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要    旨 

日本の好色文化に話及んで、きっと世界で有名です。日本人が性に対応す

る態度、間の強烈なコントラストにねじ曲がることと自然の本能の審美眼から

の病的な状態をあがめ尊んで、世界で他の民族より、一般的な人も思いもよら

ないで、文化で日本と同根同源の中国でも、完全に彼らの心理状態も理解する

ことが難しいである。例えば「好色」2 字、古代から一つ欠点と見なされて、

あれらの英雄豪傑達は、よく男女の情のため「英雄気短」の悪名をもらって、

いわゆる「好色はつまり放縦である」。しかし、日本で「好色」は恋愛中の男

女の気持ちを形容したので、賞賛する意味にあこがれます。男歓女愛について、

肉体的と精神的な楽しみを称賛する事に値するので、日本で古代文学の中に 1

種のもっぱら色情の愛情を描写する「好色文学」があります。 

「色」に関して、かつて下のような考証を見たことがあります。「日本の奈

良時代、「色」はただ色と表情、そんな 2 層の意味だけが含みます；平安時代

まで、また華美なことと恋愛情趣の内容を増加します」って、指すのは、多い

女性との恋愛する情趣で、思いきり喜んで、自分の も理想的な女子を選出し

て、彼女と付き合うことである。それによって、日本で「好色」の伝統があっ

て、そして「色」を芸術あるいは文学の高度に上がります。 

どうして「好色文学」は日本の文壇で重要な地位を占有することができて、

どうして中国の文壇でこの種類の文学を「甚だしい災禍」だにと見なす。日本

民族の習慣と文学伝統に対する掘り起こすことを通して、井原西鶴文学の中の

性で突入地点とすることがあります。この種類の文学中の性が別に単純でない

性を描写して、深い寓意を持っていると説明する。作者は西鶴文学中の性を解

読したいと思って、日本文壇の中にこのようなの現象存在するのは、合理性と

必然性を釈明する。 
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摘    要 

说到日本的情色文化，想必是世界闻名的。日本人对待性的态度，崇尚自然

本能审美观的病态和扭曲之间强烈的反差，让世界其它民族感到匪夷所思，即便

是作为文化上同根同源的中国，也不能够完全理解他们的心态。譬如“好色“二

字，自古就被视为一种缺点，那些英雄豪杰们，也往往因儿女情长而落个英雄气

短的骂名，所谓“好色即淫”，而日本的“好色”一词是用来形容恋爱中的男女

之情的，隐含着向往赞赏的意味。对于男欢女爱，肉体和精神的愉悦是值得赞颂

的事情，日本古代文学中就有一类专门描写情色爱恋的“好色文学”。 

关于“色”，曾看到过这样的考据：在日本奈良时代，“色”只含有色彩和表

情两层意思；到了平安时代，又增加了华美和恋爱情趣的内容。指的是与众多的

女性的恋爱情趣里，选出自己最理想的女子以尽情欢娱。这似乎说明，日本有“色”

传统，并将“色”上升到了艺术或者文学的高度。  

为什么“好色文学”能够在日本文坛历史中占据举足轻重的地位，为什么中

国文坛中却把此类文学视为“洪水猛兽”。通过对日本民族习性以及文学传统的

挖掘，以井原西鶴文学中的性作为切入点。说明此类文学中的性描写并不是单纯

的性描写，而是有着深刻的寓意。作者欲通过对西鶴文学中的性的解读，来解释

日本文坛中这种现象存在的合理性和必然性。 
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日本の好色文学--井原西鶴の好色物をめぐって 

 

はじめに 

 

日本の も穏やかな平安時代まで、さかのぼって男女の恋の描写などを主

とする情愛文学が始まりました。その時、こんな作品は、女性作者がわりに多

くて、彼女たちは敏感で非常に細い筆致を使って、気高くて、優雅な息で男女

の情愛を作りました。主人公はいつも皇室の貴族である。その中、「伊勢物語」

と紫式部の「源氏物語」は も代表的な作品である。 

「伊勢物語」が歌物語の代表で、在原業平の元服直後から辞世の歌にいた

て、おぼしき人物との恋愛や友情を、簡潔な文体と叙情性が高い和歌によって、

波瀾と起伏に富んだ人生（一代記）に沿って描き出した作品である。その上、

作品名も好色な気持ちを表現して、「伊」は女性で、「勢」は男性で、書いたの

は男女の事で、また、「みやび」の文学もいわれて、描かれた多彩な男と女の

物語は、次代の「源氏物語」にとって開花させ、後代の文学にも多大な影響を

与えた。 

「源氏物語」は三部分に分けて、主人公光源氏の誕生から「准太上天皇」

という栄華の絶頂にいたる三九歳までの時期、薫を中心とした巻ごとに登場す

る女性との恋物語を通して人間の生き方と愛のあり方を深く追求することを

描く、後世の文学に多大な影響を与え、今日なお多くの人々に読みつがれてい

ます。 

江戸時代まで、井原西鶴が現れて、同じく 2冊画期的な意義を持ってる小

説：「好色一代男」と「好色一代女」が出てきます。 

 

 

 

 

第一章  井原西鶴の好色物 

 

第１.1 節 井原西鶴登場 



井原西鶴、江戸時代に大阪の富裕な商人の息子として生まれ、近世独特な

本格的な小説家である。彼の一生は多いの、平民生活の情趣を反映する小説を

創作して、「浮世草子」に総称されます。西鶴の作品は大きく四つに分類でき

る。男女の愛欲の姿を描いた「好色物」、武家社会の義理を描いた「武家物」、

諸国の珍談や奇談を集めた「雑話物」、町人の経済生活に取材した「町人物」

である。しかし作品の中で も評価が高いのは 「好色物」である。1675 年西

鶴の妻は病死して、エキサイティングを深く受けられて、経営する商店と子供

を仲間に頼み、大阪で剃髪して修行して、後日本各地へ周遊しました。1682 年

41 歳の時、散文の形式で第一部愛情小説「好色一代男」を書き出して、好評を

博して、それからまた「好色二代男」（諸艶大鑑）、「好色五人女」、「好色一代

女」などの「好色物」を書き出して、こんな業績に頼って、日本古典小説の

後の嵐を形成して、江戸時代の小説を熟に引きました。その時の文学、明治初

期の文学と後の耽美主義文学などに、すべて影響を与えました。 

  

第１.2 節 「好色一代男」 

1682 年に発表した「好色一代男」は全部 8巻 54 章で、主人公は、京都豪

商の一人息子世之介。早くも七歳で愛欲に目ざめてから放蕩の限りを尽くし、

六十歳で女護島に渡るために船出するまでの五十四年間を、一年を一章として

社会風俗や生活を描いている。構造で「源氏物語」五十四帖になぞらえたり、

「伊勢物語」をパロディ化したりして、入念で微妙な筆致で一人の風流野逸、

勝手気ままな子を描写している。主人公世之介は、一生のすべて、尽きなく愉

快な情愛を求めていました。彼は、ほしいままにふるまう少年時代でも、落ち

ぶれて困窮の青年時代でも、それとも湯水のごとく金支払う中老年時代でも、

いずれも思案をめぐらして思いどおりになる人と恋愛しました。妓楼の花魁大

夫でも、海岸での漁女でも、出家する比丘尼でも、男妓でも、彼にすべて見逃

さないで、彼 7歳から思春期に入ってから、54 歳まで、全部で 3742 人の女と、

752 人の男妓との雲雨のことがありました。作品の終わりにはとてもおもしろ

くて、世之介はすでに日本のすべての妓楼をぶらぶらして回った、彼も 60 歳

を越えて、自分で余る 6000 両黄金を東山に埋めて、同様な気持ちの友達を 6

人招いて、一つの「好色丸」というだけの小舟をつくって、情欲の食品、ツー

ルと薬品がいっぱい載せて、いっしょに伝説の中での、ただ女だけの“女護島”



に向って行きました。これから、更に彼らの行方を聞いたことがあるいかなる

人もありませんでした。すこぶる“ナンセンス”の味がある。 

「好色一代男」の書いたのは女色をあさる好色な事ですが、しかし本当の

男女交配の文字が数百にも足りなく、残るのは、すべて様々な世人情、地方風

物など、生き生きと詳しい事である。私の も好きなのは、名妓の風格とアパ

レルにのいろいろな描写および派手な金支払う場面である。風雅も言えないで

すけど、だらしなく女色をあさって、贅沢の生活にも、とてもあこがれを抱か

せます。  

 

 

第１.3 節 「好色一代女」 

彼の別の 1 部重要な色情小説は「好色一代女」である。「好色一代女」は

老女の自述という形をとって、一人の風流な美人の、十三歳から六十五歳まで

の身を持ち潰していく様を描く。彼女は少年時代から、宮に入って、武士と仲

良くなるため、すぐ追放されました。その後、俗世間に転々として、諸侯の艶

妾、歌の妓女になりました。だんだん中等妓女に、それから下等妓女になりま

した。つないで書いて、中間の髪の毛を剃っていって、男のたぶさを結って、、

和尚の愛人として寺院の中で隠れられました。寺院を離れた後、自分で女子習

字所を創設して、字を書くことと礼儀作法を教えました。一人の青年を誘惑し、

彼を肉欲に狂って死なせました。そこでまた絹織物屋に行って使用人として手

伝いさせました。また主人を誘惑して、女将さんを毒殺するつもり事が敗けた

後に、せっぱ詰まり気が狂いました。はっきりしている後、もともと悔悟しま

した。しかしまた漂流して歌船で客を楽しませて、歌を歌って金を得る、甚だ

しきに至っては身を売る比丘尼になりました。更に金持ちに髪を結いあげる仕

事をして、奥さんは斑禿の秘密を知り抜いたので、すぐ主人を誘いました。使

用人の生活後、自分で裁縫屋をして、それによって自由に男を探していました。

このような鈎までし続けることができないで、やっとまた別のところへ流浪し

て、茶屋ウエートレス、風呂屋垢を落とす女などになりました。一人の扇子屋

が彼女に気に入って、女将さんになせました。しかしお客さんを誘って恋する

ため、結局どうしても流浪しなければなりませんでした。……各種の男、彼女

で手元(体)に行き来しました。いつの間にか、年月は消えて、顔かたちの年寄



りじみている彼女、仏祖に直面して、自分のでたらめな一生を振りかえって、

心の上で救うことを得て買い戻すことを望みました。 

「好色一代女」を読んで私がとても感動して、このような自叙伝形式で 1

人の妓女の一生を述べて、とても特別で、とても人に感染することができます。

思春期に入るビャクズクのような少女、春の花に着いて錦のような青年女子で、

あでやかな姿がいまだ残るうばざくらに着いて、人間は年を取れば、役に立た

ない世の変転の古い傴に着きます。1人の女の一生の涙と艱苦、その中で尽く

している。 

 

第二章 西鶴の作品への評価 

 

第 2.1 節 西鶴の作品の定義 

この両部の作品に対して、今なお人々はまた位置付けに対して、すこぶる

論争があって、ある人は、それらが日本好色文化の山開きをする行うことだと

思って、色情文学の中の経典をも。しかしも、ある人は、それらの別に純粋で

ない色情文学を思って、更に社会批判の意義を持っている小説である。私はそ

れらが純粋な社会小説ではないと感じて、同じく単純な好色文学でもない、二

つ兼ね備える社会恋愛小説であると思う。  

 

第 2.２節 西鶴の作品の文学性質 

一方、井原西鶴は日本の「色欲小説」の鼻祖と言われる。彼は一生各地の

花街柳巷での自らの経歴は、彼の色欲小説を創作のため、大量な、豊かな、生

き生きな素材を蓄積しました。作品の主人公は明らかに彼自分の影も見える。

ひたすら色欲に沈んで、官能享楽を求め、ヒロイン達は作者性体験の対象の化

身で、彼女たちの性に対する体験と感じを入念に微妙な描写し、更に生き生き

としている感がある。 

 

第 2.３節 西鶴の作品の芸術価値 

一方、それらの反映したのは、300 数年前の日本資本主義の芽生えが強大

になる時期、町人生活の百態、世の中大勢の愛情に夢中に追求する男女ことで

ある。作者が商人の生活を経験したことがあるためかも知れなくて、しかもか



つて日本で各所に周遊して、そのため、その時代の商人の生活と各地の人情の

姿について、すべてとても明らかで、男女情愛に対して描写を行う時、いつも

1枚の江戸の風情に現れ出て描ことも忘れないで、この作品の芸術価値を「好

色」の範囲に超えさせました。町人階層の 1員として、彼は完全に、その「好

色社会」に溶け込みました。彼がこの社会に対して、全景式で把握する時、外

在の色欲興味から左右されません。彼はまた、その他の方面を注意して、季節

の交替、景色の激しく変わり、立ち居振舞い、服装と着飾りなど、彼の言葉遣

いにすべて現れることがあって、入念に非常に細かいである。井原西鶴は新興

の町人階層の立場から、その時の世態人情を述べて、後世ために貴重な社会史

の記録も残しました。 

  

 

特别提醒： 
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第三章 日本好色文学の特性 

 

第 3.1 節 日本の好色文化の歴史的な特性 

私達は見るべきのは、「好色」は日本文化の一部として、日本人の特性か

ら決定するものです。日本で原始の婚姻制度の存在時間は、とても長くて、大

陸のように、前に（春秋時代）婚姻と性に対して禁忌と枠の期限を行わないで

ある。日本は飛鳥時代前期、大陸文化を導入した前、婚姻制度はまだ乱婚が残

り、「一夫多妻制」で、大化革新の時やっと制度の上で、このような婚姻に対

しての決まりを作りました。だから、日本は自分の民族文化を形成する時、こ

のように性に開放の態度はすでに民族特性の中にしみ込みました。このような

特性は甚だしきに「日本の始まる神話」から見ることができる。日本の神は泰

然として、よく性に楽しみので、日本は決して存在して宗教のため、性の禁忌

に基づきなくて、愛と性に対して、とても寛容な態度をとって、これもまさに

日本人の色情は見える。 

  

第 3.２節 日本の好色文化の宗教的な特性 

大陸文化で性に対する態度と違い、日本文化は開放的な態度をとる。日本

が大量に大陸文化を吸収する時、彼らの社会進歩への役に立つ、いくつかもの

に対してただ吸収するだけ、と彼らの固有文化について責める衝突のがある。

特に仏教の禁欲主義についてとても納得できないである、日本文化は思う性と

仏陀の対立のですため、逆に倒れて人間性と情欲を重視して、愛と性に対して



寛容な態度をとる。日本の和尚は「肉を食べて妻をめとる」の権利がある。日

本の墓道と仏教は性のが制約がないことに対して、日本人の性に対する倫理の

観と日常生活に影響させている。 

 

第 3.３節 日本の好色文化の民族的な特性 

日本人の日常の生活習慣の中でも、屈折な性に対する寛容な態度が出して

いる。日本で過ぎている人はすべて、日本人がよく清潔だと思って、「毎日必

ず入浴します」と、その上日本に特別な現象があって、男女は混じって入浴で

ある。これは別の国家の人からすると風邪化があったので、日本人はとても平

然としこの事に直面して、これが決してどんな倫理道徳に背くかと思いなくて、

とても正常的である。これは、性と婚姻は日本で別れたので、彼らは裸に対し

てとりますの寛容な態度である。  

 

結論 

別の角度から見て、実は井原西鶴が生きの江戸時代、まさに日本民間の市

井の息が大規模に文学作品の中ではっきりと表し始める時で、色情文学まさに

市井文学の一大の内容である。その中、述べ表した男女の密会の様々な機関、

いろいろな人、特に 1番下の人物の欲求と満足、十分に１つの時代の人と気風

を反映している。江戸時代と我が国の明清時代、イギリスのビクトリア時代と

は、違いが多くなくて、あの時の中国とイギリスでも、同様に多くのいわゆる

「好色文学」が生んで、比較する意義から見て、社会と経済発展と大きい関係

がある。井原西鶴は市民階級の 1番早い代弁者と弁護人である。彼の作品は更

に現実生活と人を重視して、伝統の権威、神或いは封建的な倫理道徳ではあり

ません。彼は物欲と愛欲を人の本性を見なして、それが生命の活力だと思う。

だから、彼の人生観も財力と物資を重視して、現世享楽を主張して、権力と偽

りの封建的な倫理道徳を蔑視している。芸術の上で、井原西鶴は入念に生活を

観察して、適切に人物を描写して、しきたりに固執しないで、絶えずに大胆に

探求と革新を行う。  

しかし結局東方ですが、井原西鶴の文字は、更に我が国の「西廂記」に接

近して、上品で優美で、この上なく深い情は深いまで、或いは、更に色情の風

格と趣に近くて、西方色情文学みたいな下品と直露なことが少なくなる。日本



人は、情愛を書く伝統があり、1種のうっとうしくて、憂え悲しむ雰囲気が文

字に透き通って、ゆっくりと浸潤している。たとえ、関連している色情の内容

としても、文章の書き方でも、いつも市民階層の影を体現していて、その時期

の騒がしくて派手な忙しい息を感じることができるようである。この日本民族

は過激で、強靱で、残忍、報復意識と強烈な自尊心があって、征服欲求が強烈

である。しかし表現する文学芸術の上から言って、彼らはかなり精致な唯美の

生活と審美の情趣があり、茶道から書道まで、日本歴史に物悲しむの審美の伝

統があって、極致をあがめ尊んで、絶望の哀悼芸術である。浮世絵まだ茶道で、

ある方面から見にきて、すべて不明瞭な色情の成分を持っている。彼らの文学

の中に深く表現している。 

日本の「好色文化」は日本の固有文化の一部で、それは日本の民族特質の

色に対する趣味と性格が形成の原因である。それによって、今、日本の「色情

産業」の発展を見て、決して怪しいことと感じないべきで、アジアと比べるよ

うがない色情映画の制作能力でも、この民族が抑えるもとの個性は、はっきり

と現れて、日本文化の伝統の一部ですから、これは 1種の文化のが伝承するの

と近代的な社会での解釈ですと言われる。これも文化が排斥性と融合性を持つ

と説明して、まさに文化が発展の成り行く。自分の固有文化の中、民族特色が

代表する部分を維持することができるかどうか、民族独立できるかどうか、発

展条件で、民族文化の引き続き発展できるかどうかなどは基礎である。  
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文献総述 

1.<<日本文学史>>是一本学习日本文学史的入门教科书。由五章构成。在文



史的分期上基本遵循着上代、中古、中世、近世、近代这一历史的划分方法。各

个章节中，在简单介绍该时期文学的产生和发展的背景等文学概况的基础上，按

照诗歌、小说等不同的文学形式分别进行介绍，并且对名家名作進行重点说明，

为了清楚地认识同一种文学形式的演变过程，力争做到內容外的前后照应。此书

的一些内容，为本文作者新观点的提出提供了极其重要的参考。 

2.《日本人の愛と性》，书中作者提到关于日本神道教义中关于创世纪的神

话。就日本民族的“性”、“爱”观的发展历史作了详细的阐述。就日本各个时期

的相关文学作品作了详细的阐述。此书作者的一些观点，为本文作者新观点的提

出提供了极其重要的参考。 

3.<<日本哲学史>>是一本学习日本哲学史的入门教科书. 由十五章构成.文

章通过对日本各个历史时期的著名哲学家和其哲学理论思想的介绍,阐明了日本

哲学的发展历史. 

日本在 7 世纪中叶大化革新以前,虽还没有以纯粹的哲学形式出现的世界观,

但不能说没有哲学。日本哲学思维在古代神话传说中(如《古事记》、《日本书纪》

所载者)即有萌芽,从它才过渡到真正的哲学史。日本的哲学思想是在日本特有的

经济基础上产生的社会意识形态，它有自己的特点和发展规律。日本适应本身的

社会经济发展条件和阶级斗争的需要，大量吸收了先进国家的哲学思想：最初是

中国的儒家思想和佛教，后来是西方近代、现代的各种哲学思想。这些思想同日

本原有的神道思想相结合，随着社会经济发展和阶级斗争的变化，经历了一个逐

渐深化的发展过程：开始时，佛教的教义成为日本占统治地位的思想，继而以儒

家思想为中心的封建道学占据了主导地位，最后引进了西方自然科学，使理性进

一步脱离信仰而自立，逐渐成为真正意义上的哲学。在这个过程中，贯穿着唯物

主义和唯心主义的斗争。此书作者的一些观点，为本文作者新观点的提出提供了

极其重要的参考。 

把日本的好色文学与日本的历史文化传统以及好色文学传统结合起来分析。将

会有利于我们认清日本好色文学存在的合理性和必然性。 
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