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1. はじめに 
文 化 四 年 に 出 版 さ れ た 山 東 京 伝 の 読 本 

『梅之由兵衛物語絵本梅花氷裂
うめのよしべえものがたりえほんばいかひょうれつ

』は、「梅の由兵衛も 
の」とよばれる歌舞伎・浄瑠璃作品を典拠として書か

れた 1。これらの典拠をつなげ、物語の世界を統一す

るのが金魚である。本稿では、まず『梅花氷裂』にお

ける金魚の役割を考える。その後、近世から近現代ま

での文学作品に登場する金魚がどのように描かれたか

について、いくつかの例を見ていきたい。 
 

2. 梅花氷裂のなかの金魚 
『梅花氷裂』の金魚は、馬場文耕の『世間御旗本容

気』「年中在番に道中往来する飛脚形気」を典拠として

いる 2。両作品には共通点が多く、夫の留守中に妻が

密通する点、妻が恋敵に嫉妬して折檻を行う点、死ん

だ女の怨念が金魚に憑く点があげられる。一方、最大

の相違点は、『世間御旗本容気』の金魚が、物語の一部

のみに登場するのとは異なり、京伝が金魚を全編にわ

たって登場させ、利用する点である。『梅花氷裂』にお

いて、金魚は二つの面で典拠をつなぐ役割をもつ。一

つめは登場人物を結びつける役割、二つめは怨念の媒

体としての役割である。 
 
① 登場人物を結びつける金魚 

『梅花氷裂』では、重要な事件に金魚が関わる場合

が多い。金魚は十郎左衛門の手で日本へ渡来し、唐琴

浦右衛門の手に渡る。浦右衛門は金魚の繁殖力を見て

嫡子を得るため妾を求め、家臣の数右衛門が金魚の餌

を採りに出かけて偶然再会した古手屋三郎が藻の花を

妾として紹介する。浦右衛門の妻桟と蓑文太の密通は、

猫に金魚を奪われることをきっかけとして始まる。浦

右衛門は妾の死後、十七日間の仏事を行って金魚を放

生し、十郎左衛門の息子長吉は十七日の苦行後井戸か

ら蘭鋳を得て金七十両に換える。この金が後に悲劇を

生む。これらの複雑な人間関係と因果関係は、前編の

最後に十郎左衛門の口から説明される。 
また、従来不要とされてきた十郎左衛門による数右

衛門の殺害場面も、金魚を日本に齎した十郎左衛門の

再登場と、彼の息子長吉の登場へ繋がり、物語に拡が

りを与えている。さらに、一見無関係な浦右衛門と長

吉も、「十七日間」という共通点をもつ。このように、

金魚は複雑な人間関係を一つに繋ぎ、登場人物を一つ

の場所へと引きつける重要な役割を持っている。 

 
② 怨念の媒体としての金魚 

金魚と怨念は、妾藻の花の死によって結びつく。妊

娠中の藻の花は、折檻と飢餓によって変貌し、その醜

貌は藻の花の血を浴びて変化した異形の金魚、蘭鋳へ

と移行する。一方の桟は、夢中で金魚に噛まれて以来、

蘭鋳に似た姿になって苦しみ、藻の花の霊に憑依され

て簑文太と桟への復讐を誓う。その予言どおり、桟は

簑文太に殺害される。 
本文中で、藻の花殺害場面の金魚と、病床の桟の姿

とはほぼ同様に描写される。後に桟が蘭鋳の姿になる

ことは、藻の花の怨念の作用を表すと同時に、桟が出

産に失敗した女の姿を擬似体験することで、藻の花と

桟が同化する過程を描いたともいえる。死霊になった

桟と、藻の花の血を浴びた蘭鋳の動きの表現が細部ま

で酷似することも、二人の同化を象徴すると考えられ

る。未出版の後編の予告では、二人の怨念が一体化し

て簑文太を苦しめるとされ、京伝が藻の花と桟の怨念

を意図的に同じ蘭鋳の姿に描いたと考えられる。また、

挿絵に描かれた桟と口絵の蘭鋳は、姿は違うが、共に

妊娠中の藻の花を模した化物に描かれる。京伝は、蘭

鋳のもつ不気味で奇妙な姿を女性の怨念と融合させ、

効果的に利用しているのである。 
 

③ 京伝独自の趣向 

浦右衛門夫妻が、金魚の繁殖を見て嫡子誕生のため

に妾を抱えることを決心することから、ここでの金魚

は子孫繁栄の象徴と考えることができる。また、金魚

の餌を採りに出かけた数右衛門が妾を紹介される場面

は、唐琴家が金魚の繁殖の手段と一家の子孫繁栄の手

段を同時に得るという二重の意味を持つ。また、浦右

衛門が自分の留守中に金魚を護るよう命じたのも、藻

の花の安産への命令と重なり、「金魚の安定＝家内の安

定」と考えることができる。さらに、金魚は隣家の猫

に奪われて死に、藻の花も隣家の蓑文太に殺害され、

藻の花の怨念は金魚を妊婦の姿に変化させる。 
京伝が人物造形の本質を母性に置くという指摘はす

でにある 3。『梅花氷裂』の金魚が女性の持つ母性や、

妊娠が身体に与える美しさや醜さを表すという指摘に
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は説得力があり、金魚が母性や子孫繁栄の象徴である

可能性はないとは言い切れない。例えば、桟が隣家の

猫に金魚を奪われる事件は、桟の貞操が隣家の簑文太

によって失われる予兆として捉えうる。家の外に流出

した金魚の死は、唐琴家の内側にあった母性や貞操、

子孫繁栄の方法の喪失を意味し、藻の花という母性が

損なわれることに繋がる。また、京伝が作品中に利用

した『和漢三才図会』には「子を藻中に生み好んで自

ら喰らふ」とある。京伝は藻の中に生んだ自分の子を

食す金魚の性質を「藻の中の子＝藻の花の胎児」とし

て利用し、藻の花に子を産めない産女という性格を付

与したのではないか。 
 

3. 近世文学作品における金魚 
 金魚は、十七世紀末ごろから近松門左衛門の『遊君

三世相』（貞享三年初演）や井原西鶴『西鶴置土産』（元

禄六年）などの近世の文学作品に登場するが、高価で

庶民の手の届かないものとして描かれた。しかし、井

原西鶴「浮世栄花一代男」では、「鹿ノ子揃いの衣装川

浪に移ろひ鯉鮒目におとろきて自然と金魚桜魚の如

し」と、水面に映った女性の衣装の華やかな模様が、

金魚の模様に似ているとする例が表れる。また、十九

世紀初めには、『柳多留七五篇』の「金魚の尾かいどり

を着た取廻し」のように、金魚の尾を遊女の服装に例

えた句がある。『梅花氷裂』の挿絵でも、藻の花の着物

は水草と鹿ノ子模様という、金魚を連想させる柄に描

かれる。近世中期以降には、金魚の姿と女性の衣装と

が類似するという考えがあったようである。 
『梅花氷裂』のように、金魚を生殖や子孫繁栄の象

徴として使用した作品としては、曲亭馬琴作『風俗金

魚伝』（文政十二年）があげられる。『風俗金魚伝』は

通俗本『通俗金翹伝』を翻案した合巻作品である。作

中で、金魚を養殖する浪人が、特に立派な蘭鋳三尾と

自らの三人の子とが似ていると考え、その中で最も大

きな蘭鋳を売ることが、後に長女魚子の身売りと不幸

に繋がる。これは馬琴独自の趣向であり、『梅花氷裂』

で金魚の盗難が唐琴家の崩壊に繋がる趣向によく似て

いる。『金魚伝』では、魚子の受難は、寺の池の金魚と

して多くの虫を食べた前世の罪が原因であると説明さ

れ、聖人の教化で物語は大団円を迎える。これも、京

伝が予定していた『梅花氷裂』下巻の結末「絶海禅師

の教化によりて藻の花の霊成仏得脱の事」と似る。し

かし、『梅花氷裂』の金魚が、要所に登場して物語世界

を緩やかに結合する働きを持つのに対し、『風俗金魚

伝』での金魚の利用は、登場人物の名前が「鱗藏」「魚

子」等、金魚に関連したものである点と、題名に「金

翹」と音の似た「金魚」を利用した点とに留まり、金

魚自体に物語を動かす役割はない。同様に、松亭金水

の人情本『沈魚伝』（天保三年）も、金翹伝の筋書きを

わかりやすく書きかえ、「金魚」という言葉を題名に利

用してはいるが、物語の内容に金魚の性質は活かされ

ていない。 
一方、『梅花氷裂』ともっとも近い金魚の利用は、京

伝自身の合巻『磯馴松金糸腰簑』（文化十一年）に見ら

れる。武家の妾萍が嫉妬深い妻に殺害された際、妾の

血を浴びた金魚が蘭鋳となり、後に妻は金魚の妖怪に

憑依されて悪夢と奇病とに悩んだ末、金魚の妖怪に首

を食い切られて死亡する。この挿話は『梅花氷裂』の

妻妾の争いと酷似している。しかし怪異の描写は少な

く、金魚の利用もこの場面に限られる。妻の死因も、

動物に乗り移った女の怨霊が、後妻の首を食い切ると

いうパターン化された怪異譚に近く、病を通して妻妾

が一体化する趣向も省かれている。以上の点から、母

性や怨念が色濃く投影された『梅花氷裂』の金魚は、

近世の文学作品の中では特殊な存在であると推測でき

る。『梅花氷裂』で「金魚」という一つのモチーフに母

性や子孫繁栄の象徴としての複数の性質を持たせた点

に、京伝の大きな試みがあるのではないだろうか。 
 
4. 近代文学作品における金魚 
近代以降も、金魚は様々な作品に登場する。その中

から『梅花氷裂』のように、金魚に女性性と怪異性と

を持たせたいくつかの作品を例に挙げ、それらの作品

中で金魚がどのように扱われているかを考える。 
 

① 女性としての金魚 

金魚が「女性」を表す例として、田村俊子『生血』

があげられる。処女を喪失した主人公「ゆう子」は、

翌朝ふれた金魚の生臭さを「男の匂い」と感じ取り、

金魚の眼をピンで刺して投げ捨てる。ゆう子は変化し

た自分を「傷物」と考え、「毛孔に一本々々針を突き刺

して、こまかい肉を一と片づゝ抉りだしても、自分の

一度浸つた汚れは削りとることができない」と絶望す

る。従来、この金魚への暴力は、「金魚＝男性」への復

讐 4 とされてきたが、近年、投げ捨てられて腐る金魚

を、処女喪失後の女性とする意見も出ている 5。また、

ピンで「眼を刺す」という行為は、他者の視線を拒む

「ゆう子」の心情を表すと同時に性行為を意味し、腐

敗する金魚の姿を、処女性を失った女性、すなわちゆ

う子をさしていると考えることができる。また、作品

中では女性の性経験の有無を、「紫」と「赤」とで区別

しているという説に従えば、作品冒頭では「紫」の花
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の蔭で泳いでいた金魚すなわち処女が、ピンで目を突

かれるという性経験ののち、死んで「赤」く腐り、た

だの女に変化した、と考えることもできる。同様に、

金魚が少女から女への変遷を表す例は、太宰治『女生

徒』（昭和十四年）にも見られ、金魚の生臭さを「雌＝

成熟した女性」の体臭として嫌悪する少女の気持ちが

描かれる。 
また、岡本かの子『金魚撩乱』（昭和十二年）では、

主人公の復一が、幼馴染みの真佐子に似た理想の金魚

を作ることを望んでいる。ここでの金魚は、「擬似恋愛

の対象＝女性」として描かれる。一方で、復一にとっ

て金魚は自分の「子供」そのものであり、金魚に餌を

やる復一は自分に「母性」を感じている。当時妊娠中

の真佐子が、金魚を復一の「子供」と捉える場面もあ

ることから、『金魚撩乱』の金魚は、女性であり、母で

あり、同時に子供の象徴と考えられるのである。これ

らの例から、近代以降の文学作品でも、金魚が女性や

母性の象徴として描かれた可能性があると言えるだろ

う。 
 
② 怪異としての金魚 

岡本綺堂『冬の金魚』（大正十三年）は、痴情の縺れ

から女が入水する「お玉が池事件」に取材した探偵小

説である。作品中に登場する湯の中で生きる不思議な

金魚は、ある男から主人公の画家の手を経て好事家の

元へと売り渡されて死ぬ。それと同時に画家と画家の

女中とが怪死し、複雑な恋愛関係と事件の真相が暴か

れる。金魚は「恋愛」と「死」を運び、物語に怪奇性

を与えている。幕末の金魚が庶民の娯楽であり、奇妙

な外見の品種も多かったことも、物語に怪奇性を持た

せる一助となっただろう。 
室生犀星『蜜のあはれ』（昭和三十四年）では、金魚

自体が怪異として登場する。『蜜のあはれ』は老作家上

山と、金魚の会話体で描かれる。金魚は若い女性とし

て上山と同居しており、誰もその正体に気づかないが、

生きるためにイトミミズや藻を食す異形の存在である。

金魚の正体を知るのは上山と金魚の実家である金魚屋、

「いうれい」と「田村ゆり子」の四人である。この二

人の女性は既に故人であり、その存在や行動は金魚の

口を通して上山に語られ、二人が上山に直接逢うこと

はない。ここから、金魚が人間の上山よりもあの世に

近い存在として設定されていることがわかる。また、

金魚は自分の死期が近いことを予期し、上山の周囲の

女性への嫉妬を理由に「化けられたら、いつか化けて

出てみたい」「化けてでるわよ」と、「ばける」ことを

強調して妬婦の怨霊としての性質を暗示する。『蜜のあ

はれ』の金魚は女性であり、怪異でもあると言える。 
北原白秋の童謡「金魚」（大正八年）は、白秋の妻の

出奔直前に書かれた。6母さんの不在と寂しさを、金魚

を殺して紛らわす人物が金魚の目の光に怯える陰惨な

詩である。ここでの金魚は怪奇的な存在であり、妻や

婚姻という女性性を持つものとして暴力に曝される。 
これらの作品の金魚は、愛嬌のある愛玩物というより

は、どことなく不気味な存在として描かれている。金

魚の存在自体が怪異性や不気味さを象徴する傾向を持

つのかもしれない。文明開化に伴い、妖怪や怪異は「神

経病」として存在を否定された 7。『梅花氷裂』の金魚

が持つ強い怪異性は薄れ、近代文学の金魚は、女性性

を持つものとして作品に現れたといえるだろう。しか

しその中で怪異性は生きつづけ、『蜜のあはれ』にある

ような、あの世とこの世を結ぶ存在としての金魚もた

しかに存在したのである。 
 
5. おわりに 
以上、京伝が、各個の場面において金魚に怪異性や

女性性などの意味をもたせ、作品世界を読み解く上で

重要なものとして金魚を配置したと考えてきた。 
金魚に女性や怪異としての性格を明確に付与し、作

品全体に反映させた例は、当時の作品には見られない。

しかし、『梅花氷裂』に描かれた金魚のもつ女性的な性

質は、近代以降に発表された『生血』や『金魚撩乱』

などにも現れ、「金魚＝女性」という京伝の捉え方が近

代の文学にも生き続けたと言うことができる。さらに、

女性性と怪異性を併せ持つ存在としての金魚も、『蜜の

あはれ』や白秋の童謡などに登場しつづけ、現代に至

るまで描かれてきたことがわかった 。 
『梅花氷裂』の金魚に、典拠にあった怪異性のみで

なく、護り育てるべき子孫や貞操としての性格が意図

的に与えられたとするならば、『梅花氷裂』の金魚の利

用方法にこそ、京伝の新しさがあると言えるのではな

いだろうか。 
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