール・ブロン（フランス）『水生動物図解』（1553） 
原題：Pierre Belon: Cenomani De aquatilibus, libri duo cum, 1553 
閲覧可能サイト：Internet Archive https://archive.org/stream/petribelloniicen00belo#page/38/mode/2up 

 

コンラート・ゲスナー（スイス）『動物誌』（1551-58） 
原題：Conrad Gessner: His 
toriae animalium, 1551–1558  
閲覧可能サイト：Biodiversity Heritage Library http://biodiversitylibrary.org/item/136746 

 

アンブロワーズ・パレ（フランス）『怪物と脅威』（1582） 
原題：Ambroise Pare:  Des Monstres et Prodiges, 1582 
閲覧可能サイト：http://easyweb.easynet.co.uk/~ian.mccormick/triton.jpg 

 

ウリッセ・アルドロヴァンディ（イタリア）『怪物誌』（1642） 
原題：Ulisse Aldrovandi : Monstrorum historia cum Paralipomenis historiae omnium animalium,  
Bononiae, Nicolò Tebaldini, 1642 
閲覧可能サイト：MAS Historica http://amshistorica.unibo.it/127 

 

ヤン・ヨンストン（ポーランド）『禽獣魚介蟲図譜』（1649-57） 
原題：Johannes Johnstonus: Historiae Naturalis, 1649-1657 
閲覧可能サイト：http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/jonston.html#werk1 

 

トマス・バルトリン（デンマーク）『希少生物の解剖学誌』（1654-1661） 
原題：Thomas Bartholin : Historiarum anatomicarum rariorum , 1654-1661 
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閲覧可能サイト：https://books.google.ca/books?id=3qLs_nDZZjcC 

 

ペーテル・アルテディ（スウェーデン）『魚類学あるいは魚類に関する全著作』（1738） 
原題：Peter Artedi: Bibliotheca Ichthyologica, 1738    
閲覧可能サイト：https://books.google.co.jp/books?id=dvy4aHYwT_sC 

 

カール・フォン・リンネ『自然の体系』（第 1 版 1735-第 12 版 1758） 
原題：Carl von Linné: Systema Naturae, 1735-1758 
閲覧可能サイト：https://en.wikipedia.org/wiki/Systema_Naturae（各版のデジタル・アーカイブへ
のリンク） 

  

 

 

 

 

 

ブロン ゲスナー アルドロヴァンティ ヨンストン バルトリン 

 

４．ヨーロッパの近現代人魚文学 

フケー『ウンディーネ』（1811） 
原題：Friedrich de la Motte Fouqué(1777-1843)：Undine 
邦訳：柴田治三郎訳『水妖記（ウンディーネ）』岩波文庫、1938 
冒頭：今からもう何百年も昔の話である。一人の年とった人の良い漁師が、夕方戸口の前に腰をおろ
して網を繕っていた。この漁師の住んでいるところはたいへん景色のいいところだった。漁師の小屋
の立っている青々とした地面は大きな湖水の中にずっと突き出て、それがちょうど、岬は岬で、この
蒼味を帯びて不思議なくらいきれいに澄んだ朗らかな丈が高くゆらゆらする草花や、すがすがしい木
陰を、両の腕に抱き締めようとしているように見えた。岬と湖水はたがいにたいそう仲がよかった。
だからどちらもそんなに美しいのである。しかもこの美しい場所では、この漁師とその家族を除いて
は、ほとんど人間に出会うことがなかった。 

 

クライスト「水の男とセイレーン」（1811） 
原題：Heinrich von Kleist (1777-1811): Wassermänner und Sirenen 
邦訳：佐藤恵三訳「水棲の男とセイレーン」『クライスト全集 第一巻』、沖積社、1998 
冒頭：一八三〇年の七月三〇日のウィーンの新聞に、次のことが載っている。つまりハンガリーのケ
ーニッヒスゼーの漁業入り会い権の契約者たちが、、その主張するところでは、裸の四本足の一種の動
物をこれまで仕事中に何度も見かけたが、誰かが姿を現すと岸から水中にす早く入って見えなくなる
ので、一体どういう種類のものかは見きわめがつかなかったという。 

 

ハイネ『ローレライ』（1824） 
原題：Heinrich Heine (1797-1856)： Ich weiß nicht, was soll es bedeuten.  
邦訳：近藤朔風訳『ローレライ』、天谷・近藤編：『女声唱歌』、共益商社書店、1909 
冒頭：なじかは知らねど心侘びて 昔のつたえはそぞろ身にしむ 

 

アンデルセン『人魚姫』（1837） 
原題： Hans Christian Andersen(1805-75): Den lille Havfrue 
邦訳：大畑末吉訳「人魚姫」、『アンデルセン童話集１』、岩波書店、1984、p.119-156 
冒頭：海をはるか沖へ出ますと、水は一番美しいヤグルマソウの花びらのように青く、この上なくす
んだガラスのようにすんでいます。ところが、その深いことといったら、どんなに長い、いかりづな
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でもとどかないくらい深くて、教会の塔をいくつも、いくつも積み重ねて、ようやく水の上までとど
くほどです。このような深い海の底に、人魚たちは住んでいるのです。 

 

オスカー・ワイルド『漁師とその魂』（1891） 
原題：Oscar Wilde(1854-1900)：The Fisherman and his Soul. In: A House of Pomegranates, 1891 
邦訳：西村孝次訳「漁師とその魂」『オスカー・ワイルド全集 3』青土社、1988、275～321頁 
冒頭：モナコ王女アリスへ 
毎日夕暮れどこいになると若い漁師は海へ漕ぎだして、網を打ちました。 
 陸風の時には漁がまるきりないか、あってもほんの少しばかりですが、これは風が強く、黒いつば
さをつけた風で、これに応じて荒波が立ちさわぐためでした。しかし風向きが浜辺だと、魚が深みか
ら出てきて網にかかるので、猟師はそれを市場に持って行って売りさばきました。 
 毎日夕暮れどきになると漁師は海へ漕ぎ出しましたが、ある日の夕方のこと、なかなか船の中へ引
きあげられないほど、網の重かったことがありました。 

 

アポリネール『動物詩集』より「人魚たち」(1911) 
原題： Guillaume Apollinaire(1880-1918): Le Bestiaire ou Cortège 
d'Orphée 
邦訳：堀口大学訳「動物詩集 又はオルフェ様の供揃え」『アポリネール全
集Ⅰ』、青土社、1979、9～54 頁人魚たちよ、教えてくれ／夜陰、沖つべは
るかにいて／君らが嘆くあの時の／あの悲しみはなに故か？／わたつみよ、
そなたさながらこの僕も、／妙な音声（おんじょう）でいっぱいだ／歌を積
み荷の僕の舟／その名は「未来の栄光丸」 
音楽：Francis Poulenc (1919), Louis Durey (1919), Jean Absil (1944), 
Claude Ballif (1948), John Carbon (2002), Régis Campo (2008) 
その他：遺稿の『ライン詩編』「日暮れ時」にも、「それより僕らは聞入ろう
／水の精（ニックス）たちの歌声に」 

 

木版挿絵：ラウル・デュフィ 

 

ジェイムズ・バリー『ピーター・パンとウェンディ』（1911） 
原題：James Barrie (1860–1937): Peter and Wendy 
邦訳：石井桃子訳『ピーター・パンとウェンディ』（福音館文庫 古典童話）、福音館書店、2003 

 

カフカ『セイレーンたちの沈黙』（執筆 1917、発表 1931） 
原題：Franz Kafka(1883-1924):Das Schweigen der Sirenen. 
邦訳：池内紀訳「人魚の沈黙」『カフカ短篇集』所収、岩波文庫、1987、227-229頁 
冒頭：たわいもない子供だましの手段でも救いには役立つ―― 
 言い伝えによれば、オデュッセウスはあやかしの人魚の誘惑から身を守るため、両耳に蝋をつめ、
船の帆柱に鎖でかたく自分を縛りつけさせた。すでに人魚の歌声に頭がくらんでいないかぎり、海を
旅する者が一度は思いつく手段だろう。 

 

マルグリット・ユルスナール「ネーレイデスに恋した男」（1938／フランス語） 
原題：Marguerite Yourcenar(1903-1987): L'Homme qui a aimé les Néréides. In:  
Nouvelles orientales, 1938 
邦訳：多田智満子訳『東方綺譚』（白水社、1984）、87～100頁 
冒頭：陽光から身を守ろうというむなしい希望を抱いて何人かの客がへたばりこんでいる小さなカフ
ェのテントのかげ、埃と熱気と港の悪臭のなかに、彼は裸足で突立っていた。彼の茶色の古ズボンは
踝までとどきかねていた。そのとがった趾、骨ばった踵、胼胝のできた、擦りむけた長い蹠、触感の
発達したしなやかな指、それらは外気と土とのあらゆる接触に馴れ、ゴツゴツした石で堅くなった、
あの聡名な足の種族に属していた。 

 

ジロドゥ『オンディーヌ』（1939） 
原題：Jean Giraudoux(1882–1944)：Ondine 
邦訳：内村直也訳「オンディーヌ」内村直也・鈴木力衛編『ジロドゥ戯曲全集５』白水社、1958、189
～351ページ。 
冒頭： 
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オーギュスト （窓から戸外を見ながら）あの娘は何をしているんだい、戸外は真暗闇なのに。 
 ユウジェニイ 心配いりませんよ。あの娘は夜でも目が見えるんですから。 

オーギュスト こんな雷の中で。 
ユウジェニイ 雨にも濡れないんですからね、あの娘は。 
オーギュスト ほう、歌を歌っとる！……あれば、あの娘かね？あれがあの娘の声なのかね？  

 ユウジェニイ ほかの誰だというのさ。どこの家からだって、ここは二十里は離れているんですから 
ね。 

オーギュスト 湖の中からかと思うと、今度は滝の上から聞こえてくる。 

 

オトフリート・プロイスラー『小さい水の精』（1956） 
原題：Otfried Preußler (1923-2013)： Der kleine Wassermann 
邦訳：はたさわゆうこ訳『小さい水の精』、徳間書店、2003 

 

インゲボルク・バッハマン『ウンディーネ行く』（1961） 
原題：Ingeborg Bachmann (1926-1973): Undine geht  
邦訳：生野幸吉訳『三十歳』（新しい世界の文学 第 29）、白水社、1965、283～300ページ 
冒頭：人間どもよ！怪物どもよ！／ハンスの名を持つ、おまえたち怪物よ！わたしがついぞ忘れられ
ないこの名をもつ。／森の空き地を通り、木の枝がひらかれるとき、小枝がわたしの腕から水を払い、
木の葉がわたしの髪の雫を舐めるとき、そのたびにわたしは遭った、ハンスと呼ばれる男に。 

 

ロザリー・フライ『フィオナの海』（1985？） 
原題：Rosalie K. Fry (1903-1987): Secret of the Ron Mor Skerry 
邦訳：矢川澄子訳『フィオナの海』集英社、1996 
※ケルトのセルキー（人間に変身し、婚姻関係を結ぶアザラシ）伝説を踏まえたもの 

 

５．アジア・日本の人魚伝説 

『山海経』（中国） 

 邦訳：高馬 三良訳『山海経―中国古代の神話世界』平凡社ライブラリー、1994 

 

八百比丘尼伝説 

 

浦島太郎 

参考文献：四方田犬彦「「浦島太郎」」、雑誌『図書』第 689号、岩波書店、2006 年 9月 
派生作品（絵画）：青木繁「わたつみのいろこの宮」 

 

安珍・清姫伝説 

書誌情報：池上洵一校註『今昔物語 3』（新日本古典文学大系 33）岩波書店、1993 
派生作品： 
「道成寺縁起絵巻」 
閲覧：大阪府立大学ハーモニー博物館 

http://www.museum.osakafu-u.ac.jp/html/jp/library/emaki/dojyoji.html 
能『道成寺』（室町時代） 
書誌情報：小山弘志・佐藤健一郎訳『新編日本古典文学全集 (59) 謡曲集 (2)』所収、小学館、
1998 

上田秋成「蛇性の婬」（『雨月物語』所収、1776） 
書誌情報：上田 秋成『雨月物語』（高田衛・稲田篤信校注、ちくま学芸文庫、1997 

 

寺島良安『和漢三才図会』（1712） 

閲覧可能サイト：島根大学デジタルアーカイブ 
http://www.lib.shimane-u.ac.jp/0/collection/da/da.asp?mode=vt&id=1317 

 

大槻玄沢『六物新誌』（1795） 
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閲覧可能サイト：京都大学学術情報リポジトリ  
http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/272 

 

６．日本近現代の人魚文学 

森鴎外『うたかたの記』（1890） 

冒頭：幾頭の獅子の挽ける車の上に、勢よく突立ちたる、女神バワリアの像は、先王ルウドヰヒ第一
世がこの凱旋門に据ゑさせしなりといふ。その下よりルウドヰヒ町を左に折れたる処に、トリエント
産の大理石にて築きおこしたるおほいへあり。これバワリアの首府に名高き見ものなる美術学校なり。
校長ピロッチイが名は、をちこちに鳴りひびきて、独逸の国々はいふもさらなり、新希臘、伊太利、
などよりも、ここに来りつどへる彫工、画工数を知らず。日課を畢へて後は、学校の向ひなる、「カッ
フェエ・ミネルワ」といふ店に入りて、珈琲のみ、酒くみかはしなどして、おもひおもひの戯す。こ
よひも瓦斯燈の光、半ば開きたる窓に映じて、内には笑ひさざめく声聞ゆるをり、かどにきかかりた
る二人あり。 

 

蒲原有明『人魚の海』（1908） 

冒頭：『怪魚をば見き』と、奧の浦、／奧の舟人、――『怪魚をか』と、／武邊の君はほほゑみぬ。 

 

泉鏡花『人魚の祠』（1916／大正 5） 

冒頭：「いまの、あの夫人が抱いて居た嬰児（あかんぼ）ですが、鯉か、鼈（すっぽん）でゞも有りさ
うでならいんですがね。」 
「・・・・・・」 
私は、黙つて工学士の其の顔を視た。 
「まさかとは思ひますが。」 
赤坂の見附に近い、只（と）ある珈琲店の端近な卓子（テーブル）で、工学士は麦酒の硝子盃（コッ
プ）を控えて云つた。 

 

谷崎潤一郎『人魚の嘆き』（1917／大正 6） 

冒頭：むかしむかし、まだ愛新覚羅氏の王朝が、六月の牡丹のやうに栄え耀いて居た時分、支那の大
都の南京に孟世燾と云ふ、うら若い貴公子が住んで居ました。此の貴公子の父なる人は、一と頃北京
の朝廷に仕へて、乾隆の帝のおん覚えめでたく、人の羨むやうな手柄を著はす代はりには、人から擯
斥されるやうな巨万の富をも拵へて、一人息子のせいちょうが幼い折に、此の世を去つてしまひまし
た。すると間もなく、貴公子の母なる人も父の跡を追うたので、取り残された孤児の世燾は、自然と
山のやうな金銀財宝を、独り占めにする身の上となつたのです。 

 

小川未明『赤い蝋燭と人魚』（1921） 

冒頭：人魚は、南の方の海にばかり棲んでいるのではありません。北の海にも棲んでいたのでありま
す。 
北方の海の色は、青うございました。ある時、岩の上に、女の人魚があがって、あたりの景色を眺め
ながら休んでいました。 
 雲間から洩れた月の光がさびしく、波の上を照していました。どちらを見ても限りない、物凄い波
がうねうねと動いているのであります。 
 なんという淋しい景色だろうと人魚は思いました。 

 

太宰治『新釈諸国噺』より「人魚の海」（1945） 

冒頭：後深草天皇宝治元年三月二十日、津軽の大浦というところに人魚はじめて流れ寄り、其形は、
かしらに細き海草の如き緑の髪ゆたかに、面は美女の愁を含み、くれない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うこまかき鱗すきまなく並び、尾
鰭は黄色くすきとおりて大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えられているが、とかく、北の果の海には、このような不思議の魚
も少からず棲息しているようである。 

 

安部公房『人魚伝』（1962） 
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冒頭：ぼくがいつも奇妙に思うのは、世の中にはこれだけたくさんの小説が書かれ、また読まれたり
しているのに、誰一人、生活が筋のある物語に変ってしまうことの不幸に、気がつかないらしいとい
うことだ。いや、気づいた者がいても、その声がぼくの耳まではとどかないだけかもしれない。多分
そうなのだろう。事実、世間は、聞えない呟きや物音で、窒息しかかっている。その中には、おそら
く、ぼくのように悲鳴をあげている者もいるにちがいないのだ。 

 

寺山修司『人魚姫』（1967） 
書誌情報：寺山修司『人魚姫・裸の王様』(寺山修司メルヘン全集８)マガジンハウス、1994 
クライマックス：愛されることには失敗したけど、愛することなら、うまくゆくかも知れない。そう、
きっと素晴らしい泡になれるでしょう 

 

７．ヨーロッパの絵画 

ルネサンス以前 

 
Guillebert de Mets：Melusine（1440） 

 
ミケランジェロ「蛇の誘惑と楽園追放」（1508-12） 

（システィーナ礼拝堂天井画） 

 

ラファエル前派とその周辺 

 
ミレイ「オフィーリア」（1852） 

 

メアリー・ド・モーガン『人魚』

（1885-86） 

 

レイトン「漁師とセイ

レーン」（1856-58） 

 

「ウンディーネ」（1872） 

 

「セイレーン」（1900） 

 

「マーメイド」（1901） 

 

「オフィーリア」（1889） 

 ウィリアム・ウォーターハウス（1849-1917） 
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「ヒュラスと人魚」（1896） 

 

ドレイパー「ユリシーズ

とセイレーン」（1909） 

 

ドレイパー「人魚」 

 

ジョーンズ『海の深淵』（1887）（縦） 

 

その他 

 
ベックリン『静かな海』（1887） 

 

クリムト Gustav Klimt (1862–1918) 

 

Wasserschlangen I (1904/1907)（縦） 
 

Wasserschlangen II (1907) 

 

Die Sirenen(Silberfische/1899)（縦） 

 

8．日本の絵画 

葛飾北斎『北斎漫画』（1814） 

閲覧可能場所：国立国会図書館デジタルコレクション 
http://iss.ndl.go.jp/books/R100000039-I001540439-00（片野東四郎編、1878 年版） 

 

鳥山石燕『画図百鬼夜行』 

 書誌情報：鳥山石燕『画図百鬼夜行全画集』角川文庫ソフィア、2005 ※人魚の絵は未確認 

 

鏑木清方『妖魚』（1920）  

 

中原淳一「人魚姫」（『七人のお姫さま』、1939） 

 書誌情報：中原淳一『七人のお姫さま』、国書刊行会、2007 

 

絵本・戯曲『人魚姫』 
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 書誌情報：曽野綾子文・いわさきちひろ絵『にんぎょひめ』偕成社、1967 
      角野栄子文・ツヴェルガー絵『人魚ひめ』小学館、2004 
      寺山修司『人魚姫・裸の王様』(寺山修司メルヘン全集８)、宇野亜喜良絵、マガジンハウ 

ス、1994 
 

絵本『赤い蝋燭と人魚』 

書誌情報：いわさきちひろ絵『赤い蝋燭と人魚』（童心社、1975）：いわさきちひろの遺作 
酒井駒子絵『赤い蝋燭と人魚』（偕成社、2002） 
安西水丸『赤い蝋燭と人魚』（（宮川健郎編、岩崎書店、2012） 

   
   

中原淳一 宇野亜喜良 いわさきちひろ いわさきちひろ 酒井駒子 安西水丸 

 

9．映画・舞台など 

『スプラッシュ！』（1984） 
監督：ロン・ハワード 出演：トム・ハンクス（アラン・バウアー）、ダリル・ハンナ（人魚マディソ
ン） 

 

ディズニー『リトル・マーメイド』（1989） 
監督・脚本：ジョン・マスカー、ロン・クレメンツ 声の出演：ジョディ・ベンソン（アリエル） 

 

『崖の上のポニョ』（2008） 
 監督・脚本：宮崎駿 出演：奈良柚莉愛（ポニョ）、土井洋輝（宗介） 

 

『オンディーヌ 海辺の恋人』（2010） 
監督：ニール・ジョーダン 出演：コリン・ファレル（シラキューズ）、アリシア・バックレーダ（オ
ンディーヌ） 

 

『ドラえもん のび太の人魚大海戦』（2010） 
原作：藤子・F・不二雄 監督：楠葉宏三、脚本：真保裕一 声の出演：水田わさび（ドラえもん）、
大原めぐみ（のび太）、田中理恵（ソフィア）、さかなクン（サッカーナ）、真矢みき（オンディーヌ） 

 

『パイレーツ・オブ・カリビアン 生命の泉』（2011） 
監督：ロブ・マーシャル、出演：ジョニー・デップ（ジャック・スパロウ）、アストリッド・ベルジュ
＝フリスベ（人魚シレーナ）、ジェマ・ワード（人魚タマラ） 
 

 

バレエ『人魚姫』（2005 初演） 
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原作：ハンス・クリスチャン・アンデルセン 
振付・舞台美術・衣装デザイン・照明：ジョン・ノイマイヤー 
音楽：レーラ・アウエルバッハ 
出演：ヤンヤン・タン（人魚姫）、サンフランシスコ・バレエ団 
DVD（輸入版）： 2011 年、サンフランシスコのウォー・メモリアル・ホールで
ライヴ収録 

 

 

10.漫画 

高橋留美子『人魚シリーズ』（1984-1993） 
『人魚は笑わない』（1984）、『闘魚の里』（1985）、『人魚の森』（1987）、『夢の終わり』（1988）、『約束
の明日』（1990）、『人魚の傷』（1992）、『舎利姫』（1992）、『夜叉の瞳』（1993）、『最後の顔』（1993） 

 

尾田栄一郎『ワンピース』 

 

青山剛昌『名探偵コナン』より「そして人魚はいなくなった」 

 

横手美智子・花森ぴんく『ぴちぴちピッチ』（2002-2005） 

 

11．歌 

松任谷由実「人魚になりたい」  

作詞・作曲:松任谷由実 収録アルバム：『SURF&SNOW』 発表年：1980 
カバー：今井美樹／2013 
冒頭：目を閉じて 寄りそってステップしても もう遠い二人ほどく指先が 夢であって欲しいの踊りま
しょう いつだってうまくならない 

 

松田聖子「小麦色のマーメイド」 

作詞：松本隆 作曲：呉田軽穂 発表：1982 
冒頭：小麦色なの／灼けた素肌にキラキラ／冷たい水しぶき／ひどいわまどろむわたし／しっかり狙
ったの 

 

中山美穂「Mellow」 

作詞・作曲：一咲、井上ヨシマサ 発表：1992 
冒頭：恋がはじまったのはわずかな奇跡／一度逢えたならもう一度逢いたくて／人ごみ走りぬけても
あなたしか見えない 

 

Nokko「人魚」（フジテレビ系ドラマ『ボクたちのドラマシリーズ・時をかける少女』エンディングテー

マ） 

作詞:NOKKO 作曲:筒美京平 発表：1994  （カバー：安室奈美恵／2006、柴崎コウ／2010） 
冒頭：アカシアの雨にうたれて／泣いてた／春風の中で月が登るまで／その笑顔をしぐさをいとしく
て本気で思った／抱いて抱いて抱いて 

 

椎名林檎「メロウ」 

作詞：椎名林檎 作曲：戸谷誠・椎名林檎 発表：2000 
冒頭：橙色は止まらない／黄色を探して乗り込め／お前はきっとナイフを使う僕に恐怖を覚える／蔑
んでくれ／僕は何処迄も真摯なのだ／“至って普通さ” 

 

平沢進「Mermaid Song」 

作詞・作曲：平沢進 発表：2004 
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冒頭：100度も夢に見る街で 人が立ち止まるよ／音がして海のなお深く かすか呼ぶよキミは／いつか
知られてた声で泣き／わずか一時の歌に住み 

 

倖田來未「人魚姫」 

作詞：倖田來未 作曲：渡辺未来 発表：2006 
冒頭：海に揺れてる月夜の中で／小さな泡になって消えてしまいたい／いっそあたしが人魚姫なら／
泡になって消えてしまえるのにね 

 

松任谷由実「人魚姫の夢」 

作詞・作曲：松任谷由実 発表：2007 
冒頭：沈んでゆく／夜の海に溶けてゆくように消えかかる／月の明かり／かすかな記憶襲い来る／痛
みだけが／生きているということ 

 

及川光博「人魚の恋」 

作詞・作曲；及川光博 発表：2010 
冒頭：素敵な恋をしてね／どうかいつも笑顔でいて／明日私がこの部屋から／いなくなっても 

 

小泉今日子（ほか）「潮騒のメモリー」（NHKドラマ『あまちゃん』劇中歌） 

作詞：宮藤官九郎 作曲：大友良英、Sachiko M 発表：2013 
冒頭：来てよその火を 飛び越えて／砂に書いた アイ ミス ユー／北へ帰るの誰にも会わずに／低気
圧に乗って 北へ向かうわ 
 

安藤裕子「人魚姫」（NHKドラマ 10『全力離婚相談』主題歌） 

作詞・作曲：安藤裕子 発表：2014 
冒頭：ゆったり浸かればそろそろと／いつかの恋など藻屑になって／たまに夢見りゃドキドキとなる
のも愛しや日々の糧 

 

 

南方熊楠 

YUKI「コミュニケーション」 

渋沢竜彦 

 

 

12．研究書 
 ヴィック・ド・ドンデ『人魚伝説』荒俣宏監修、富樫瓔子訳、創元社、1993 
 吉岡郁夫『人魚の動物民俗誌』新書館、1998 
 田辺悟『人魚』(ものと人間の文化史)法政大学出版局、2008 
 小黒康正『水の女 トポスへの航路』、九州大学出版会、2012 
 九頭見和夫『日本の「人魚」像』、和泉書院、2012 

※事実関係の誤りが多いので、参照にあたっては他の情報と照合すること 
 中丸禎子「人魚姫のメタモルフォーゼ」、石井正己編『子守唄と民話』所収、三弥井書店、pp.149-164、

2013年 3月刊行 
 中丸禎子「人魚姫が浮かび上がるとき アンデルセン『人魚姫』における主体的な女性とデンマー

クの人魚モチーフ文学における原型」、『ドイツ文学』148号（日本独文学会）、pp.129-139、2014年
3月刊行 

 中丸禎子「博物学の――魚、女性、哺乳類――」、『比較文学』58 巻（日本比較文学会）、pp.7-23、
2016年 3月刊行 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

▼ドイツ文学・北欧文学 中丸禎子のページ：http://www7b.biglobe.ne.jp/nakamaru_teiko/ 
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【検索ワード】 「中丸禎子」もしくは「北欧文学」 

 

今後も、人魚関係論文が公開されたらこちらでお知ら

せします 

▼共同研究 プロジェクト人魚：http://www.rs.tus.ac.jp/nakamart/ 

  

さかなのためいき、ねこのあしおと（留学中のブログ）：http://blogs.yahoo.co.jp/megamiyoutae▲ 
 


