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摘要

(中) 

 在眾多的繼子受虐譚當中，『落窪物語』以其獨特的報復場面脫穎而

出。作者在人物的造型方面，以幽默的對話，刻劃出人物鮮明的個性。

其中，後母以「說謊」來陷害女主角，而女主角也以「說謊」來保護自

己，藉由這樣的一種虛實的互動，女主角孝道的言行，亦成了作者對失

職父母的一種批判。再者，藉由人物之間的一種互換關係，作者以阿漕

代替了女主角矛盾的身分，對父母進行報復，同時也代表了女主角內心

的另一個聲音，以女主角「孝道」和阿漕「正義」的想法衝突來暗喻女

主角心中的糾葛，除了警惕失職的父母之外，亦給人對孝道的拿捏做了

一番省思。  而在人物的對立方面，在作者注重前後呼應的安排手法



下，藉由道賴和弁少將、典藥助、藏人少將的比較，凸顯出其專情的一

面，而藉由女君和三君、四君的比較，指出女子除了「外在」的容貌之

外，「內在」涵養亦不可缺。更藉由女君和後母的比較，凸顯出「德」

和「妒」兩種截然不同的品行。女君因為「德」而為自己帶來幸福，廣

受眾人稱頌，反觀後母卻因為「妒」而犯下諸多惡行，且讓自己陷入痛

苦的深淵無法自拔。  最後，藉著貫穿整部作品的「恥」意識與「出

家」的關聯性，可看出作者反對消極的避世思想，而主張以積極的努力

來揚眉吐氣，對現實持肯定態度。最後更以後母的出家，來嘲諷她的失

敗和可恥。  在受虐→報復→孝養→大圓滿的架構下，尚有許多的深層

涵意隱藏在字?行間，藉由人物的造型、互換性、對比性，以及思想意

識，我們能看出『落窪物語』獨特的文學價值，我想，這並非是其他作

品所能取代的。  
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1979、10、18 刷） 7、『落窪物語 住吉物語』新日本古典文学大系 18
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「源氏物語における草子地」（『源氏物語講座第一巻』、有精堂、昭

和 46・5） 24、鬼束隆昭 「源氏物語の端役達」（『源氏物語講座第

四巻』、有精堂、昭和 46・8） 25、小西甚一 『源氏物語の心理描
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昭和 53・5） 32、神野藤昭夫 「浮舟の物語」（《国文学解釈と鑑

賞》45 巻 5 号、昭和 53・5） 33、杉山英昭 「手習・夢の浮橋」

（《国文学解釈と鑑賞》45 巻 5 号、昭和 53・5） 34、原岡文子 「浮

舟物語と「人笑へ」」（《国文学解釈と教材の研究》38 巻 11 号、平
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18、平成 4・3） 39、三谷邦明 「玉鬘の物語」（《国文学解釈と鑑
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（《藤女子大学紀要》11 号、昭和 48） 41、篠原昭二 「作中人物の
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