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てみる。前半では潘金蓮と李瓶児ばかりを描き、後半では春梅ばかりを描いている のを見る

なら、前半では他人の家の潘金蓮と李瓶児があの手この手で西門慶に連れてこられるが、後半

では逆に（西門慶の）自らの梅の花（春梅）が、簡単に他人に奪い去られる（という構想にな

っている）のが分かる。

（物語は）玉皇廟で始まり永福寺で終わる。しかも第一回 において両者はすでに二つなが

らに描かれている。これは非常に肝要な箇所である。

まず呉神仙が（西門慶の）盛んな運勢を総覧し〔 〕、つぎに黄真人が運勢の衰えをいささか

支え〔 〕、最後に普浄がその業をすべて清める〔 〕というのが、本書が大いに前後照応し

ているところである。

（呉神仙が）面相により行く末を占うのはひとつの（物語の）総括であるが、ひとり陳敬済

だけは取り残されている〔 〕。（西門慶の妻妾たちが）亀占いに興じる箇所でも、潘金蓮だけ

は加わらない〔 〕。とはいえ潘金蓮は直後で自分の口から（己れについての予言を）補ってお

り、ゆえに潘金蓮が取り残されているわけではない。（亀占いでは）西門慶と春梅のみを取り残

したのであろう。李瓶児が二度西門慶の夢枕に立つのもただ西門慶（の行く末）について補っ

ているのであり〔 〕、葉頭陀が面相占いをするのも、陳敬済（の物語）にひとつの総括を

つけるためにこそ描かれた場面なのである〔 〕。

潘金蓮を登場させる前に李瓶児を登場させ〔 〕 、潘金蓮を娶ってから春梅を登場させる〔 〕。

潘金蓮を娶る前なのに孟玉楼を娶り〔 〕、李瓶児を娶らぬ先に陳敬済を登場させる〔 〕。行文

の交錯する見事さは述べ表すことができないほどである。宋蕙蓮 、王六児、賁四（賁地伝）

の妻、如意などの人々を合間に挟み描くについても、やはり天の技巧を極め尽くしている。

『金瓶梅』の読み方を分かっている者は、後半部を読む。また『金瓶梅』の読み方を分かっ

ている者のみが前半部だけを読む。（前半部では）「生子加官」の場面で『韓湘子尋叔』〔 〕

が上演され「嘆浮生猶如一夢（ああ浮世は夢のごとし）」〔 〕 が歌われるなどの（後半の展

『金瓶梅』のタイトルのもととなった三人のうち、序盤では主に潘金蓮・李瓶児が西門慶の家に入るま

での過程が描かれ、西門慶の死後を描く終盤では春梅のその後が詳しく描かれる。

詞話本を改訂した崇禎本と、その本文を受け継いだ第一奇書本の第一回には玉皇廟と永福寺の名が共に

見え、謝希大の台詞に「我々のところには二つの寺院があるきりです。仏教のは永福寺、道教のは玉皇廟

です（咱這裡無過只両箇寺院、僧家便是永福寺、道家便是玉皇廟）」とある。 

詞話本では陳経済。

第一回で、李瓶児という名を出さぬままに花子虚の妻について言及することをいう。

詞話本では一箇所を除き宋惠蓮と表記される。

西門慶が官哥の誕生を祝う席で、薛内相が劇団に『韓湘子昇仙記』を上演させたことを指す。韓湘子が

叔父の韓愈を済度し昇仙させるという、世俗的栄達とは相容れない内容である。

『雍煕楽府』巻十四、『詞林摘艶』巻七に見える呂止庵作の套曲の首句。「集賢賓」の曲牌から始まる
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開の予兆となる）場面は数え切れぬほどであり、（そうした箇所は）細かく味わって初めて妙味

が分かるのである。

『金瓶梅』には定番の大きな創作手法がある。たとえば何かが起こって潘金蓮が腹を立てる

ときには必ず孟玉楼を傍らに置くのが、毎回いつもそうであって少しも変わらないのは、その

手法によるお決まりの箇所である。その他、西門慶がよその家を訪ねて酒を飲もうとして家を

出て行こうとするとき、（作者は）客人や役人を必ずやってこさせて挨拶させ（西門慶を）引き

止める。これもまた「生子加官」〔 〕のあと数十回にわたり用いられる大きな創作手法である。

『金瓶梅』全百回は、始終すべて対偶構成によっており、その（対偶を構成する）題目を合

計すると二百の事件となる。とはいえ一つの回の前後半に二つの事件があって中間で一語が橋

渡しする場合もあり、また前後半に二つの事件があってこっそりとホゾによってつながれてい

る場合もある。たとえば第一回の趙玄壇の虎がそれである 。また、二つの事件がさらに前後

両段に分かれて、前の事件の前半を描いたあとに後の事件の前半を描き、再び前の事件の後半

を終えて、また後の事件の後半を終えるという場合もある。二つの事件が入り混じって描かれ

る場合もあるし、他の事件を挟み込みながら描かれる場合もある。結局のところ、題目中の二

つの事件が各回を支える幹となっているのであり、回を逐って細かく鑑賞するならそれを知る

ことができる 。

『金瓶梅』の各回に二つの事件があって対になっていることは勿論であるが、一方で二つの

回が“遥対”となっている場合もある。たとえば潘金蓮の琵琶〔 〕と李瓶児の象棋〔 〕が

対となっており、徳利を盗む〔 〕のと金（の腕輪）を盗む〔 〕のが対になっているなど、

これまた数え切れない。

前半はどこもかしこも“冷”たく、（それに気づく）読者は読むに堪えないほどである。後

半はどこもかしこもが“熱”いのだが、（ふつうの）読者はやはりそれを見てとることができな

い 。前半の“冷”たさはこれ以上ない“熱”さが描かれる箇所におかれているのが道理で、

じっくり玩味すればそれを知ることができる 。後半の“熱”さは、孟玉楼が西門慶の墓参を

曲で、いずれの曲選においても「嘆世」と注されている。劉太監が所望するが、周守備が「帰隠嘆世之詞」

であるとの理由で引き止める。

崇禎本と第一奇書本の第一回では、玉皇廟における西門慶ら十兄弟の結義が描かれる。その玉皇廟の経

堂に掲げられる趙玄壇元帥の画の傍らに描かれる虎の話題から、清河県を騒がせる人食い虎のことが導か

れ、回の後半での武松の登場がスムーズなものとなる。

ここでいう題目（原文「目」）とは、各回の回目または張竹坡による「第一奇書目」を指している。

『金瓶梅』は西門慶の隆盛と凋落を描くので、一般に前半が“熱”、後半が“冷”と理解される。それを

裏返した評言である。

たとえば「生子加官」すなわち男子が生まれ官職を得る第三十回は「熱の極み」（同回総評）であるが、
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する場面〔 〕で、作者が筆を存分に振い清明節の春景色を描くのを見れば分かる。

作品内には、もっとも真っ当ではなく重要でもない人物であるのに、最も好ましい結末を

迎えるという人物がある。韓愛姐がそうである。作品中の女性たちは数え切れないのに、ただ

韓愛姐が（亡き陳敬済への）操を守ることで物語を閉じるのは何故であろうか。作者はそこに

深い考えがあったのであろう。韓愛姐の母（王六児）が妓女となり、韓愛姐も東京（開封）よ

り戻るとやはり客を取ったことがあったが〔 〕、ひとたび陳敬済に心を寄せてからは死ぬまで

二心なく、これを花子虚に対する李瓶児、周守備に対する春梅と比べたならば、李瓶児と春梅

は恥じ入ること請け合いである。潘金蓮が西門慶と出会ったのも韓愛姐が陳敬済に巡り合った

のに似ているが、潘金蓮はまず琴童と〔 〕、続いて陳敬済と〔 〕、さらに下っては王潮〔 〕

と密通しており、なんとも、心を入れ替えた妓女（韓愛姐）と比べても及ばないではないか。

これが（作者が）韓愛姐をもって物語を閉じて諸々の女たちを恥じ入らせた所以である。且つ、

韓愛姐が妓女の身から改心してなお節を貫き得たのに、（他の女たちが）立派な住まいに身をお

きながら過ちを悔い改めず、ずっと廉恥の心を持たぬまま、自らを滅ぼす道にあって戻らない

とは何事かと言っているのである。

『金瓶梅』を読むには、その家屋の大きな配置に注目すべきである。家屋の大きな配置と

は以下のようなことである。つまり、潘金蓮と春梅を同じところに置き、李瓶児は別の場所に

置く。また潘金蓮・李瓶児・春梅は前庭で一緒に住まわせねばならない。潘金蓮と春梅が一緒

にいることで李瓶児は孤立し、同じ前庭で近くに住んでいることで潘金蓮と李瓶児は（互いに）

嫉妬をする。呉月娘の住居が遠いことで、陳敬済は（潘金蓮に）手出しをできる。

『金瓶梅』を読むに際しては、物語の接続部分に注目すべきである。たとえば、玉皇廟で

冗談を言うところで虎退治のことが導入される〔 〕。（西門慶の十兄弟に）花子虚を招き入れる

ところで、花子虚の家が（西門慶の家の）裏庭に隣接していることが導入される〔 〕。第六回

で潘金蓮との仲がやっとできあがったところで、（潘金蓮が西門慶を）嘲り罵る台詞のなかに孟

玉楼を導入する 。西門慶が応伯爵にここのところどこにいたのかと問うところで、李桂姐を

持ち出す〔 〕。数寄屋を建てることを借りて陳敬済を導入し〔 〕、（蔡京の）執事・翟謙の（西

門慶に妾を世話するよう頼む）一件を借りて王六児を導入する〔 〕。翡翠軒の場面を借りて李

瓶児の妊娠を導入し〔 〕、梵僧の薬を借りて李瓶児が病となることを導入し〔 〕、碧霞宮を

巻頭の「冷熱金針」で張竹坡は、「加官」から間もなく番頭の韓道国（「韓」は「寒」に通じる）が登場す

る〔 〕ことに注意を促している。

潘金蓮は、二日間自分のところを訪れなかった西門慶を、どこかで別のお気に入りを見つけたのだろう

といって詰る。

p85-104 04-田中先生.indd   92 2014/01/14   16:32:05



―　　―93

借りて普浄を導入する〔 〕。西門慶の墓へ参る場面で李衙内（李拱璧）を導入し〔 〕、玳安

が（妻妾のために）毛皮の上着を家に取りに戻るところから玳安と小玉との関係が導入される

〔 〕。このような例は数え切れぬほどである。けだしその運筆には、つないだ痕跡をあらわし

ていない。つないだ痕跡をあらわしていないのは、つまり“曲筆”、“逆筆”を巧みに用いてい

るからであり、あらためて話の筋を起こして“直筆”、“順筆”を用いようとはしないのである。

そもそもこの書物の筋は際限がないのであり、もし一つ一つ新たに話を起こしていたら、必ず

や数え切れるものではなかろう。私が筆を執る際にも、やはり必ずや“曲筆”、“逆筆”を用い

ようとするが、『金瓶梅』の作者のように痕跡を残さずに“曲”げ、気付かれずに“逆”さにす

るというわけにはいかない。この作品が見事である所以である。

『金瓶梅』にはしばしば、（秘め事が）露見し破れる箇所がある。例えば（西門慶と潘金蓮

の）窓の内の嬌声が和尚に聞こえてしまっている〔 〕。潘金蓮の琴童との私通が孫雪娥に知ら

れてしまい、またスカートの帯につけていた瓢箪（の形の香嚢を琴童に与えたこと）でさらに

危険な目に遭う〔 〕。壁越しの（西門慶と李瓶児の）密会が潘金蓮に見つかってしまう〔 〕。

宋蕙蓮の（西門慶との）密会には潘金蓮がぶつかる〔 〕。（潘金蓮は）翡翠軒では自分が李瓶

児（と西門慶の情事）を盗み聞きしていると思っているが、（同じ回の後半、潘金蓮と西門慶が

交わる）葡萄架には早くも小鉄棍児が（前半の潘金蓮に）対応して描き込まれる〔 〕。苗青か

らの賂を西門慶が受けるや、巡按御史（曽孝序）の怒りを買う〔 〕。（玳安が小玉との密通

につき呉月娘の）恩情を乞うと 、すぐに（玳安への贔屓を恨んで）平安が（呉月娘を）讒訴

する〔 〕。（潘金蓮が）西門慶の婿（陳経済）と密通した後、西門慶は（そうと知らずに）二

人の浮気の証拠に触れる〔 〕。（王六児の）外陰部に灸を焚くところは胡秀に見られてしまう

〔 〕。このような類もまた数え切れない。これを要するに、“険筆”を用いて人情の恐るべき

を描いているのであるが、さらにすぐれているのは、既に事が露見しているから（それについ

て触れるときに読者が）一言で分かるのであって、余計な力を費やしてくどくど書くことをま

ったくしていない点である。これこそが絶妙の筆法たる所以である。

『金瓶梅』には、わざわざ一つの事件を起こしたり一人の登場人物を出したりするのだが、

それがきっかけもなしに現れて、理由もなしに消えていくということがある。書童がその例で

ある。作者がどれだけの構想をめぐらせてやっと書童一人を生みだしたか分からない。西門慶

第九十五回の実際の場面では、密通の現場を見られた玳安と小玉は慌てふためくだけで、月娘はとくに

咎めず、二人を夫婦にしてやる。これが「乞恩」という表現と合わないためか、 の英訳（注 前掲）

ではここを、月娘が陳敬済を相手どった訴訟において知府の助けを求める場面〔 〕を指すと解釈してい

る。
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べきものである。春梅と玳安とがそうである。春梅が下女として（他の下女と）同じようにつ

とめている時から、（作者は）何度もの筆墨を用いて、その勝気で志が大きく気風が他と異なる

ところを描く必要があった。また、玳安が下男として大勢のうちにいるときから、たびたび筆

墨を重ねて、その様々に人に取り入るところを描く必要があった。後に春梅が（周守備の）夫

人となり〔 〕、玳安は（後継ぎの絶えた西門の家を継ぎ）員外となるが〔 〕、作者が必ずや

このようにしようとしたのは何故であろうか。盛衰を描いた書物にあって、（立場の）逆転を表

現できるからである。どういうことかといえば、目の前の下女を知るだけでは、彼女がいつか

夫人になるとは分からず、目の前の下男を知るだけでは、彼がやがて員外となるとは分からな

い。他人が見る目を変えて下手に出るのみならず、呉月娘までもが態度を変えて（春梅を）賓

客としてもてなし〔 〕、（玳安に）余生を預けるのである〔 〕。してみれば、人にみえる目

下の運気の盛と衰とに何の意味があろうか。これは作者が特に読者のために戒めたのである31。

そこで、（はじめ）彼らを汚泥のなかにおいて、のちに逆転を形成しようとするため、あらかじ

め彼らの気勢を高めておかなくてはならなかったのである。

李嬌児と孫雪娥の二人が必要だったのは何故だろうか。李嬌児を描くことで、（西門慶が）

潘金蓮や李瓶児に巡り合う前から、既に遊び人の女たらしで、多くのよからぬ事をしてのける、

さまざま救いがたい人物だったことを表しているのである。潘金蓮や李瓶児は（彼女たちを描

くことで）西門慶の悪辣さを“実写”し、李嬌児は西門慶の悪辣さをまた“虚写”しているの

である。描き出されたことは（作品内に読まれる）その通りであるが、未だ作中に描き出され

ない時点でも、どのような（作中に）うかがい得ぬ悪事の発端が前にあったか知れないのであ

る。作者の西門慶を憎むことは、何とかくも深かったのである。孫雪娥については、出身もい

やしく、身分も主人の手がついた下女に過ぎないのに、どうしてわざわざ筆墨の労をとって描

く必要があったのか。これまた作者の菩薩心なのである。西門慶ほどの悪辣さであれば、その

妻が妓女となるという結末を描かずに、どのようにして悪人に報いを与えればよいのであろう。

しかしながら、別のやり方で呉月娘を描くと決めた以上、呉月娘をそこまでに（妓女にすると

いう結末に）描くにはとても忍びなかったのである。孟玉楼はもともと罪がなく（西門慶によ

る）禍いを受ける側だったので、このうえ身代わりに報いを受けさせるには忍びない。李嬌児

はそもそも妓女の出身である。李瓶児は彼女を使って西門慶の生前に悪しき報いを受けさせる

役回りを受け持たせるので、なおいけない。潘金蓮には彼女への怨みを晴らそうとする人物（武

「戒めた」と訳した箇所は原文「碪砭」。「箴砭」の意として解釈した。
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むのである。してみれば、作者が西門慶を遇することはなんと手厚く情け深いことだろうか。

また天下後世の人に勉励を勧めることの、なんとどこまでも懇ろであることだろうか。そんな

わけで、このような大きな結末を胸中に抱いていたわけだが、もし突然最後にいきなり普浄を

登場させて（孝哥を）“幻化”して（俗世を去らせて）39、前に導入線がなかったならば、一つ

にはよくある紋切り型に陥り、二つには筆墨が作為の跡をのぞかせてしまう。そこであらかじ

め、呉月娘が仏法を好むことを、物語の道すがらでちらりちらりと、草のなかの蛇、灰で書か

れた線のように（断続的に）描かなければならなかったのであり、後にはわざわざ碧霞宮を描

き出し、雪澗に舞台を移すやまた普浄に顔を出させ〔 〕、遅れること十年にしてやっと永福寺

で（筋を）収めるのである〔 〕。且つ、（その場面の）幻影中では作品中の主な人物たちが、

花が開き豆が爆ぜるように現れては、また一人一人、煙が消え火が滅するように去っていく。

思うに生離死別については各人の伝にそれぞれ結末がつけられているので、ここは全体の大き

な結末なのである。作者はただただ、伏線を千も万も織り込んだ一つの作品をすべて“幻化”

して太虚へ還そうとしたのである。してみれば、呉月娘が仏法を好むのを描くのが、なまぐさ

断ちした田舎女のために（富裕な女性信者の）日常を漫然と描くような平凡なことであるはず

はない。この書の全体としての妙味は遠く離れた箇所に伏線をおくところにあり、不用意な筆

や他の部分と遊離した要素はなく、このゆえに見事さは群書に抜きん出ているのである。 

また呉月娘が仏法を好む内情には、三人の尼僧が隠れている。多くの陰謀詭計を弄し、呉

月娘に夜香を焚かせたり〔 〕 、懐胎薬を飲ませたりと〔 〕、手を染めぬこととてな

い。つまり仏法を好むのを描くのは、また呉月娘の表にあらわれない悪辣さを描いているので

あって、このことは必ずや理解していなくてはならない。

作中、孟玉楼だけがよい結末を迎えるのは何故か。思うに、李瓶児と潘金蓮という二人の

婦人を戒めるためなのである。どういうことかといえば、孟玉楼は不幸にも前の夫に早く死な

れ、自らも亡夫への操を守ることこそできなかったが、それでも静かに閨閣に身を置き、再婚

話は仲人にまとめさせた〔 〕。墓土を扇いだ（再婚を急いだ） との非難は免れ得ないとして

も、しかしそれは寡婦の常の情というものである。（再び西門慶に）嫁いでから白絹の団扇を手

「幻化」は普浄が孝哥を得度させる場面〔 〕の本文で用いられる表現。

第二十一回の小説本文では、西門慶と仲違い中の正妻・呉月娘が、遊蕩にふける夫のために夜香を焚き

祈っていたとされる。張竹坡は同回の総評で、じつは月娘は帰宅した夫が自分の祈る姿を目にするように

して仲直りを計ったのであり、且つそれは尼僧の授けた策略だったと論じる。

亡夫の墳墓の土が乾かぬ間は再嫁できないために、扇で土をあおいだ妻の故事に基づく。『警世通言』

巻二「荘子休鼓盆成大道」に見える。この作品は『今古奇観』巻二十にも収められている。
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うして他人の名文を批評できようか。私が『史記』は『金瓶梅』より容易いというのは、要は

『史記』が別々にあらわすが『金瓶梅』は合わせてあらわすということであり、司馬遷が生き

返ったとしても、私が『金瓶梅』に肩入れしているとは決して言わないであろう。それに私は

『史記』が『金瓶梅』に劣るなどと言っているのでは決してなく、『金瓶梅』は『史記』の美点

をすべて備えているというのである。文章の得失はただ考えのある者のみが知るのであり、私

はただその文の見事さを鑑賞するだけであって、どうしてわざわざ作者が古の人であるか時代

の下った人であるかを論じ、彼のために論争したり譲ったりなどするであろうか。

小説の作者が概して自らの名を記さないのは、各々（現実世界を）指し示すところがあっ

たり、暗に誰かのことを指したりして創作するからである。作者が人の悪い点は隠し良い所を

褒める筆法を用い 、人物の（真の）姓名を留めず自らの姓名もあらわしていないのに、後の

人ときたらそのために委細を詮索し（真の）姓名をはっきりさせずにおかないのはどういうわ

けであろうか。その心がけの何と刻薄なことか。その上、伝聞の説は殆どが穿ったもので、深

くは信じられない。（そうした説は）要するに、作者に憤激がなければ書を著すはずがなかった

といってしまえば、一言でおしまいなのである。指し示さんとする人物がたとえ作中に現れて

いたとしても、その人物に対して憤激する当人（作者）はかえって明言するに忍びなく、その

人物に憤激せぬ我々がかえって正体を特定しようとせずにおかないのは、まことにくだらなく、

どうでもよいことである。故に、（厳世蕃の）別号が「東楼」でありその幼名が「慶児」である

（ことが西門慶に対応する）といった説 は、すべて放っておいて相手にしないのである。書

物を書いた人物についても、ただ「作者」と称するだけにしておく。彼が書物に名を記してい

ないのに、どうして私が余計なことを述べる必要があろうか。近ごろ私は『七才子書』 とい

うのを目にしたが、到る所に王四という名前がある。批評者には各々考えがあるとはいえ、私

としては、こんなくたびれもうけに関わらずに、文章の始終にもっと注意を向けたらどうかと

思う。気まぐれにここに記して世の人々に申し上げるものである。（つづく）

※本稿は、科学研究費補助金（課題番号 ）による成果の一部である。

原文「隠悪揚善之筆」。『中庸』に「舜は…悪を隠して善を揚げ」云々とあるのに基づく表現。ここでは

悪く描く人物のモデルを名指ししないことをいう。

作者・年代とも不明の資料ながら、『寒花盦随筆』（蒋瑞藻『小説考証』所引）に「世にいうには（中略）

厳世蕃（厳嵩の子）は幼名を慶といい、西門も名を慶という。世蕃は東楼と号し、この書（『金瓶梅』）で

は西門という姓によってこれに対応させている（世伝…世蕃小名慶、西門亦名慶。世蕃号東楼、此書即以

西門対之）」との記載があって、張竹坡がここで述べるような説が通行していたことが分かる。『金瓶梅』

の成立をめぐるこの伝承については、大木康「厳嵩父子とその周辺――王世貞、『金瓶梅』その他」（『東

洋史研究』第 巻第 号、 ）に詳しい。

『 第 七才子書』とは、毛綸と毛宗崗が『琵琶記』に批評を附したもの。『琵琶記』は作者の高則誠が

王四という友人の行いを諷するために書いた作品であるという立場に立っている。
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