
- 1 -

呉組緗《官官的補品》訳注

上田 望

自分は田舎の出身である。閻魔大王 が私を立派な 家の子に生まれ変わらせてくれた３ ４

おかげで、この世に生をうけるやすぐに人から「ぼっちゃま」と呼ばれる身分である 。５

毎日ぶらぶらしていても 美味しい食事にはありつけるし、生きていくためにすべきこと６

はみな他人が私のために甲斐甲斐しくやってくれるから、自分一人こんな野蛮で面白味の
ないところから抜け出し文明人 の群に入って生活を楽しんでいる。今のところ、私は非７

常にうまい具合にやっている。白い顔、白い手、文明人の装い、文明人の言葉遣い 、ダ８

ンスホールや映画館に出入りするのに何のためらいもない 。９

私は幼い頃に故郷を離れた。数えてみるともう十年ちょっとになる。多くの田畑や山が
故郷にあるけれども、それらを動かすことはままならない。母親が健在だが、彼女は年寄
りなので「骨を他郷へもっていくことはできない、あの世で孤魂野鬼 になってしまう１０

から」と言って田舎に残ることを希望し、二三百年前から続く先祖の土地旧宅 を離れ１１

ず、私に年に一度は戻ってきて顔を見せるようにと無理を言う。私は母のつらい心中を理
解し、毎年帰省してしばらくの間田舎に滞在していた 。今年は故郷の方では匪賊 が１２ １３

１４ １騒いでいたが、危険を覚悟で帰省することにし、おじ がよこした四人の自警団の団員
に守られなんとか無事に家にたどり着いた。５

。 、私は幼いときから痩せて病弱なお役人の資質をそなえていた 大きくなってからは１６

頭がくらくらし冷や汗が出る文明病を患っている。去年の夏上海で、陸柔姫 という女１７

性とドライブに出かけたとき、車が事故を起こし 、出血がひどくて輸血をしたが、体１８

は元通りにはならず 、前よりもっと痩せ細ってしまった。母性本能が少しも衰えてい１９

ない母親は 「あなたのような体だったら補精食品をもう少し摂らないと！」とくどくど、
２０言う。しかし私も馬鹿ではない。もちろん補精食品がいいことはわかっている。上海

だったら補精食品を摂るのは簡単なことである。パイク牛乳 やカボル乳白魚肝油 の２１ ２２

類は味も悪くないし体にもいい。しかし田舎に戻ると全く困る。郷里の人間はお粥やご飯
の他に食べる物があることを知らないのだから、どうして肝油が田舎にあろうか？ 牛乳
に至っては、郷里の牛は、郷里の人間と同じで首を曲げ頭を垂れ重たい犁を付けながら畑
を走り回るだけであり、上海の牛が上海の文明人たちのように温度・空気がきちんと調節

２３ ２４された部屋で安穏と乳を「つくっている」 のとは大違いである！
母親は言った 「ねえおまえ、乳母を雇ってあげるから人の母乳をちょっと飲んでみ２５。

てはどうだえ？ 」２６

私は笑った。立つと五尺ある人間が、女性の胸元に寄り添って 乳を飲む。これはも２７

ちろんできないことではないが 、郷里の女たちは上海の女性とは違う。彼女たちはみ２８

な 干からびて黄色くしわくちゃな 顔で、全身から汗のすえた臭いを放っている。男２９ ３０

に抱きしめられ口づけされるために 肌を白く整え 、香水やパリから輸入された白粉３１ ３２

つけたりすることなどありえないのだ ！３３ ３４

私に母に向かって眉をしかめ 、首を横に振った。３５

「どうしておまえ嫌なんだい？」
「そりゃだって恥ずかしいもの」
「何が恥ずかしいものですか」母親は笑って、私の考え違いを正した 。３６

「馬鹿な子だね。おまえに子どものときみたいに口でお乳を吸わせ ようというのじ３７

ゃない、乳母にお碗に母乳を搾って もらっておまえに飲ませようというのだよ！」３８

私はこんなうまいやり方があるとは思っていなかったので、びっくりしてたずねた。
「牛乳みたいに搾ったのを飲むの？」

「当たり前よ。これは牛乳より十倍もいいのよ ！」３９

「それじゃちょっと試してみようかな 」４０

母親は本当に喜び、ただちに乳母を探しているという話 を他の者に伝えると、次の４１

日 には早速、鉄芭蕉というあだ名をもつ 女の雇い人が三十歳前後の乳母を連れてき４２ ４３

た。鉄芭蕉は前を歩き、頭の大きな赤ん坊 を抱きかかえている。乳母はその後ろにい４４

た。この乳母は典型的な田舎女の特徴をそなえていた。体つきは、上半身ががっしり、下
半身がほっそりとしていて 、枯れ干からびた色の髪 は乱れっぱなしでまるで雀の巣４５ ４６
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のよう。小さな足は足の甲が高く盛り上がっており 「ハサミのように先の尖った」靴４７、
の中に斜めにつっこまれていた。輝きのない目、低い鼻 、赤黒い唇、左右の口角には４８

乾いて灰色のつばがこびりついている 。黄色くてかさかさした顔 、汗の酸っぱい臭４９ ５０

い ももちろん持ち合わせていた。彼女は青い布で作られたぼろぼろの大きな単衣 を５１ ５２

身にまとい、大きな二つの乳房は胸元で見え隠れするようにゆれ、彼女がよろよろと進む
歩調とリズムを合わせている 。５３ ５４

母親が腰掛けるようにと言うと、彼女はきまり悪そうに腰を下ろした。使用人の女の子
がお茶を注ごうとするとあわてて立ち上がって両手 で茶碗を受け取り、口をあけほ５５ ５６

ほえみを浮かべながら低い声で 「もったいなくて罰が当たります 、おねえさん 」と、 。５７

言った。
。 。 、「遠慮しなくていいのよ 」母親は言った 「うちの若旦那 は きっと鉄芭５８

蕉がもう話したことと思うけれど 育つのがはやくて、小さいときにお乳も足り
なかったものだから、身体がとても虚弱なの 。それで誰か適当な人を探して、お乳を５９

搾ってもらって飲ませようと考えたのだよ。私の見るところ、あんたは身体もしっかりし
ているようだし、礼儀もわきまえている。気に入ったわ。ただ、あんたのお乳の質がよい
かどうかわからないのだけれど？ 」６０

、鉄芭蕉は両手で赤ん坊の脇の下を支えちょっと高い高いをしてから赤ん坊をおろし６１

それから母親の方へ歩み寄って、男のようなだみ声で話し出した 。６２

「奥様。この女 の醜い様子はご覧にならないで下さいまし。この乳は本当に赤ちゃ６３

んを肥え太らせる んですよ 。ほら、この赤ん坊 だけご覧になって下さい。生後数６４ ６５ ６６

ヶ月で李逵みたいに大きくなって ！」６７

赤ん坊は肉まんのような拳をぎゅっと握って、笑うと まだ歯の生えていない赤い歯６８

茎 が見える口をその拳で塞いだ。乳母がからかって彼の顔をちょっとつつく と、肥６９ ７０

えて厚みのあるとび色の肉がふるえた。下顎や腕にも分厚い肉がついており、幾重にもた
がをはめているかのようであった 。７１

母親はたずねた 「何ヶ月の赤ちゃんだい？」。
乳母は赤ん坊にほほえみかけていたが、母親の問いかけを耳にすると口をちょっとすぼ

め 、低い声でのろのろと 答えた。７２ ７３

「七ヶ月です。九月 になったら満一歳です」７４

「赤ちゃんを見る限りでは、お乳が悪いということはないようだね」
「あんた、ひもボタンをはずして奥様にちょっとお見せするんだよ」鉄芭蕉は人の歓心

を買うためにまめまめしい。
そのとき私は椅子に横たわって紙巻き煙草をくゆらせていた。

乳母は恥ずかしそうにどんよりした目を大きく見開き 、私のほうを見た。どうもここ７５

でひもボタンをはずすのは私がいるから恥ずかしいらしい。
「何をもたもたしてるんだい ！」鉄芭蕉は言った。７６

「うちの旦那様はあんたの瓢箪みたいな×おっぱい なんかご覧になったこともない７７

んだよ。もう三十 にもなろうって人間が、赤ん坊だってぽこぽこと二人も生んでるん７８

だろ 、一体何を恥ずかしがるっていうんだい！」７９

乳母は顔を赤らめ、きまり悪そうに 母親の方を見たが、もうそのとき母親は彼女の８０

傍らまで来ていた 。彼女はいたしかたなく、恥ずかしそうに ひもボタンをはずして８１ ８２

いった 。８３

その一対の乳房といったら、乳首がぴんと立ち、本当に瓜棚から垂れ下がっている瓢箪
のように大きかった。乳首の四周を褐色の斑点がびっしりと取り巻き、青い血管 が地８４

図上の河川の流れのように交錯しながら胸元まで広がって いた 。母親は商品を品定８５ ８６

めする買い物客のように注意深く乳房を観察した。そして手を伸ばしてちょっと揉んでみ
ると、豆乳のように白い乳がほとばしった 。鉄芭蕉はそれを少し指につけ口に運び、８７

舌で音を立てて味見をした 。８８

「 。 。 、甘くて美味しい 道理でこの餓鬼ん子が豚みたいに大きく育った わけだわ 奥様８９

どうぞ味見してくださいまし」
「色を見ればいいものであることがわかるから味見する必要はないわ。鉄芭蕉、今から

あの人とちょっと値段 の話をしておくれ 」９０ 。
「あんたが自分の考えでお決め 。正直に自分で申し上げるんだよ 」鉄芭蕉は乳母９１ ９２

に申しわたした 。９３

「私も自分の考えでは決められません。うちの母は言ってました “奥様にお任せする、
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ように 。奥様は私たちに損をさせる ようなことはなさらないから”って」９４ ９５

「今言ったこと、なかなか気に入りましたよ 」母親はゆっくりと 腰を下ろした。９６ ９７

「普通住み込みで坊やの世話をして もらうなら、一ヶ月で銀貨三枚 なのだけれど、９８ ９９

今度の場合はあんたに毎日通ってきてもらって二回乳を出してもらえばいいだけだから、
あんたのところの赤ちゃんも今までと同じように乳を飲める。 あんたたちのところ
が貧乏で苦しいことは私もわかっているから、ひと月銀貨一枚半ほど給金を出そうじゃな
いか 」１００

「一日二回来て、一ヶ月で銀貨一枚半 を出すですって？ この取引はほんとにおい１０１

しいね 。もしうちの短命だった亭主が死んでなかったら、私だってよそに働きになん１０２

か出ないで、お乳をつくっては売って金に換えてりゃ、一生楽に暮らしていけたのにね」
鉄芭蕉ががなり立てたので母親も笑った。乳母は恥ずかしそうに乾いてひび割れた口１０３

の両端を舌でちょっとなめ回すと、笑みを浮かべながら 言った。１０４

「奥様は本当にお慈悲深い方だし、お天道様のご加護がある旦那様は将来は一品官にな
１０５ １られるお方ですから 、わたしらにもっと馬蹄銀のへりをかじらせて下さるでしょう

。 奥様、あなた様はご存じないでしょうが 、今のご時世は、生きていくの０６ １０７

も簡単なことじゃございません。うちは口も多いし、舅は体が不自由で しかも年がい１０８

っています。うちのぼうやのおとっつあんも 」
「早く乳を搾るのが筋ってもんじゃないかい 。しかめっ面 するのは乳を搾って１０９ １１０

からにおしよ ！」１１１

鉄芭蕉は、蓋つきの茶碗を持ってきて、カエルのような声 で叫んだ。１１２

乳母は顔を赤らめながら茶碗を受け取ると、またはじめからさっきかけたひもボタンを
はずし、右手で左の乳房を引き出し 、乳首を押しながら少し揉んで、茶碗めがけて搾１１３

りはじめると、ビュービューと音をたて白い乳が一筋一筋ほとばしり出た。
私は離れたところから見ていたが、とても面白かった。この女 は本当に牛みたいに１１４

愚かだが、しかしさすがに牛よりは賢い 。牛は乳をつくるが、人がかわって搾り出し１１５

金に換えなければならず、自分で桶に首を伸ばして出来合いの食べ物を噛んでいるだけで
ある。この乳母は、いやこの牛は、自分の手で搾り、売って金に換え、自分を養うことが
できるだけでなく、さらに家族までちゃんと面倒みている。私は思った 「人間というも、
のはやはり牛よりも賢いのだ」と！

「聞くのを忘れていたけれど、あなたのところの家族はだれがいるの ？」母親は哀１１６

れむようにたずねた。
「申し上げたら、奥様はきっと覚えておいでですよ」鉄芭蕉が横合いから口を挟んで答

えた 「この女の舅というのはあの死に損ない の、半身不随の陳ですよ。夫というの。 １１７

は去年、旦那様が上海で事故を起こされたときに病院で血を採って旦那様に輸血したあの
ハゲの陳ですよ」

「まあ、それじゃ以前西村の楊樹墩 にあるうちの二十畝の田畑を借りていたが、一１１８

昨年小作契約をうち切った あの小作農かい？」１１９

「まさにその破落戸でございますよ！」

半身不随の陳とハゲであれば、私もこの二人はよく覚えていた。半身不随の陳はうちの
小作農のなかでも もたちが悪かった 。他の家はみな規約通り上等な米 を納める１２０ １２１

のに、やつの家だけは大きさが不揃いのかごで質の悪い米を持ってくる 。しかも小作１２２

米は三十石 納めなければならないのに、毎年数十斤不足する。催促し契約うち切りを１２３

ちらつかせようものなら、やつはすぐに足を引きずりカタツムリのように 這ってやっ１２４

てくる。そして泣きっ面で母親とおじにうまいことを言って寛大な処置を請いねがうので
ある。こんなやつでも口は非常に達者で 、やれ雨が少ないの、イナゴが大量に発生し１２５

た だの、楊樹墩は川から遠くて水が引きにくく、高台の田畑 なので水車で水を汲１２６ １２７

。 、もうとしても汲みにくい などとぬかす そうでなければ世の中 が悪いせいにして１２８ １２９

田にかかる税、戸籍税、民兵税 などあまりに繁雑で自分には払いきれないと文句を言１３０

い、さらに、自分は足が悪いのに息子は一人しかおらず人手不足で 、かといって人を１３１

雇うことも手間賃が高すぎてできないのだと言う 。そして、慈悲の心をもって彼ら一１３２

家に玄米の粥を恵んでくれれば大きな陰徳を積むことになると母親に哀願するのだ。
母親は慈悲深い人なので、いつもやつにちょっと泣きつかれるとすぐに考えを変えてし

まう。こんな状況が一昨年まで続いていたが、一昨年は苗を植える時期と作物が生育する
大切な時期に雨が降らなかった ため、やつは半分しか小作米を納められなかった。お１３３
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じは激怒し、法を守らず小作料を納めるのを拒んだかど で、やつを県の役所に送り牢１３４

につなごうとした。おじのそのときの話はすべて理にかなったもの だった。おじは言１３５

った 「みんな同じお天道様を頭の上にいただき、みな同じ時世に生きとるんだ。他のと。
ころはみなちゃんと雨が降り、田畑に水が行き渡っているのに、どうしておまえの耕して
いる田畑だけ水がないんだ？ よその田畑にはイナゴがいないのに、おまえの耕している

、 、 、田畑だけイナゴがいるんだ？ よその小作農はみな民兵税 戸籍税 田にかかる税を納め
みな臨時雇いを田畑に入れているのに、どうして連中はみな手間賃が払えて、毎年おまえ
一人だけが恨み言を言いにやってくるんだ？ 小作の契約書にはちゃんと“虫害や旱害が
あっても毎年必ず質のよい米をいくらいくら納めます、もし小作米を納めるのを拒み、滞
納するようなことがあれば役所に送られ処罰されても文句はいいません云々”と書いてあ
るし、おまえの拇印も捺されているぞ。おまえも法を知っているなら、法を守ってもう少
しまじめにやらんか」 半身不随の陳もおじにこのようにきっぱりと言われては 、や１３６

つがどんなに狡猾であっても返す言葉がなく、目を大きく見開き 涙を流すばかりであ１３７

った。やつは母親の前で県の役所に訴状を出さないよう哀れみを請うことしかできなかっ
た。母親は本当に人のいい老夫人なので、彼のそんな様子を見て、また子孫のために功徳
を施そうと思い、うちでは何石かの米が未納になったところで大したことはなく、今まで
ずっと彼を許してきたのだから、今後はよそに小作に出すことにし、それで彼らが私たち
に朝顔の蔓やカボチャの蔓みたいにまとわりつくことがなくなればそれで十分ではないか
と言って、おじにこれ以上責任を追及させなかった 。１３８

半身不随の陳の息子のハゲは、去年落ちぶれて上海を放浪 していたのを、私が救っ１３９

てやった のだった。さっき鉄芭蕉が言ったのはそのことである。１４０

１４１ １去年の夏、上海で私は陸柔姫を新たに好きになった 。この娘は蟾宮ダンスホール
の踊り子で、象牙のように白い肉の持ち主であった 。きらきら輝く黒い瞳には情４２ １４３

愛が満ち満ちていた。英語の歌が唱え、口語文の手紙 を書くこともできた。そのなま１４４

めかしくほっそりしたスタイル は、世界中探しても比肩する者が見あたらないほどだ１４５

った。
ある日の晩、蟾宮ダンスホールでダンスパーティー が開かれた。にわかに興がのっ１４６

たため 私と陸柔姫は続けてピース を十数回、パーティーがお開きになるまで踊っ１４７ １４８

たが、なお興は尽きなかった。音楽がないので蓄音機をかけて陸柔姫にタンゴをコーチさ
せ、空が明るくなるまで騒ぎ続けた。その日はまさに火のように熱い日 で、空には一１４９

縷の風もなかった。工場の煙突から吐き出される濃煙は全く揺れ動かず、黒い霧となって
ふわふわと市全体を覆い、胸に綿花がびっしり詰まっているような息苦しさを人々に感じ

１させた。扇風機も全く用をなさなかった。陸柔姫は熱さに耐えかね、自動車でドライブ
に行きたがった。自動車に乗り、運転手にスピードを上げさせると、風がピューピュ５０

ーと全身に吹きつけてきた。陸柔姫が私の胸元に顔を近づけると、馥郁たる髪の香りが私
の頬のあたりに漂った。 私は酔ったような惚けたような気持ちで、流行文学者の言葉を
まねて 彼女に言った 「君と一緒に死にたい 。今日、この車が、このところ新聞１５１ １５２。
でよく目にするみたいに電柱にぶつかった としても、あるいは川に落ちても、ぼくは１５３

君をこんな風に抱きしめ、笑みを浮かべながら訳もわからないうちにすぐに死んでいくだ
ろう。そうなったらどんなにいいことか！ 」 この冗談が不吉な予言になるとは思っ１５４

てもいなかった 。運転手が酒を飲んでいたのか、疲れていたのか知らないが 、江１５５ １５６

湾のカーブで自動車ごと道ばたの溝にひっくり返ったのだった。
この事故 は非常に悲惨だった。愛くるしい陸柔姫は投げ出されて内臓をやられ、口１５７

や鼻から血を流し、病院に到着する前に死んだ。私は砕けたガラスの破片で後頭部に傷を
負い、三十分以上卒倒していたが、カンフル剤を注射されてようやく蘇生した。ただあの
幸運な運転手は、怪我が も軽く、ただ右手を負傷しただけであった。この事故で、治療
費や陸柔姫の家族への補償金などを含めて全部で一万元近くかかり 、私はおじや母か１５８

ら相当な怨みと叱責を受けた 。１５９

私は失血がひどく 、また悲しみも深く 、肉体、精神ともに大きな打撃を受け、１６０ １６１

半月ほど入院していたが少しも恢復しなかった 。故郷からお金 を持ってきたおじ１６２ １６３

は、私の病状がここまで悪いのをみてあわてて医者と相談し、 も即効性のある適切な方
法で私を治療するよう要求した。その外国人の医者は輸血の注射 を行うべきだと主張１６４

していた。私はそれがどんなものなのか知らなかったので、医者の言う通りにはしたくな
。 、 。かった 外国人医師は穏やかで親しみやすい人 で 租界なまりの上海語を話した１６５ １６６

「輸血注射はたいへんよいです 、たいへんよいです。ちっとも痛くありません。せ１６７
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いぜい蚊に食われたくらいです」
「一体どんな薬を私に注射するんです？」
「他人の血をおまえの体に入れるんだよ」おじはさすがに私よりよくわかっていた。
「誰の血を？ もしかして買えるんですか？」
「この若旦那は、本当に純真 でよい方だ！」 その外国人医師は私の肩を軽く叩い１６８

て言った 「中国に貧しい人はたくさんいますよ。彼らは銅銭を稼ぐ腕もありません。し。
かし、おなかは彼らを容赦せず、同じようにご飯を食べなきゃいけない。血を売らなけれ
ば腹を空かせることになる。わかりますか？ 体が良くなったとき、門のところに行って
ご覧なさい。両側の長椅子 に一日中すわっている薄汚い破落戸 どもは、みな血を１６９ １７０

売ろうという連中ですよ」 私はうれしくなって笑い声を上げた。この世界は本当に面白
いよい世界だ。お金があればなんでも買えるのだ 。１７１

「しかし上海というところは」と、外国人医師は高い鼻の上の皮に皺を寄せて 、首１７２

を振りながら言葉を継いだ 「汚いものだらけです 。十人の破落戸の血のうち、九人。 １７３

分は不衛生です。毒があり、汚染されている。全くだめです。全くだめです 」１７４

おじは頭のよい老練な人物であり、この件は適当に進めてよいことではないと言った。
上海という町には至る所に花柳病の広告が貼ってあり、至る所に娼婦 が立っている。１７５

血を売るような人間はみな金がなくて嫁をとることができない連中であり、およそ低俗な
ことでやらないことがあろうか？ そんな毒のある血が一旦自分の血管に注入されたら、
それを取り出すすべはない。おじは話の途中で急に、昨日汽車から降りたときに北駅でた

１またま同郷人にあったが、そいつの血ならきっと比較的信頼がおける筈だと言い出した
。私が誰のことかたずねると、それが息子のハゲのことだったのである。７６

「あいつがどうして上海へ世間を見に でてきたんだろう？」１７７

「それよ！ あいつは私を見かけるなり五円借りようとしたんだ。あいつは いい
気味だ 。去年、家ではやつのところから小作の田を取り上げたので、故郷では食べて１７８

いけなくなり、なんでもある布売りの行商人から、上海には工場がたくさんあり、給料も
多く、仕事もきつくないと聞き欲が出て 、わけのわからぬままその商人と一緒に上海１７９

へ潜り込んだ らしい。その布売り行商人は本当にやつに浦東 の紡績工場の力仕事１８０ １８１

を紹介し、毎日、三角の日当を貰っていたらしいが、あの馬鹿野郎 も全くつきが１８２ １８３

なく、五ヶ月働いたらその工場は閉鎖になったそうだ。 なんでも日本の工場と競争
して、赤字があまりに大きくなって倒産したんだ と言っていたが、やつの出鱈目を誰１８４

が信じるものかよ 。 操業停止 になってからその布売りも行方がわからなく１８５ １８６

なり、上海には一人の知り合いもおらず、故郷に戻りたくても戻れない。ところがこいつ
は全く悪知恵がよく働くやつで、それから毎日北駅にはりついて行き来する同郷の知り合
いを探しているんだよ」

「やつにお金をあげましたか？ もしあげたのなら今頃は上海を離れていますよ 」１８７

「おまえってやつは全く世の中のことがわかっとらんな 。よその人間がやつを上海１８８

に来させたんだ、どうして私が理由もなくやつに五円あげるんだ？ やつの言って
いることがほんとかうそかくらいわかっとるわい！ 」１８９

私は安心できず、急いで彼を探しに行くよう催促した。おじは医者に、自分のところで
信頼できる知り合いを見つけることができたが、その人間から採血しても大丈夫かどうか
たずねた。

「たいへんけっこうです。たいへんけっこうです。私どもの病院ではこの二、三日よい
血が入ってきませんでした。あなたがその人を連れてきたら、検査させてください。使え
るかどうかみてみます」

、 。 、おじは出かけてからしばらくして 本当にハゲの陳を連れて戻ってきた このハゲだが
私は一目見てすぐにわかった。三十過ぎで、頭の上にコブナグサみたいな細い髪の毛が薄
くのっかっている 。両眼は上につり上がっている 。汚い木綿の短い上衣 とズ１９０ １９１ １９２

ボンを身に着け、胸元ははだけている。裸足に前のところが破れ穴のあいている陳嘉庚の
ゴム靴 を履いていた。昔よりも少しやつれてはいたが、隆々たる筋肉は相変わらずで１９３

水牛のようであった。やつはやって来て、私に声をかける と、二つのつり上がった目１９４

で部屋の調度品をじろじろ見ていた 。１９５

医者はやつが私の病室に長くとどまる のを許さず、すぐに血液検査に行かせた。医１９６

者は戻ってきて上機嫌に何度も「イエス・キリスト」と叫び、おじの眼力が優れているこ
とを称賛した。なんでもかやつの血はたいへん素晴らしく 、かつちょうど私の輸血に１９７

適しており、これは神のご加護、なんだそうである。また、私の体はあまりに弱っている
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ので、たくさん輸血するとあるいは耐えきれないかもしれないので、三クォート もあ１９８

れば十分だとも言っていた。
病院では血液を買うとき、通常の価格は一ポンド十円だが、まれにその血をどうしても

１９９必要としていることを売り手に気付かれてしまったとき、その人間は自分の血を奇貨
として、足元を見て値段をつり上げてくる ことがよくある。このハゲはやつの父親と２００

同じように狡猾で、おじがわざわざ北駅まで自分を探しに来たことや、そして血液を検査
したあとで医者がとても素晴らしいと言っていたことから、この機会を逃さずたかろうと
し、三クォートの血で二十円をおじに要求してきた。

「おまえは全く人の好意を踏みにじるやつだ」おじはやつを罵って言った 「うちの旦。
那はおまえを哀れに思い、おまえが他郷で流浪しているのを心配して 、特におまえを２０１

この取引に推薦して下さったんだぞ。それをおまえは今、足元を見て高値をふっかける！
よし、ふっかけてみろ！ 計算違いをするんじゃないぞ 。門のところで待って２０２

いる素寒貧がなにをしてるか見てみろ。血が買えないことはないんだ」
ハゲは天を仰いでため息をつき、もはやその狡猾さを発揮する余地のないことを感じと

って、もう少しお金を都合してくれるよう口添えしてくれないかと私に懇願してきた。私
は体が早く元通りになり、病院暮らしから解放されることだけ考えていて非常にいらいら

、 。していたので おじにやつが同郷人であるということに免じて 十五円払うよう頼んだ２０３

（ 、 ）、医者は血を採ると 薬品を入れた瓶の中に入れて保存し 冷めて凝固しないようにした
その晩すぐ私に輸血をおこなった。これは本当に痛くなかった。ただ、十数分ほど経って
から、悪寒と発熱の症状が交互にあらわれはじめ 、まるでマラリア に罹ったよう２０４ ２０５

、 。 。であり 体の震えでスプリングベッドがぎしぎしと音をたてた 私は恐ろしくなってきた
「私はだまされたんだ！」 私は声を震わせて叫んだ 「先生はしっかり検査しなかっ。

たんだ。ハゲの血にはきっと毒があったんだ！」
、 、医者と看護婦は優しい声で穏やかに 私に 説明し これは輸血後必ず出る症状で２０６ ２０７

じきよくなると言った。私はうとうとしながら 次の日まで眠ると、熱や寒気は退いて２０８

いたが、全身だるくて精神的にもかなりまいっていた。
私は病院に三ヶ月入院し、心身ともに全快してから、おじに追い立てられるように故郷

へ戻され 数ヶ月を過ごすことになったのだった 。２０９ ２１０

母親は気の毒そうにたずねた 「あなたの亭主はいまどこにいるの？」。
「夫は去年上海から 戻ってきてから」乳母は右の乳房に換え、乳を搾り続けながら２１１

答えた 「 奥様、我々のようなところは、一人がぶらぶら遊んで無駄飯を食ってい。
たらどうしてやっていけましょう。舅姑は夫と毎日口げんかばかり、半月ほど家でぶらぶ
らしていたかと思うと、今度はご近所の何人かと連れだって出かけていきました。なんで
も省都へいって軍隊に入るんだそうですが 、あの人には路銀もありません。出かけて２１２

七、八ヶ月になりますが、一体どこにいるのやら 」。
「あんな種をつけることしかできない亭主 は死んだらせいせいするわ。全く何のた２１３

めに男の頭がのっかっているんだか 」鉄芭蕉はこうわめくと、赤ん坊の顔に何度かチ２１４

ュッチュッとキスをして 話しかけた 「あんたはあの情けないおとっつぁん を見２１５ ２１６。
習っちゃあいけないよ。あんたは将来、水牛みたいによく田を耕し、荷物を背負い 、２１７

お銭を稼いでおかっつぁんの面倒をみるんだよ」
乳母は一碗分の乳を搾り出し終えると、帰りが遅くなって姑にしかられるのを懼れ、す

ぐに赤ん坊を抱いて帰ろうとした 。母親は、スープ を飲めば乳は自然によく出る２１８ ２１９

ようになるのだから、スープをたくさん飲むようにと繰り返し乳母に言い聞かせ、またう
ちは一人分くらい食い扶持が増えてもどうってことはないから、よかったら毎日うちに来
て食事をするようにとも言った。乳母は笑みを浮かべ、多福多寿をいのる縁起のいい言葉

をいっぱい並べ立てお礼を言った。２２０

鉄芭蕉は乳をお燗してきて 私に飲ませた。この人間の乳は砂糖を入れていないのに２２１

非常に甘く 、またちっとも生臭くない。上海では一ポンドの牛乳が一ヶ月四円だが、２２２

たいていは豆乳をまぜており、この人乳には遠く及ばなかった。

２２３私は毎日、乳を二碗飲んだ。乳母はうちが昼餉・夕餉をとるときに二回、欠かさず
やって来た。食事を済ますと乳を搾り、搾り終えるとまたいそいそと帰っていく。この乳
は本当に上質で、一ヶ月ほど経つと私の食も大いに進むようになり、顔色もつやつやして
赤みが出てきた。私はこの非文化的で面白味のない ところに住みつけず、ここを出て２２４
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２２５ ２６いきたいとずっと思っていたが、県内のあちこちで土匪が暴れており 、大きな村 2

ではそれぞれ自警団を組織してはいたものの、これらの土匪を根絶やしにする ことは２２７

とても不可能だった。そのため、母は私が危険を冒して出かけることを心配して許さず、
この機会に家で何ヶ月か乳を飲み、少し休養した方がいいと言った。上海へ行けば、確か
に人乳を飲むのは容易なことではない。

土匪と言えば、この一ヶ月の風説にはもっと驚かされた。七星嶺 の土匪は先月、別２２８

の土匪と徒党を組み 、五百人以上が集結、銃や弾薬 も十分にそろっており、県の２２９ ２３０

役所 に手紙を出して三万円を脅し取ろうとし、一週間以内に払うこと、びた一文でも２３１

欠けていたらだめで、払わないならただちに県城を攻撃し、村々を略奪すると言ってきた
らしい 。この噂が伝わると、各村の自警団 はあわてて連絡を取りあって防備の手２３２ ２３３

配をし、街道筋 の歩哨を増やし 、もし挙動不審の人間がいればただちに拘留し尋２３４ ２３５

問をおこなった 。２３６

おじは自警団の幹部だったので、終日自警団本部で仕事をしていた。私は家にいても退
屈なので、毎日そこへいっておしゃべりをしたり 、うわさ話を聞いていた。時々挙動２３７

不審な者を捉えて尋問するようなことがあったりするともっと面白くなってくる。自警団
本部は我々の村の宗祠 に置かれていた。この二三日、自警団の幹部はみなここに集ま２３８

って 四方山話をしていた。２３９

「今年の前半に帚星が出たが、私にはすぐにこれが大乱の兆し とわかったよ」 あ２４０

る自警団の幹部はこのように述べた 「 聞くところでは、この土匪の一味と革命党。
とは繋がりがあるらしい。うちらのところ でもはやく手だてを講じて殲滅しておかな２４１

いと、将来奴らに羽毛が生えそろったら 、そのときはわしらもひどい目をみることに２４２

なるぞ ！」２４３

「これもうちらのところに悪い運がめぐってきた のもしれんて。昔の人が言ってい２４４

るように、厄運の巡り合わせ、厄運の巡り合わせ、すべてのことに運命が定まっとるんだ
。遠くのところはさておき、このあたりの村々だけをとってみれば、日一日とだめに２４５

なっていかない村がどこにある？ 十戸に九戸は困窮して糧食にも事欠き、十軒の商店の
うち七、八軒は貸し倒れになって店を閉めておる。これが厄運でなかったらなんじゃ？」

一人の老人はひげをしごいてこう語ったが、話にはそれなりの道理があった 。２４６ ２４７

も新奇 な意見は、よそで店をやっていて 、つい 近避暑で帰省してきた遠縁２４８ ２４９

の従兄 から出た。２５０

「地方が一日一日とだめになっていくのは、決して運命とかじゃない 。ぼくのみる２５１

ところ、外国人が金をだまし取っていった所以ですよ 。ぼくらが子どもの頃 は、２５２ ２５３

どこの家だって綿花を紡ぎ、地織りの布 を織っていましたよね？ 大豆油の灯りを使２５４

っていない家がどこにありました？ 喫煙についていえば、みんな火打ち石で紙縒 に２５５

火をつけてきざみ煙草 を吸っていて、マッチをすって大英ブランド や小刀ブラン２５６ ２５７

ドのシガレットを吸っている人なんか見たことなかったでしょう？ ものは自給自足だか
ら、お金はめぐりめぐって我々の手に入る 。当時は飯にありつけないことを心配する２５８

人間なんか誰もいなかった。しかし、その後様子が変わってきた。綿花を紡ぎ、布を織っ
ても売れなくなった。みんな舶来の機械織りの木綿布 で仕立てた着物や、厚地キャラ２５９

コ のズボン が安くて格好いいことを知ってますからね。大豆油の灯りが暗いのを２６０ ２６１

嫌い、モービル・アジアの石油ランプ を使うようになった。これらのものはみな中国２６２

人の金をだまし取ろうと外国人が知恵を絞って作り出したものですよ 。お金は一旦だ２６３

まし取られると、取り戻すすべはない。これでもあなたは地方は貧しくないとおっしゃる
んですか ？ まだそれでも運命とかなんとかおっしゃるんですか？ 近にな２６４

ってもっと変わってきましたよ。農民も、一年中忙しく働いても 地主 に小作料の２６５ ２６６

穀物を納め、諸々の税を払えばそれですっからかん。玄米の粥をすすろうたって容易なこ
とじゃない。商売人だって持ちこたえようがない。地方の金持ちはみんな都会へ行ってし
まう。みんな今、都会はにぎやかで楽しいところだと知ってますからね。連中は自動車に
乗り、映画を見たがる。誰が我慢強く内陸の田舎に住みますか？ いい例がこの従弟だ。
一日朝から晩まで上海、上海と、郷里に留まるのをいやがっているじゃないですか？」

「ぼくを引き合いに出さないでくださいよ」私は顔を赤らめ笑いながら言った 「あな。
た自身、都会に住むのが好きでしょ！」

「その通りだよ！ 」従兄は続けた 「 金持ちは都会へ行って暮らす よう２６７ ２６８。
になり、中流の家は日一日とだめになっていく 。残ったのは素寒貧だけ、腕一本脛一２６９

本のその日暮らしで何とか玄米粥にありついている有様、それでどうしてものを買う金が
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ありますか ？ 店を開けていても、一体誰と取引するんです？ やれやれ、田を耕す２７０

者は田を耕さなくなり、商いをする小僧や番頭 は内陸の地方で商売相手を見つけられ２７１

ない 都会へ行くといっても、都会も同じこと、失業者は内陸の田舎よりももっと多
い。この連中が強盗や土匪 にならずに何をやるって言うんですか？ これがどうして２７２

運命なんですか？」
「おまえさんが何と言おうと、運命というものは必ずある」 老人は反駁して言った。

「そうでなけりゃ、どうして外国人が昔は中国人の金をだまし取れず、この頃になって急
にやって来て だますのかな？ これが運命でなくて何じゃ ？」２７３ ２７４

「昔、我が中国は鎖国していた んですよ！」 従兄は本当に議論に強い人だった。２７５

「昔、外国人は中国に来ることを許されなかったんですが、戦争に負けてから 外国人２７６

が入り込んできて、中国は一日一日と貧しくなってきたんですよ ！」２７７

「聞くところでは、外国も無茶苦茶だそうだ。何日か前の新聞でも言っとったじゃろ、
アメリカには失業中の労働者が云百万、日本の失業者も云百万 、これは中国も外国も２７８

この運命から逃れられぬということじゃ ！ 要するに、運命というものは必ずあ２７９

るのじゃ！」
正直言って、私はこれらの議論にちっとも興味を感じなかった。私は街道を警備する自

警団がなるべくたくさん挙動不審な人物を捉えて来ることだけを期待していた。その尋問
の様子 を見物するのは本当に面白かった。ある時など、五人の魔術を使う山東人を捉２８０

え、うち二人の女は屋根を飛びこえ塀にのぼれるということだった 。何度も尋問をお２８１

、 、 、こない みな釈放を認めなかったが 彼らが土匪のスパイであるということも証明できず
その場で処刑することわけにはいかなくて 、 終的には県の役所へ送って裁断を仰ぐ２８２

ことになった。２８３

私たちをびっくりさせる一つの出来事が、ある日のお昼に起きる。私たちの村から三十
里のところにある薛家鎮 の自警団員 が突然ハゲの陳を護送してきたのである。２８４ ２８５

団員は薛家陳自警団の手紙を持ってきていた。文面によると、捕まえたこのハゲの陳は
挙動不審なだけでなく、彼のズボンの腰の縫い目 から七星嶺の土匪が大鳳山の土匪に２８６

宛てた重大な手紙 （大意は、県城を攻撃する日時の取り決めであった）が見つかって２８７

おり、土匪の密使であることは疑いを容れない。いろいろと取り調べてこの男が我々の村
の人間であることがわかったので、引き渡して我々の村の自警団に処分を任せるとのこと
であった。

この件は少なからず私を驚かせた。
ハゲの陳は前よりも羽振りがよさそう であった。おじや私を見ると、必死に申し開２８８

、 、 、きをして 自分は土匪になんかなっていない 北河鎮 で小商い をしていたが２８９ ２９０ ２９１

ずいぶん長いこと家に帰っていないので、帰って様子を見てみようとして、薛家鎮まで来
。 、て誤って逮捕されたのである ズボンは宿屋で別の客とはき違えてしまった のであり２９２

。 、腰の縫い目の手紙については何も知らないと言い張った しかし薛家鎮の団員が言うには
この男の歩いていた道は私たちの村へ向かう道ではなく、大鳳山に通じる道であり、土匪
の密使であったことは間違いなく、もう一度取り調べをおこなう必要はないとのことであ
った。

「おまえがろくなもんじゃないことはとうにわかっておったわ！」おじは罵った 「お。
まえがうちの田畑を耕していたときは、おまえとおまえの親父は何かというと悪賢く手管
を弄し、また去年、上海ではおまえは人の弱みにつけ込んで高値をふっかけぼってくれた
な。いいだろう、こんなくずをほったらかしにしといたんじゃ、わしらのところも乱れて
たまらんわい ！」２９３

みんなも同意見で、こいつは両目がつり上がり 、満面に殺気が漲っており、凶悪犯２９４

に違いない、殺してみんなの見せしめ としなければ道義的にも通らないと言い合２９５ ２９６

った。
２９７ことは驚くべき速さで進められた。ハゲはただちに後ろ手に縛られ、南村の河川敷

に牽かれていった。彼は顔を横にねじ曲げ、かっとわたしたちのほうを睨めつけ、少しも
怖じた様子はなく、それどころか自分を家に帰らせ父母や妻子にちょっとだけ会わせてく
れと要求してきたが、もちろんこれは許されるところとはならなかった。

一罰百戒とするため、おじは銃殺刑ではなく、青龍刀 でばっさりとやることを主張２９８

した。自警団員の中から豚の屠殺解体をやっている者が選ばれて首切り役をつとめること
になった。この顔中黒あばたの男は、たらふく高粱酒を飲んで、馬上で使う彎刀 をし２９９

っかと握りハゲのあとについて行った。両眼は酔っぱらって赤くなり、恐ろしい面構えに
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なっていた。しかし実際のところ、私にはハゲの面構えほど恐ろしくはなかった。ハゲの
顔つきにはなぜかしら見る者を震えさせるものがあった 。３００

河川敷は人でいっぱいだった 。３０１

ハゲが河川敷まで連れてこられた。おじは首切り役に脚でやつを蹴り倒すよう命じたが
、首切り役はうまく蹴れず 、あわてて手を使ってハゲを石ころの上に乱暴に押し３０２ ３０３

倒した。ハゲは死んでも屈服しない という態度で、わざと頭を大きな石にぴったりと３０４

くっつけた 。引っ張り起こそうとしても起こせなかった 。首切り役はどうしよう３０５ ３０６

もなく、両手で刀の柄を握りしめながら 震えているだけで、ハゲに斬りつけることが３０７

できなかった 。おじがそばに寄っていって彼を痛罵 したので、彼はようやく薪を３０８ ３０９

割るかのように 無茶苦茶に三太刀四太刀浴びせ、刀の刃を犬の牙みたいにぼろぼろに３１０

してしまった 。３１１

見ていたものはみなしんと静まり返り、ただ幾人かの悪たれ小僧 が手をたたき騒い３１２

でいるだけであった。
ハゲは幾太刀かむやみやたらに斬りつけられて、鮮血があたり一面の石に飛び散り、身

体は横たわったまま硬直して動かなくなった 。首切り役も他の団員たちに支えられて３１３

その場を立ち去った 。と、突然、死体がまたもがいて体を起こそうとし 、両手を３１４ ３１５

あげて、悪魔邪神のように鋭く甲高い叫びをあげた 。みんなはびっくりして遠くへ逃３１６

げしようとし 、わめく者もいれば躓く者もいた。おじも真っ青 になりながら私を３１７ ３１８

引っ張って走った。私たちは何度か躓きながらよろよろと逃げた が、何人かの肝っ玉３１９

の据わった農民は片づけに近寄って行った 。私は驚きのあまり頭がぼうっとして、お３２０

じの手をしっかりと掴んで放さなかった 。３２１

「みんなあいつが土匪だったなんて想像できるか ！」３２２

「おそらく星宿の生まれ変わりだったんだろう、やつの気概からすると、好漢だったの
かもかもしれん 」３２３

道でみなこのことについていろいろと取り沙汰した 。おじは首切り役と団員たちの３２４

ことを能なしだとひたすら罵っていたが、あとから揶揄するように言った 。３２５

「あいつの血もいまや一文の値打ちもなくなったぞ。去年、一クォート五円で売っとく
べきだったな ！」３２６

私とおじが自警団の本部へ戻ると、私の乳母が髪を振り乱し、泣きわめいて本部の中か
ら出てくるのが目に入った。

「うちの坊やのおとっつあんは土匪じゃありません！ うちの坊やのおとっつあんは土
」 、 。匪じゃありません！ 乳母は口をかっと開き 狂ったみたいに続けて大声で叫んだ３２７

「とんでもない濡れ衣です。濡れ衣です 。自警団にはうちもお金を出してるのに、お３２８

金を出しているのにあなたがたはうちのひとを殺すなんて！ ひどい濡れ衣です！」
彼女は大声で叫びながらふらふらと河原の方へ走っていき、たくさんの女子供があとへ

ついて見に行った 。人だかりの中から鉄芭蕉が飛び出し 、乳母に追いつくと泣き３２９ ３３０

わめいている彼女をぐいっとつかんで引き留め、蛙のような聞き苦しい低い声色で罵って
言った。

「このあま、本当にとち狂っちまったのかい 。あんたの宿六は一寸刻みの刑 に３３１ ３３２

あって当然なんだ。あんな風に殺されてもまだ運がいいほう なんだよ！ 戻ってうち３３３

の旦那様に乳も搾って差し上げず、五通神 にでも出くわしたみたいに何をめそめそし３３４

ているんだい！ 全くあんたは…… 」３３５

１９３２．３．２８

【訳注】

本訳注は、 年度前期に中国語学中国文学コースの外国人教師、王岳川北京大学教授と上田1998
が担当した中国文学特殊講義の教材「官官的補品」に注釈を施し、日本語に訳したものである。

訳文、注釈いずれも上田の手になるが、王教授の講解の中でネイティブ独特の解釈と考えられる

ものについては、特に「王注」と標記し書出した。上田は中国の近現代文学研究を専門とする者

、 。 。ではなく 誤訳・誤釈も多々あるかと思われる 大方のご叱正・ご指教をお願いする次第である

なお、この講義終了後に受講生よりノートとレポートを提出してもらったが、特にレポートから

は訳注作成に際し多くの示唆を受けた。ここに記して感謝の意を表したい。
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呉組緗：ウー・ツウシアン（1908-1997） 作家、中国古典文学研究者。本名は呉祖襄。安徽省涇1.
県の出身。1929年に清華大学中文系に進み、30年代に「郷土小説」と呼ばれる中国の農村社会を題

材にした小説を精力的に発表する。特に代表作とされる「一千八百担」では大家族の崩壊していく

様を描くことにより、不平等な社会構造をえぐり出し、中国社会全体の抱える問題点を鋭く指摘し

ている。文体は写実主義的で、対話から登場人物の性格を浮かび上がらせる手法に長けている。解

放後は創作活動から離れ、1952年に北京大学中文系教授に着任し、中国古典文学研究の分野におい

て大きな業績を残した。

官官的補品： 年、北京の清華大学在学中に書かれた作品。主人公の「官官」を語り手として、1932
地主階級の苛烈な農村支配と、当時の都市生活の正負の両側面をリアルに描きだしている。題名は

直訳すれば「ぼっちゃんの補精食品 。ここで読者は 「ぼっちゃん」とは誰なのか 「補精食品」」 、 、

とは具体的に何を指しているのか、誰が補精食品を摂取する必要があるのか、それはなぜか、そし

て誰がその補精食品を提供するのか、といったいくつかの疑問を抱くであろう。しかしこの作品を

読了すればこうした疑問は解け、題名が作者の描こうとした主題を見事に言い表していることに気

づく仕掛けになっている。

原文は「 」 王注：自分は子どものときから（安徽の）農村で育ってきたという意2. 徭失頁倖㍗和繁

味である。当時の上海人の安徽人に対するイメージは 「很土的人 （非常に田舎臭い人間）という、 」

ものであり、上海暮らしが長い主人公の開口一番のこのせりふには、都会の人間になりたい、特に

年代 もモダンな上海の人間になりたい、いや自分はもう田舎の人間ではなく上海の人間なの1930
だという意味が込められている。一般に中国の小説の冒頭の一文は大きな意味を持つが、この作品

においても、この何気ない一文が「中国の農村の人間は農村に住みたがらない」という全体に通底

する主旋律となっており非常に重要である。 按：この主人公の家は典型的な郷紳であるが、十九

、 。世紀から二十世紀にかけて この主人公のように村のエリートが村に住まなくなる傾向が出てきた

その原因の一をイーストマンは 年の科挙廃止に求める 『中国の社会』 を参照。1905 p123。

原文は「 」 王注：閻魔大王は地獄の長官である。これが第一の「官 。3. 冰藍 」

原文は「体面」 王注：経済力があり権力のある人間、つまり役人である。これが第二の「官 。4. 」

原文は「一落地便有人喊官官」 王注：赤ん坊が生まれることを「落地」という。ここに第三の5.
「官」に関わる「官官」という言葉がでてくる 「官官」には、１）子どもに対する愛称、２ （大。 ）

きくなったら役人になってほしいという）子どもに対する希望、３）お役人の家の子孫、という三

つの異なる位相の含意がある。この小説の中に主人公の父親や兄弟は出てこないので、一人っ子の

彼が役人の身分を引き継がなければならないことを暗示している。

原文は「袖手」 寒いなどの理由で手を袖の中に入れる。転じて、何もしないこと。6.
原文は「文明人」 王注：ここでは都会の人間のことを指している。その前の「野蛮無味的地方」7.
と対になっている。

原文は「 」 王注：日常生活の細々としたことについての話題ではなく、経済活動、8. 猟苧繁議冱霧

国際情勢などに関するハイソサイエティな話題をいう。

原文は「 ？」 王注：この句は重要である。主人公がダンスホールや映画館に出入9. 陳匯泣隅厘根冊

りする際にちっとも出費を気にしない、という点で生活様式、経済状況が都会人に比して遜色ない

ことをあらわしている。この一段（自己～含糊）の直接出てこないキーワードは「金」である。か

つて中国では人間と人間の関係が何よりも重視されていたが、 年代になると金銭がとってかわる30
ようになり、この作品でもお金の問題が第一段落から重要な話題として取り上げられている。

「 」 、 、10. 原文は 野鬼 王注：異郷の地で客死すれば あとを供養する人のない霊となって餓鬼道に堕ち

苦しむことになるという迷信を母親は信じていた。

原文は「 」 王注：この言葉も重要である。二三百年前とあるから彼の家は11. 屈眉為定念議怕凖症姙

成金ではない 「祖先の残してくれた歴史のある家」つまり、経済的価値のある家ということであ。

り、ここでも母親に関する言説からまた「金」の問題が見え隠れしている。なお 「不要な 「ぼろ、 」

い」という語感のある「旧」は不適切で「老」につくるべきであろう。

原文は「 」 王注： 」は本来普通、一日のうちのあ12. 厘尖氏誼銚牌宸逗嶬定定脅指肇廖匯瀕 匯瀕「

、 、 、る一区切りの短い時間を指したが 転じてある一定の時間を意味するようになり ここでは数十日

数ヶ月を指す。主人公が里帰りするのは母親のご機嫌伺いという意味もあるが、母親を助けてきち

んと財産管理をしておかなくてはならないからであろう。

原文は「土匪」 近代中国における匪賊については、フィル・ビリングズリー『匪賊』という優れ13.
た社会史的研究がある。ビリングズリーは匪賊を近代中国の一つの社会現象としてとらえ 「ある、

のっぴきならない状況に囚われながらも、 善をつくしてそこから立ち上がろうとした人々のこと

である」として、従来の「強欲な悪党」というイメージの再検討を迫っている。そして、中国の為
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政者たちが断罪のレッテルとしてこの「匪賊」という侮蔑語を乱用したために、小さな窃盗から政

治革命まで匪賊のおこないとされ、匪賊に対する理解を困難なものにしてきたことを指摘する。

「こうしたイデオロギー操作の道具として、清朝以前にお上がよく用いた言葉は “盗”であり “、 、

賊”であり “寇”であった。これに“匪”という新たな別称がつけ加わるのは、十八世紀の後半、

からである。もともとは当時の白蓮教徒を指弾するために用いられたのだが、次第に“盗匪 “匪”、

徒 “土匪”などの複合語を生みながら、その適用対象を広げていった （中略）右にあげた言葉”、 。

はすべて、辺地で取るに足らない騒ぎを起こす不埒な輩、またはその集団を指すのである。なかで

も“土匪”が多用されるようになり、地方の無頼漢を意味する言葉として広く流通した。お上にと

っては “土匪”ほど好都合な造語はなかった “土”の字を冠することによって、この名で呼ばれ、 。

たひとも運動も “土地”に縛られた卑小さを刻印されてしまう。つまりきっぱりと普遍性を否定、

される。そして “匪”は法に従う良民を除く一切の者ども、つまり謀反の徒を意味するのであ、

る （ｐ23～24）」

原文は「大叔」 王注：主人公の父親の弟を指す。14.
原文は「 」 後出の「 （地域社会の治安維持のために組織された民間武装集団）の下級15. 妖供 妖契」

構成員。民兵。

原文は「我自幼便不失官官的身份」 王注： 不失」とは「 （そなえている）という意味であ16. 「 」醤嗤

り、ここでの「官官」とは「 （虚弱なさま）をあらわし 「身份」とは「 （しる猟樋議劔徨 炎崗」 、 」

し）のことである。

原文は「 」 王注：踊り子の名前。あとに詳しい説明がある。17. 遜悲磁

原文は「出了乱子 ： 乱子」は故障、騒ぎ、事故の意味。どのような事故だったのかあとで主人公18. 」「

の口から語られる。

原文は「 」 王注：言い換えれば「 （元気がなくなる）ということであ19. 附岔嶮梢郭阻雛 彬阻圷賑」

る。

原文は「在外面」 王注： 外面」とはここでは都市、特に上海を指す。20. 「

原文は「派克牛奶」 おそらく当時の牛乳のブランドであろう。待考。21.
原文は「 」 これも当時、上海などで販売されていた肝油のブランドと思われる22. 触荻責皮易噬故嗟

が、待考。

原文は「 」 王注： 」は本来、酒・醤油などを作るというのが原義であるが、ここでは23. 悌通徨 悌「

生産するという意味で使われている。管理の行き届いた場所で乳牛からたくさんの乳を生産するの

で、ここではあえて「 」という言葉を用いたのである。悌

王注：この段落（我自～奶子）では主人公が虚弱で補精食品を摂取する必要があること、しかし安24.
徽省にはろくな補精食品がないことが述べられ、上海と故郷について繰り返し比較し都市が遙かに

勝っていることが強調されている。

王注： 」から「 」までが一つの段落となっており、主人公と母親との対話によっ25. 「銚牌傍 編編心杏

て構成されている。

王注：主人公はこの母親の言葉を聞くまで、牛乳のことだけしか頭になかったので、母親のこの提26.
案は全く予想外であった。

原文は「 」 寄り添うこと。もたれかかること。27. 挧

原文は「 」 王注：主人公としては、できるがやりたくないという気持28. 宸耕隼音匯協頁恂音誼議並

。 、ちを言外にあらわしている 一つの理由は大の男がそんなことをするのはみっともないからであり

もう一つの理由は郷里の女性の容姿は上海の女性とは比べものにならないからである。ここでもま

た都会のよさを強調している。

原文は「有的只是」 王注：この四文字は重要である 「有的」とは、ここでは全部、みな、とい29. 。

う意味である。

原文は「 」 王注：この四文字はいずれも人の容貌を形容する場合、貶義語である。30. 酢仔孤苑

「枯」は栄養失調の状態で肌に光沢のないことをあらわす 「黄」は顔色がよくないこと、つやが。

ないことをいう 「 「 」いずれも痩せこけていることを言う。。 」孤 苑

原文は「安排」 王注：この言葉には「有意 （意図的に）という語感がある。31. 」

原文は「 」 王注： 「 「 」などの言葉に言い換えられる。32. 距的 嬉亥 弃蔑 隠劍「 」、 」、

原文は「 」 当時のフランスの化粧品であろう。待考。33. 依先頚

原文は「不会」 王注：そういうことを知らない、あるいは経済的にできない、ということを言っ34.
ている。

原文は「 」 王注： 」は不満、あるいはこのような農村女性には興味がないとい35. 帙端辧辧遊 帙端「

う意思表示であり 「 」は不同意を意味する。、 辧辧遊

王注：主人公と母親では女性に対し異なる認識を持っていた。主人公は抱きしめ、口づけするだけ36.
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のものと考えていたが、母親は乳を搾る存在と認識しており、そのために二人の間に「 （誤列氏」

解）が生じ 「 （誤解を解く）必要が出てきたのである。、 」盾瞥宸列氏

原文は「吮」 口をつけて吸い取ること。37.
原文は「 」 王注：この言葉は重要である 「 」とは「 （搾る＝搾取のイメージ）38. 七 郊郊議温瞳 七。 」

して得られるもの、ということを意味し、この動詞はこのあとでも何ヶ所かで用いられている。

原文は「 是囉， 」 王注： 自然」とは「当然」ということであり、39. 徭隼 宸倖辛曳釘通挫噴蔚晴 「

「囉」は語気詞で、母親は繰り返し人乳のよさを強調している。

原文は「 」 王注：主人公は今まで女性には「 （男に抱きしめら40. 椎祥編編心杏 芦電公繁則彭稜彭」

れ口づけされる）という役割しかないと思っていたが、ここではじめて牛のように人に乳を飲ませ

る機能もあるということを知り、驚く。この場合、乳母は農村の女性であるから第一の役割はとて

も期待できないが、第二の役割は多少期待できそうなので彼はついに同意したのである。

原文は「 」 王注：自分のところで乳母を探しているという情報のことである。41. 三

原文は「第二天」 王注：事態の展開が速いことを強調する。42.
原文は「 」 王注： 外号」とはあだ名とほぼ同じ意味である 「 」とは「硬 （態43. 翌催出鑓暗酋 鑓「 。 」

度がきつい）ということである 「芭蕉」には二つの意味がある。一つは顔色が緑色で醜いという。

ことを意味する。もう一つは 『西遊記』の中に芭蕉扇を使う牛魔大王夫人羅刹女が出てくるが、、

嗽彼女が非常に「狠 （凶悪）であることから「狠」という意味がある。それゆえ、この女性は「」

（醜くて残忍）な人間であろう。鞄嗽俔際」

原文は「 」 王注： 」は赤ん坊がよく太り体も丈夫なさまを言う。中44. 景遊寄辻議弌谷谷 景遊寄辻「

性詞。この言葉はここでは二つのことを物語っている。一つは、この子の母親の乳は非常に質がよ

いということ、もう一つは、前にも述べられているように蒲柳の質であることが「官官」の必須条

、 「 」 。「 」 、件であるから この肥え太った赤ん坊には 官官 の資格がないということである 小毛毛 は

金持ちの子どもを「小官官」と呼ぶのに対して、貧乏人の子どものことを指す 「毛」は軽く、重。

要でない意である（中国語に「 」という言い方がある 。煤泌肴谷 ）

原文は「 」 王注： 上粗」とは「胸很大 （胸が大きい）で「没有腰 （腰のくびれがな45. 貧間和聾 「 」 」

い）ということである 「 」とは「 （足が細い）で纒足のため「小脚 （足首から下が。 」 」和聾 揚載聾

小さい）ということを強調している。魯迅は「故郷」という作品の中で纒足経験のある女性の足を

「 （コンパス）のようだと形容しているが、それと同じであろう。垈号」

原文は「 」 王注： 枯黄的顔色 （黄色い 按：黒い色素の抜けた）の髪。46. 藺弼遊窟 「 」

原文は「高脚背」 王注：足の甲が高く盛り上がっていることから、彼女は纒足していたことがあ47.
る。纒足した女性は歩きにくいためにおしとやかに見える。また、女性が密かに逃げたりしないよ

うにするという意味もある。 按：纏足の文化史については、岡本隆三『纏足物語 、夏暁虹『纏』

足をほどいた女たち』が参考になる。

原文は「小鼻子」 王注：中国では一般的に皇帝の鼻が一番高いと考えられ 「 」と形容され48. 、 霜彈

る。普通の人間で鼻が高ければ「 （福運がある）とされるため、彼女が鼻が低いというこ嗤牽賑」

とは彼女には「 （福運がない）ということになる。短嗤牽賑」

原文は「 」 王注： 」ははめる、ちりばめるという意味で 「 」などのように美しい49. ㌘ ㌘ 署㌘囁廼「 、

ものを使うが、ここでは白く乾いた唾液が口の両側に「 」されているという表現になっている。㌘

原文は「 」 王注：彼女の健康状態がよくないことをあらわしている。50. 酢仔議然徨

原文は「 」 王注：彼女があまり体を洗ったりしないということもあるが、やはり彼女51. 差磨議賑龍

の体調がよくないことを物語っている。この一段では、体型に始まり、足、目、髪の毛、鼻、口、

顔色、体臭を通して彼女を相対的に描写し、彼女の体の不調を暗示しているが、このあとで彼女の

乳房と出す乳のほうは素晴らしいことが強調されており、この一段と好対照になっている。題とも

なっている「 」を作り出すのは他ならの女性であるから、彼女の身体の描写は欠かせな郊郊議温瞳

いのである。

清下荒 清52. 原文は「 」 王注：中国の農村女性が衣服の布地の色として も多く用いるのがこの「

」である。弼

原文は「蹣跚」 よろよろと歩くさま。歩き方が不安定なさま。53.
王注：次の長い段落は、母親、鉄芭蕉、乳母の三人による会話で構成されている。三人の会話の中54.
の語気、角度、心理状態はそれぞれ違っている。

原文は「 」 王注： 」にはいろいろな意味があり、女の子というのが も基本的な意味55. 兢遊 兢遊「

であるが、ここでは未婚の若い女性の雇い人のことである。

「 」 、 、56. 原文は 双手 王注：彼女の社会的地位は 大きなお屋敷で使われている女の子よりも低いため

あわてて両手で受け取ったのである。

「 」 「 」 「 」 、「 」（ ） 。57. 原文は 折福 王注： 折 は の意味で 罰があたる ということである雛鱒 鱒厘議牽
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現代語で言えば「不敢当 （おそれいります）ということである。」

原文は「大官官」 王注：前のところではただ「官官」と言っているが、主人公もある程度の年齢58.
になり、また身分の低い人間に相対しているため 「大官官」と呼んでいる。、

原文は「 」 王注：ここで母親は主人公がどうして人間59. 海誼湊酔弌扮嗽髪阻通⑬壓附岔湊汽院

の乳を飲まなければいけないのか、理由を説明しているが、上海での自動車事故で出血が多かった

ためという本当の理由は話していない。

原文は「我 」 王注：前の三句は母親の60. 厘心低繁匆潤糞匆岑撰厘浪散。祥頁音岑低議通徨辛挫

型どおりの挨拶言葉であり、実際問題として母親が関心があるのは乳の質のことである。

、 、 、61. 王注：鉄芭蕉がこのようなことをしたのは 一つには赤ん坊の目方をみてみるため もう一つには

本当に体が丈夫かどうかみるためである。

原文は「放着拉拉的男子声音説」 王注： 放」は「 （大きくする）である 「拉拉」とは声62. 「 」 。慧蝕

がしわがれているということである。鉄芭蕉の態度は乳母が「忸怩」とした態度で「低声」で話す

のとは対照的に描かれている。

原文は「婆娘」 王注：既婚の若い女性をいう。相手をあまり尊重しない呼び方である。その直前63.
の「太太 （奥様）という称呼と対比されている。」

原文は「 」 王注： （本当に赤ん坊を大きくすることができる）というこ64. 寔景谷谷 寔嬬劍景谷谷「 」

65.とである ここでは形容詞 肥 が動詞として用いられている 毛毛 は安徽省の方言である。 「 」 。「 」 。

原文は「 」 王注：これも安徽省の方言である。津

原文は「 」 王注：子どもの呼び方の中にも「 」があるのが見て取れる。金持ちの家66. 濠徨 吉雫嵌會

の子どもは「大官官 「小官官」と呼び、貧乏な家の子どもは「毛毛」と呼んだり「 」と呼ん」 濠徨

だりしている。亀は、宋代以前では長寿、富貴のイメージを伴う言葉であったが、宋代以降は貶義

語となった。詳しい意味はここでは述べない 「 」という称呼は「 」などに比べれれば相。 濠徨 濠柾

手を貶めるニュアンスは弱いが、いずれにせよ尊称ではありえない。

原文は「 」 王注： 可」は逆接である 「李逵」は『水滸伝』に出てくる好漢の67. 辛祥試頁倖川縒悟 「 。

一人で色黒の大男として知られている。ここで鉄芭蕉は二つのことを強調しようとしている。一つ

は、数ヶ月で赤ん坊が李逵のように大きくなるのだから、乳の質が非常によいということ。もう一

つは、このように役に立つ人間を連れてきたのは自分であるということである。手柄顔をしたいが

ため 「 」というような誇張が入るのである。、 辛祥試頁倖川縒悟

原文は「 」 王注： 」とは「裂開 （裂けたように開く）という意味である。安徽68. ㏍椎丶倫彭 倫彭「 」

省の方言である 「 」のあとにある「逗号 （ ）は「頓号 （ ）にあらためるべきであろう。。 」 ， 」 、彭

原文は「 齦肉」 赤い歯茎の肉。69. 碕

原文は「 」 王注ではこれを安徽省の方言とし、①軽くつまむ。②手でもてあそぶの意味がある70. 距

とするが、待考。

王注：この一段では赤ん坊の様々な部位を描いているが、いずれもこの子が「壮」で「肥」である71.
ことを強調している。

原文は「 」 王注：さきほどまでは笑っていたので口が開いていたが、母親から質72. 委恁棺淫阻匯淫

問されたため、礼儀に則って口をすぼめたのである。

原文は「 」 王注： 」という意味である。73. 蛸賑仇 蛸蛸隅議「

原文は「九月里」 王注：九月中旬以降を指す。74.
原文は「 」 王注： 」は「 （大きく目を見開く）の意味である。ここでは彼女は75. 吃 吃 尠寄凛商心「 」

反対の態度を表明することはできないが、今すぐここでひもボタンをはずすこともできかねる。そ

れゆえ、この場にいる唯一の男性である主人公を立ち去らせようと大きく目を見開いたのである。

原文は「 」 王注： 」が一つの言葉であり、三つの意味がある。一つは、仏教用76. 夛低弟議汀 夛汀「

語で悪事を働くと将来因果の報いがあるという意味である。二つ目は 「 （あわれである）と、 」辛鮮

低弟いう意味である。三つ目は、粗野な言葉で、ここではこの意味で使われている。なぜなら 「、

」という言葉が加えられているからである 「 」という言葉を魯迅は「 」と言ってい議 低弟議 忽卓。

る。中国人は人を罵るとき、相手を直接罵るのではなく、相手の母親を罵る。一世代上を罵ること

により、相手より優位に立とうとするのである。

原文は「 × 」 王注：文学作品あるいは一般の文章において、×印がついて伏せられたも77. 桜束 通徨

のは下卑た、性と関係のある言葉の場合が多い。

酔眉噴槙 除78. 原文は「 」 王注：中国人の感覚では二十六、七歳を指す。一方、これと似た表現で「

」という言い方があるが、この場合はもっと三十歳に近く、二十八、九歳を指す。眉噴槙

原文は「 」 王注：これも人を侮辱する言葉である 「 」は「 」79. 雲竃曾倖阻 雲 伏誼蒙艶醍旋、酒汽。

（あっさりと簡単に子どもを産み落とす）ということである。

原文は「 」 王注：この言葉は 「 「不好意思」の意味であるが、特に若い女性の場合に80. 俤必 墾俤、 」
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用いられ 「 」とは普通言わない。、 析繁社俤必

原文は「 」 王注：母親は何が何でも乳母の乳房を見ようと思っていることが81. 徽銚牌厮恠欺慢附円

わかる。それゆえさきほど乳母が「 」し、止めてくれないかと目で訴えたことも結局壅李匯李銚牌

は無駄であった。

原文は「忸怩」 王注： 忸怩」は「 」よりも程度が上で、顔が上げられない、まともに相手82. 「 俤必

の目を見られない、汗が出るなど明らかな身体的反応が出る。

王注：この一段の中にある「 「 「没奈何 「忸怩」という四カ所の表現を通じ、乳母83. 碕阻然 俤必」 」 」

が乳房を見せるよりほかないことを強調している。

原文は「 」 王注：中国では絵画のことを「丹青」ということからもわかるように中国に84. 楳議庶大

おいては「青」は重要な色であり、濃い藍色あるいは黒色を指す 「 」はここでは静脈を意味。 庶大

する。

原文は「通布」 王注： 通」は「通向 「布」は「分布」という意味で、安徽省の方言である。85. 「 」、

王注：この一段で描かれているのは、第一人称の私、つまり主人公「官官」の目から見た農村女性86.
の様子であるが、同時に彼の破廉恥ぶりをそれとなく物語っている。ここには乳房にある小さな褐

色の斑点から青い静脈に至るまで詳細に描写されており、彼が非常に細かく乳母を観察していたこ

とをうかがわせる。

王注：ここまでは母親がじっくり見、手で触り乳房を品定めする様子を描いている。87.
授艶 寄88. この一段落では、主人公と母親、鉄芭蕉がそれぞれ三者三様の「 」をしている。主人公は「

」と乳母の乳房を形容しているこからわかるように、乳房の大きさに着目し乳の良し悪しを見桜束

定めようとしている。母親は「 」とあることから乳の色に着目しているようである（すぐその易通

あとでも「色をみればわかる」と言っている 。鉄芭蕉はというと、実際に自分でなめてみている）

ことから、味から良し悪しを判断しようとしている（やはりそのすぐあとで甘くておいしいから赤

ん坊がこんなに大きくなったということを述べている 。彼ら三人は乳母を人間とは見ず、ただの）

物としか見ていないということに注意しておくべきである。

原文は「 」 王注：これも人を侮辱する言い方であり 「豚のよう」というの89. 弌濠徨劍誼℡幎匯劔 、

は中国語でもよい意味ではない。

原文は「数目」 王注： 数目」とは乳の値段のことを指している。なぜ、母親が直接乳母と値段90. 「

について交渉せず、鉄芭蕉にやらせるのかというと、彼女は自分の身分が相手よりずっと上である

から直に話し合う必要はないと考えたのである。乳のほうは気に入っても、乳を出す乳母のほうは

軽んじて相手にしないのである。

原文は「作得主」 王注： （自分で決められる）という意味である。91. 「 」嬬校徭失畳協

王注：農村の女性はとりわけ正直であり、しかも相場を知らない。だから鉄芭蕉はわざと乳母自身92.
。 「 」（ ） 。に交渉させて値段を低く抑えようとしたのである ここでのキーワードは 正直 である析糞

この「 」には正直という意味の他に 「不当に高い値段ではなく、低い原価を言え」というニ析糞 、

ュアンスがある。もしこの「 」という言葉がこの句に入っていなければ勝手な値段を言うこと析糞

ができるが 「 」と言われると乳母のほうは低い数字を言わざるを得なくなる。、 析糞

原文は「 」 王注：その前にある鉄芭蕉のせりふは、本来この句のあとに来る93. 鑓菱徨茎言彭通禿傍

べきものであるが、誰が誰に向かって言った言葉なのだろうと読者に興味を起こさせるため、あえ

。「 」 。てこうしている 吩咐 という動詞は目上から目下へ何かを言いつけるという意味の言葉である

「 」 。94. 原文は 王注：乳の質に応じて公平な価格を決めて貰いなさいという意味である萩湊湊心彭公

原文は「 」 王注：普通は「 」と言うが、ここでは「 （損をする）というキーワード95. 雛郭 郭雛 雛」

を前に持ってきて意味を強めている。

原文は「上路子」 王注：安徽省の方言で 「合乎一般的道理 （道理にかなっている）あるいは96. 、 」

「很合我的意 （自分の意にかなっている）という意味である。」

原文は「 」 王注：母親は乳房の鑑別から値段の話に至るまでずっと緊張していたが、この乳97. 芦㌣

母の言葉を聞き、こちらの言い値で決められそうだとほっとしたのである。

「 」 。「 」（ 、98. 原文は 王注：安徽省の方言である つきっきりで赤ん坊の世話をし糟 廨壇孚綱頃徨旅通

乳を与える）という意味である。

原文は「 」 王注：三円、つまり銀貨三枚ということである。99. 眉翠熱

王注：ここでは「二回だけ乳を出せばいい 「赤ん坊には今まで通り乳を与えられる 「おまえたち100. 」 」

が困っていることはわかっている」などと、恩着せがましく繰り返し強調している。

「 」 。 『 』 、101. 原文は 龍の模様の描かれた銀貨のことを指す 増井経夫 中国の銀と商人 によれば寄霜遊

洋銀（外国銀貨）が元宝銀と並行して中国で流通するようになったため、清朝政府も光緒元宝

（ ）や大清銀幣（ ）などの銀貨を鋳造するようになる。十八世紀以降、中国で流通した銀1908 1911
貨のなかで、龍の頭が刻印されているのは、この光緒元宝と大清銀幣だけのようである。なお、こ



- 15 -

の作品が書かれた数年後、アメリカの銀政策による買い漁りのため、中国から急速に銀貨が消え去

り、増井氏は 年には北京、上海、広州ではもう銀貨はみられなかったと回想している。1935
原文は「 」 王注： 合算 （割の合う）という意味である。102. 寔恂誼 「 」

王注：作者のうまいところは、ここですぐに当事者である乳母の反応を描くのではなく、鉄芭蕉の103.
反応から描いているところである。鉄芭蕉は母親が提示した金額が非常に高いのだということを、

自分の身に引き比べて大げさに強調している。母親も鉄芭蕉もこのたびの取引は乳母にとってうま

みが多く儲けが大きいと言っているが、これは乳母が値段をつり上げないよう牽制しているのであ

る。後のところで上海では一ポンドの牛乳を一ヶ月頼むと四円かかるとあり、また前のところで人

間の乳は牛乳より十倍もよいと言っていることから考えれば、一ヶ月一円半という取引は乳母にと

って本当に得になるのだろうか。

王注：ここでの三人の態度はそれぞれ異なる。作者は「 （大声で言い立てる）という動詞で鉄104. 搬」

芭蕉を表現している。母親の方はこれで商談がまとまったと考え、安く上がることに満足し笑みを

浮かべている。乳母があれた口角を舌でなめながら恥ずかしそうに笑っているのは、金額に不満が

あるが文句が言いにくいためである。

王注：ここで乳母がとったやり方は、先に相手のご機嫌を取り結ぶような言葉を述べ、それから自105.
分の本当にの考えを述べるというものである。ここで「一品」という言葉が出てくるが、旧中国の

九等にわかれた官位の 高のものを言う。ちなみに県長で「七品芝麻官 、科長レベルの郷長が」

「 」 、「 」 「 」、「 」 、九品 であり 国務院副総理 レベルが 三品 一品 だと総理よりも上ということになり

主人公が将来、一品官になるというのは乳母のお世辞もここに極まれりの感がある。

原文は「 」 王注：この前のところで乳母は「奥様は慈悲深い方ですか106. 厘断壅挫挫栖塵泣圷右円

ら」と言っているが、これは「 （その言葉には別の意味がある）であり、彼女が本当に三嶄嗤三」

錬李湊湊壅謹窟泣隅鋲伉 謹言わんとするところは「 （もっとお情けを頂戴したい 、具体的には「」 ）

（もっとお金をいただきたい）ということである 「官」になれば金を儲けることができ婀泣隅熱」 。

る。それゆえここで「官」から「 」に話題がかわるのである。熱

王注：乳母は生活が苦しいことを具体的に訴え始める。彼女が乳母として働きに出ないとやってい107.
けないという苦しい家庭状況が描かれている。

原文は「 」 王注：現在は「 」と言う。108. 火系繁 火鴫繁

原文は「 」 王注：鉄芭蕉は乳母の話を遮る。この言葉のもう一つの意味は109. 酔泣隅七通徨頁屎将

「 （金額の話はもうすんだ）である。勺熱協和栖阻」

原文は「 」 王注：中国では死者を野辺送りするとき、泣きながら故人の生前の事績110. 壅図低椎乂疋

を語る風習があった。乳母の報酬の額についての申し立てや困難な家庭状況についての説明を鉄芭

蕉は「 」と表現している。この「 」はここでは「 （自分の貧しさを訴える）という図疋 図疋 傍博」

意味である。

王注：乳母と鉄芭蕉の対話の中には多くの「 （遠回しな言い方）がある 「奥様は慈悲深い111. 璽訣」 。

方 「生きていくのも簡単なことじゃない 「早く乳を搾るのが筋」などという言葉には裏の意味が」 」

あるので要注意である。

原文は「青蛙」 王注：中国で人間の声を「青蛙」と形容するとき、二つの意味があり、一つは声112.
が大きいこと、もう一つは耳障りなことを意味する。主人公、ひいては作者の鉄芭蕉に対する反感

が読みとれる。

原文は「 」 王注： 」は「 （重いものを動かす）という意味であり、こ113. 謂 謂 卞強匯周載嶷議叫廉「 」

こでこの言葉を選択していることから乳母の乳房が大きいことがよくわかる。

原文は「婆娘」 王注：これは乳母を馬鹿にした称呼である。現在の中国では口げんかのときなど114.
にしか用いられない。

原文は「 」 王注：たんに人間のほうが牛より賢いと感心しているのではなく、115. 繁欺久曳釘艦苧兔

牛と違って何から何まで自分でしなければならない乳母の愚かさを諷刺している。

原文は「 」 王注：母親は乳母が相場より悪い条件でも飲まざるを得なかったこ116. 低社戦嗤乂焚担繁

とから生活がよほど苦しいのであろうと察し、同情したのである。同時に、これから自分の家で雇

う相手の家庭状況をもっと理解しておこうという意図もこの質問にはあったであろう。

原文は「老不死」 王注：年齢がいっているのにまだ死んでいない、という意味であり、乳母の舅117.
を非常に馬鹿にした言い方である。舅だけでなく、彼女の夫は「小禿子 （禿子も馬鹿にした言い」

方 、赤ん坊のことは「小毛毛」と呼んでおり、乳母の関係者みんなを鉄芭蕉はあなどっている。）

原文は「 」 実際にある地名なのかどうか不明。118. 廉翫剋峯欣

原文は「退佃」 小作契約をうち切ること。規約に定められた分量を納められない場合、地主が一119.
方的に契約をうち切り、別の家に小作に出したケースが『近代徽州租佃関係案例研究』はいくつも

載せられている。
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原文は「 」 王注： （聞き分けのない 「 （問題を引き起こす）とい120. 距討 音油三 公麿断綴岱徨「 」 ）、 」

う意である。

原文は「 」 王注：長江以南では「 」と読み、長江以北では「 」と読む。121. 診 kﾄ qiﾂo

「 」 「 」 。「 」122. 原文は 秈 王注： 秈 は質の悪いもみ米のことである峪麿寄逮弌逮畠貧醍診 醍診 寄逮弌逮

というのはここでは「 （規範に合っていない）ということである。他の小作農は同じかご音号袈」

に同じ品質の米をいれて納入するが、彼らのところは貧しいため大きさのそろったかごをきちんと

そろえられないのであろう。按： 秈」は中国南部から東南アジアにかけて栽培される長粒種のう「

るち米。小作代を納めるのに、収穫物を納める場合と貨幣で納める場合があるが、安徽省の場合、

宿県を例にとれば20年代の初めで現物納が実に97.3％を占めていたという（全国平均は約75％ 。）

また物納にも「分成制 （ 終的な収穫量を地主と小作農で分益する形態）と「定額制」の二種類」

があるが、いずれの場合にも安徽の地租率はかなり高い 『安徽現代史』p14の「表1.4 安徽各類。

土地的地租率」を参照。

原文は「石」 容積の単位。一石は百升に相当する。123.
原文は「 」 王注：主人公は老陳に対し嫌悪感を抱いている。相手をさげすんだ形容のし124. 力釘貌仇

かたである。

原文は「学会了一只天花乱墜的嘴」 王注：普通は「嘴」を数える量詞として「只」は用いない。125.
おそらくこれは安徽省の方言であろう 「天花乱墜」のもともとの意味は空から花が降ってくると。

、 、 、 、いうことで 色とりどりで華やかなさまを形容するが 現在では根拠のない 出鱈目なことを言う

という貶義で用いられている。田舎の人間は本来素朴で無口であり、老陳の口がよくまわるのは後

天的に学習したのだと主人公は考え、ここでは「学会 （習って身につける）という動詞を使って」

いる。

洪水や干ばつ、イナゴの害などの自然災害は確かに十九世紀以来増加しており、イーストマンは民126.
国期以降 災害が一層頻発化するのは政治的崩壊に因るところが多いのではないか述べている 中、 。『

国の社会』 参照。p126
原文は「高砧田」 高く隆起したところにある田。127.
原文は「 」 「車」はここでは動詞として用いられ、水車で水を汲むという意味である。128. 佃概隈

原文は「世界」 王注：現実、社会という意味である。129.
原文は「 」 王注：民兵の組織を維持するため、各戸で負担する税。130. 妖契乗

原文は「 」 王注：安徽省の俗語であろう。労働力が足りないことをいう。131. 褒返燐音栖膨鉢遊

王注：老陳はなぜ彼が小作料を滞納せざるを得ないかという理由を自然、社会、自分の家庭状況132.
という三つの角度から述べている（セミコロンで分けられていることに注意 。）

原文は「 」 王注：田植えを終えたばかりの時期と、苗が生育するのに雨が必要な六月133. 壟阻斜辺叉

頃に二度日照りにあったということである。

原文は「 」 法律用語。意図的に小作料を納めないこと 『近代徽州租佃関係案例研究』p134. 森怩音隈 。

326によれば 「抗租」にも、質の悪い穀物をまぜる、払う時期を引き延ばす、納める時期に夜逃げ、

する、一部だけ納める、契約解除を申し出て小作料の減免を願い出るなどのやり方があるらしい。

また、イーストマンは小作料の滞納に対して地主がなすすべがなかった例を挙げ 「小作農民は全、

、 」 。『 』 。体として地主との関係において 無力ではなかった としている 中国の社会 pp108～109参照

原文は「句句在理路上」 王注：前のところで老陳の話が「天花乱墜 （根拠のない出鱈目な話）135. 」

とあるのと対照的である。按：おじは小作の契約書に記載されていることを盾に老陳をなじってい

るが、これとほぼ同じ内容の契約文書が『近代徽州租佃関係案例研究』pp12～14に見える。

原文は「 」 王注：母親とは違い、全く譲歩しないという強硬な態度をあらわしている。136. 婉兇舜鑓

原文は「 」 王注： （目を見開き口から言葉が出ない）というのと同じである。137. 遞 遞朕潤斧「 」

王注：この長い一段には全く引用符号がなく、それぞれの人々がしゃべったおおよその内容が記さ138.
れているだけだが、そこから各人物の身分、性格がよく浮かび上がってくる。

原文は「流落」 王注：現在は「流浪 「 」という言葉を使う。139. 」 送宣

原文は「我救他回来的」 王注：一体誰が誰を救ったのか。140.
原文は「 」 王注：主人公が今まで多くの女性と関わってきたことを示している。141. 仟握

「 」 。 。142. 原文は 按：このような名前のダンスホールが上海に実在したのであろうか 待考鷂幸柳玲愈

「 」は月の別称である。鷂幸

原文は「有一身象牙似的肉」 王注： 象牙」はここでは肌の色を形容している。この陸柔姫とい143. 「

う女性を描写する際に、まず「肉 （欲望の対象）について主人公が述べはじめたことに注意しな」

ければいけない。

原文は「 」 王注：この当時、口語で手紙を書くというのはかなりモダンなことであり、女144. 易三佚

性で書ける者はほとんどいなかった。
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原文は「裊 」 王注：草木のようにしなやかであるさま。一般に女性のしなやかな姿を形容145. 槌謹徊

する。

原文は「茶舞会」 王注：お酒は出ず、果物とお茶で楽しむ舞踏会のことである。146.
原文は「 」 王注：現代中国語では 「 」は一つの言葉（形容詞）であり、147. 咀葎匯扮互阻佶 互佶、

「 」と「 」の間に「了」をいれることはできず、この句は文法的な誤りを犯している。ここで互 佶

は作者は主人公の文化的レベルが決して高くはないことを表現したかったのであろう。

原文は「皮斯」 王注：舞曲の名前。148.
原文は 王注：気温が四十度を超える上海 南京 重慶 南昌の夏の暑さを 火149. 「 」 、 、 、 「 」（諮犯爺 諮犯

のように暑い）と形容できるが、他の都市はせいぜいのところ「 （暑い）どまりである。犯」

原文は「 」 王注：この時代、運転手に運転させ、自動車でドライブに行くというのは150. 廿概肇教欠

非常にモダンなことであった。

原文は「学着時耄文学家的句子」 王注：中国人は「時耄 （モダン）なものはすぐ過ぎ去ってし151. 」

まうと考えており 「時耄」という言葉は多少悪い意味を持っている。また「学」とあるが、これ、

は主人公が流行を追うだけで彼自身には学問がないということを皮肉っているのである。

原文は「 」 王注：これは二人の熱烈なる欲望をあらわしている。これを愛と呼ぶ152. 垳吭才低匯揖棒

。 「 」 （「 」「 」「 」べきなのかどうか私はわからない この一段のキーワードは である犯 犯綴 犯爺 犯欠

「 「 」など 。塚音廖犯 犯圀」 ）

原文は「 」 王注： 」は意識的にぶつかること 「撞」は無意識にぶつかることであり、普通153. 干 干「 、

、「 」 。 「 」であれば中国人は電信柱にぶつかると言うときは 撞 を用いる 安徽方言の干渉をうけて 撞

とすべきところを「 」としてしまったのかもしれない。干

王注：その直後で主人公はこれを「 （冗談）と言っており、彼がいかに真心のない人間であ154. 螺三」

ることがわかる。

原文は「 」 王注：誓いにせよ。のろいにせよ、言ったことが本当になるのが155. 音㌫螺三捷撹阻昊囂

「 」 。 「 」 、 、昊囂 昊囂である 一般的に中国人は を信じており あとから災いがもたらされるのを恐れ

うかつにこのようなことは言わないものである。

原文は「 」 王注：おそらく疲労であろう。朝まで運転させられ、しか156. 音岑頁哉阻焼珊頁藤窪阻

もスピードを出すようにせっつかれていたのだから運転手は疲れていたに違いない。運転手が酒を

飲んでいたとしたら運転手の過失になるが、あとを見ると主人公一人ですべてを弁償している。主

人公も自分に非があることはよくわかっていたのだろう。

原文は「岔子」 王注： 岔子」は問題とかしくじりとかいった意味であり、死者が出たくらいで157. 「

あるからここは「事故」というべきところを、作者はあえて主人公の口から「岔子」といわせ、踊

り子が死んだことを重く見ていないプレイボーイの主人公の心理状態を描出しているのである。

原文は「 」 王注：乳母には一ヶ月一円半しか支払わないのに、ここで一万円近158. 硯偐継慌除匯嵐圷

く「 」を出すはめになっているから、大きな代償を払わされたといえるだろう 「 」と硯偐継 硯偐。

は救済の意味で、死者の家族にお金をあげて救済するのである。

王注：この段落では、短い物語を通じて中国のいくつかの道理を語っている。それは「 」159. 麗自駅郡

「 「 「 」ということであり、いずれも物事が「 （頂点）に到達す赤自伏丑 伏自拷棒 邪自廬寔 自」 」 」

れば状態が逆転するということで、老子の言ったとされる「反者道之動 （ 老子』第四十章）とい」『

う言葉に集約できるであろう。

原文は「 」 王注：安徽省の方言であり、失血という意味である。160. 鱒僮

原文は「 」 王注：やはり主人公も陸柔姫の死にある程度の責任を感じていたらしい。161. 丑彬狛業

王注：この部分には現代語とは異なる、五四時期の白話の特徴が多少ある。たとえば「 」162. 蒸寄嬉似

「 」などの表現は現在はあまり見られない。坐音志鹸

原文は「款子」 王注： 款」はかなりのまとまったお金のことをいう。たとえば中央政府から地163. 「

方へ補助金を交付することを「 」という。王錘

原文は「 」 王注：当時は輸血のことをこのように言ったのである。164. 温僮廣符

原文は「 」 王注：話し方が穏やかで、相手に安全な感じを抱かせる人をいう。一般に中165. 才葵辛牌

年やお年寄りを形容する場合に用いる。

「 」 「 」 。「 」 、166. 原文は 打 はここでは話すという意味の動詞である は嬉彭剴筐篋議貧今三 剴筐篋三

中国人がイギリス人との取引の際に用いた混成語のことを言うが、ここでは外国人の方がブローク

ンではあるが上海語を話し意思の疎通をはかろうとしている。洋涇浜一帯は当時、上海の商業の中

心地区であり、上海の共同租界の総称でもあった。

原文は「交関好」 王注：上海語で「挺好 「頂好 （たいへんよい）という意味である。167. 」 」

原文は「純潔」 王注：ここでは世間知らずというのと同義語である。168.
原文は「条凳」 背もたれのない長椅子。169.
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原文は「 」 王注： 」たる条件は二つあり、一つはすることがなくぶらぶらしている170. 唖苑眉 苑眉「

こと、もう一つは痩せている若者であるということである 「 」は上海にのみ見られる特殊な。 苑眉

現象と言ってよいであろう。中国の他の地域の人間は比較的がっちりした体型をしているが、上海

人は背が高くひょろひょろしているので、冗談で「豆芽（モヤシ）型」と言うことがある。

原文は「 」 これは主人公が前の一段から引き出した一つの結論で171. 嗤阻熱圻栖焚担叫廉脅挫択議

あり、彼の金銭哲学をあらわしている。つまり中国人がよく口にする「 （地獄の嗤熱嬬聞麹容張」

沙汰も金次第）ということである。

原文は「 」 王注：中国語で「 （鼻の頭に皺を寄せ、不満や嫌悪をあらわ172. 帙彭互映徨貧議討 帙映」

す）というのは相手を軽んじる表現である。

原文は「 」 汚いものをまきちらす、というのが原義。ここでは「汚い 「良くない」とい173. 簸醒麟 」

う意味であろう。 王注：今の上海語では「 」ともいう。介醒麟

原文は「毒来些、齷齪来些、要不得、要不得」 「来些」は呉方言で、形容詞のあとについて程度174.
の甚だしいことをあらわす 「齷齪」は汚いという意味である。 王注：同じ文句や似たような表。

現を繰り返し強調しているのは、西欧語の母語の影響であろう。

原文は「雉妓」 王注：妓女には二種類あり、一つは遊郭で営業している者、もう一つがこの「雉175.
」 「 」（ ） 。 「 」 、妓 で野外で客引きをしている 夜鷹 である 按：漢の呂后の名が 雉 であったので勸痔

これを避けて「 」と呼び替えたという。勸痔

原文は「 」 王注： （信頼できる）という言葉の前に「一定 （必ず176. 宸繁議僮匯協曳熟辛真 辛真「 」 」

という絶対的な肯定）と「 （比較的という相対的な肯定）という、普通は並べて使われない曳熟」

、 。 、 「 」二つの修飾語があるが これはおじの迷いを反映したものである おじは 本当になら 可靠曳熟

と言うべきところだが 「 可靠」であれば主人公は輸血を拒むかもしれないと思い 「一定」と、 、曳熟

言うべきか「 」と言うべきかためらって結果的にこのようなおかしな文になってしまったので曳熟

あろう。

原文は「 」 王注：安徽省の小さな農村から上海という大きな都市へ出てきて、見聞を広め177. 需弊順

ることをいう。 按：中国租界は 年には六万五千人を数え、この数字は省別にみると江蘇、1932
浙江についで第三位であり、いかにたくさん安徽人が上海へ出稼ぎに来ていたかがわかる。章有義

『 』 「 」 。近代徽州祖佃関係案例研究 表１－２ 年至 年上海華界市民籍貫統計表 を参照p53 1929 1936
原文は「 」 王注： 自作自受 （自業自得）ということである。178. 試乎 「 」

原文は「花了心」 王注： （心を動かす）という意味に近いが 「花心 （心が浮つく）の方179. 「 」 、 」強伉

が程度が甚だしい。

原文は「溜」 王注：こっそりと他の場所へ行くことである。ハゲは堂々と自分の力で上海に乗り180.
込むのではなく、布売り商人について、犯罪者のようにこそこそと上海へ出かけて行ったことをあ

。 「 」「 」「 」 。らわしている ここの 小子 溜 などの言葉にはみなハゲを貶めるニュアンスがある需弊順

原文は「 」 上海の浦東地区。黄浦江の東側の地域。181. 屯叫

原文は「粗役」 力仕事のこと。粗活。そのあとにこの仕事の賃金が一日「三毛」であったとある182.
が、 年の標準的な労働者の家庭の月収が約四百十六円だったことからすると、かなり安い金1930

。 、 、 。額である ちなみに 年の物価水準でみると 三毛で鶏卵が十個 生の豚肉が一斤購入できる1930
忻平『従上海発現歴史－現代化進程中的上海人及其社会生活 ( )』 ～ を参照。1927-1937 pp327 346
原文は「王八蛋」 「王八 （あるいは「忘八）とはカメ（スッポン）のことであり 「蛋」は卵を183. 」 、

指す。中国では雌のカメは淫乱な生き物とされ 「父親が誰だかわからない子」という意味で人を、

侮辱する際に用いられる。非常にきつい罵詈語である。

原文は「 」 解放前、上海には民族資本、外国資本の184. 麿傍頁焚担才晩云百皆昇尸雛云湊謹嘉宜議

紡績企業の工場が集中していた。日本の企業は 年に三井物産上海支店が民族資本の紡績工場1902
を買収したのを皮切りに、東洋紡、内外綿、日本綿などの大手が次々に進出し、急速な発展を遂げ

る。これらの企業がいわゆる「在華紡」であり、五四運動をきっかけに工場のストライキが始まっ

たり、五・三〇事件の引き金となった顧正紅虐殺事件が起きるなど、中国の民族主義運動と深い関

わりがあった。ＮＨＫドキュメント昭和取材班編『上海共同租界 「中国ナショナリズムの勃興」』

を参照。中国の民族資本による紡績企業の歴史については、厳中平『中国棉紡織史稿』をはじめ非

常に多くの研究蓄積がある。

原文は「 」 王注：誰が彼の出鱈目を信じようか、という意味である。185. 佚麿議鮭傍伊祇

原文は「歇了工」 一般的な意味は「仕事を休む」であるが、ここでは休業、操業停止の意で用い186.
俚匍 謹峺垢匍二匍 垢殻嶄峭 泌盾慧念壓郊租彿云麼吶議られている 『漢語大詞典』では「 （ ； 。。 ）

」と説明している。儿独和嗤俯謹酎一二匍瓜独乖垢

王注：主人公ははやく輸血してもらいたいため、焦っておじにこのように聞いたのであるが、この187.
問いかけはおじを見くびりすぎている。
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原文は「 」 王注：これは主人公を非難する言葉である 「世故」には良い188. 低宸頃徨寔出音峡弊絞 。

意味と悪い意味がある 「 」というような場合には、世の中の複雑なことを掌を指して説明。 峡弊絞

できるくらいよく知り抜いているという、良い意味で用いられている。しかし「世故很深」という

場合は、狡猾という悪い意味で使われる。

王注：おじがハゲに金を恵んでやらなかった理由は、布売り商人が連れてきたので自分とは全く関189.
係がないからということであり、さらに彼の話の真偽のほども確かではないためである。

原文は「 」 王注： 披」とは髪の毛が立っておらず、みな横になっ190. 遊貧筒彭叱功仔課貌議蓮谷窟 「

ている状態を指している 「 」とあるが本当に数本しか髪がないわけではなく、髪がうすいこ。 叱功

とを意味している。また髪を「黄草」と形容しているが、これはハゲの栄養状態が悪いことを物語

。 。 「 」っている 漢方医学では髪をその人の健康状態を判断するバロメーターとしている 按： 黄草

とはコブナグサのこと。染料用。上海近辺ではわらじを編むのに用いられているという。

原文は「 」 王注：目がつり上がっているというのは本来、悪い意味ではなく、京191. 曾峪凛商㏍貧虚

劇の役者などもみな隈取りで目がつり上がっている。しかしここでは見る者に凶悪な、獰猛そうな

印象を与える悪相として描かれている。

原文は「褂」 単衣の短い上着。 王注：上着である。普通は袖がない。192.
。 （ ）、 。 、 、 、193. 1874 1961人名 陳嘉庚 ～ 福建省同安県の出身 有名な華僑の実業家 教育家 社会活動家で

熱烈な愛国主義者としても知られる。シンガポールでパイナップル缶詰工場、米屋、ゴム園などを

経営していたが、 年以降はゴム製品に力を入れ、 盛期には地球上の至る所でそのゴム製品1916
が売られていたと言われる。

「 」 。 。194. 原文は 喊 王注：ここでは挨拶をするという意味である ハゲも官官を覚えていたのであろう

王注：病室の調度品を「打量 （じろじろ観察する）したのである。195. 」

原文は「登」 王注： 登」は「呆 （とどまる）という意味である。196. 「 」

原文は「 」 王注：素晴らしい、非常によいという意味である 「 」とも表記する。197. 競肯肯 競濾濾。

原文は「 」 クォート；ヤード・ポンド法の量の単位。ガロンを基本単位とする。１クォート198. 推蒙

は ガロンで、 リットル。 、 とも表記する。 王注：３クォートは約 リットル1/4 1.136 3.4推櫛 推用

、 。 、 「 」で 一回の輸血の量としては非常に多い にもかかわらず 医者は ３クォートもあれば十分です

などと何でもないかのように言っており、作者はこの重要な場面で、目に見えない当時の社会の残

酷さを巧みに描き出していると考えられるが、ただ、作者がこの方面にくらく、適当に数字を書い

たとか、計算間違いをしたという可能性も全くないわけではない。

原文は「 」 ここは成語の「 」から来ている 「奇貨居くべし」とは、珍しい品199. 肖葎謎歯 謎歯辛肖 。

物はしまっておいて、よい値段が出るのを待つこと。秦の商人呂不韋が、趙に人質となっていた秦

、 、 （『 』の王子の子楚を助け 子楚が秦の荘襄王となり 呂不韋はその大臣となった故事に基づく 史記

呂不韋伝 。転じて、何かを種にひともうけしようとたくらむこと。）

原文は「敲我竹杠」 王注： 敲竹杠」とは「 （法外な値段をふっかける）という意味で200. 「 」只爺勣勺

ある。

原文は「 」 王注：前のところに「我救他回来的」という句が201. 厘社寄郊郊辛鮮低殿低壓翌㍗送鯛

あったが、ここにも是非の転倒が見られる。主人公はハゲが上海で流浪しているのを心配したので

はなく、逆にハゲが郷里に帰ってしまうのではないかと心配し、急いでおじに探しに行ってもらっ

たのであるから。

原文は「 」 王注： （計算間違いをしてはいけない）と警告し202. 低暢㌫危阻揃遊 低音勣嬉危阻麻徒「 」

ているのである。

「 」 「 」 。203. 原文は 王注： 看～～的分上 というのは非常によく使われる言い方である心麿社㍗繁蛍貧

「 」 「 」（ ）「 」（ ） 、 。分上 というのは 面子上 メンツ ゆかり などと同じで 関わりの程度をあらわす垉蛍

原文は「 」 王注： 寒」とは「 （寒気がする 「 」とは「 （熱が出る）204. 窟軟混犯栖 窟絶 犯 窟犯「 」 ）、 」

ということであり 「 （寒気と熱が交互に襲ってくる）ということである。 按：マラリ、 」絶犯住紋

アで出る熱を特に「 」という。混犯

原文は「 」 マラリア。王注：マラリアに罹ることを中国では俗に「 」と言う。205. 撤鴫押 嬉畏徨

原文は「 」 成語「 （話しぶりが静かで穏やかである）とほぼ同義であろう。206. 煤冱床囂 煤冱聾囂」

原文は「替」 「～～にむかって」という意味で用いられている。207.
原文は 迷迷糊糊 王注： 目が覚めたり眠ったりする という状態が 迷208. 「 」 「 」（ ） 「扮遇賠佰扮遇鋒状

迷糊糊」である。

原文は「迫着回家」 王注： 迫」とは「強迫 （無理矢理に）であり、主人公は退院後も続けて上209. 「 」

海に留まりたかったようである。

王注：母親が乳母に同情して家族のことをたずねたとき、鉄芭蕉が横から口を挟み、彼女の舅と夫210.
が誰であるかを言う。そしてそこから主人公の回想が数ページ分挿入され、ここで回想が終わって
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また母親が続けて質問する、という展開になっている。

原文は「打」 王注：北中国の口頭語である 「 （～より）という意味である。211. 。 」徭貫

原文は「到省里去当兵」 「省里」とは省の首都のことである。 王注： 当兵 （軍隊に入る）と212. 「 」

あるが、国民党の部隊に加わったのであろう。

原文は「 」 王注： 」は下賤な、という意味の他に「 （子ども213. 宸嶽和嶽析巷 和嶽 峪氏殴嶽議析巷「 」

を産ませることしかできない亭主）という意味が加わっている。陰陽学では女性が田地、男性が種

子ということになっている。

原文は「 」 王注： 」はここでは男性を指している。言わんとする意味214. 圦覧麿競阻倖濠徨遊 濠徨「

は 「 （頭には男の頭がついているのに、、 」麿遊貧頁倖槻繁議遊辛頁短嗤恂槻繁議並萩侭參圦覧

男としてするべきことをしない、だから男の頭があっても無駄なのである）ということである。

原文は「 」 王注：口と口をあわせるのが「 」であり、ここでは赤ん坊の顔に軽く215. 牌阻叱倖恁 牌恁

キスするだけであるから 「 」とするのが適当であろう。、 牌阻叱和

右唄析徨 右唄 音216. 原文は「 」 王注： （大切な）と言ってもここでは普通のよい意味ではなく 「「 」 、

（情けない）という意味で使われている。このように一つの言葉がもともとの意味と全く反尸賑」

対の意味になる現象は 「冤家 （かたき・愛しい人）などのように、中国語にはしばしば見受けら、 」

れる。

原文は「 」 王注： 做」は「耕田 （田を耕す）ということであり 「 」とは具217. 嗽恂誼嗽耀誼 耀「 」 、

「 」（ ） 。体的には ものを背負って町へでかけ商いをする ということである嘘匯乂叫廉序廓肇恂伏吭

「 」 「 」 、「 」 「 」、「 」 「 」218. 原文は 王注： 即便 は一つの言葉ではなく 即 は 立即 便 は 就軸宴宇軟慢頃徨恠

の意である。まだこの時点では立ち去っていないので 「走」の前に「要」という助動詞を入れる、

べきであろう。

原文は「 」 王注：中国で「 」と言えば、普通肉汁を含んだスープをいう。219. 明邦 明邦

「 」 「 」（ ）220. 原文は 添福添寿的話 王注： 家庭会更幸福！ ご家庭はさらなる幸福に恵まれるでしょう！

といった類のお世辞である。相手の機嫌をとるような感謝の言葉である。

原文は「 」 王注：ある容器に水を入れて沸かし、その中に別の容器に入れた乳を入221. 委通侯邦賽犯

れて温めるのである。

原文は「 」 王注： 盈盈」とは充満しているという意味であり、ここでは非常に甘いとい222. 矢哢哢 「

うことである。少し甘いのであれば「 」という。矢某某

原文は「 」 時機を失するの意である。223. 払扮

原文は「野蛮無味」 王注：農村を「野蛮無味」といい都市を「文明」といっているが、 年代224. 1930
の中国ではよく用いられた形容である 「無味」とは、この田舎では素晴らしい人乳は手に入るも。

のの、遊ぶ場所がなく暮らしていてつまらない、ということである。

原文は「 」 王注： （匪賊の動きが活発である）という意味である。225. 綴輿桂 輿桂議強床載寄「 」

原文は「 」 村と鎮はレベルの異なる行政組織であり、行政組織の縦のヒエラルキーでは、中226. 翫將

央－省－市・地区－郷・鎮－村となっている。なお、アメリカの人類学者、スキナーは、解放前の

調査をもとにマーケットタウンを核にいくつかの村から構成される市場共同体モデルを提示した

、 。 「 」が この市場共同体が郷・鎮の行政範囲に相当すると考えられている 西澤治彦 行政組織と農村

（西澤治彦他編『中国』所収）参照。

原文は「 」 王注： 」とは匪賊たち全部を殺すことをいうのであるか227. 委乂輿桂婉課茅功 婉課茅功「

ら 「 一）些土匪」はおかしい。おそらく印刷の段階で「那」が「些」の前からぬけ落ちたのでは、（

ないか。

「 」 『 』 、 。 。228. 原文は 七星嶺 民国期の 涇県志 を参照したが これに近い地名は見あたらなかった 待考

原文は「 」 多く匪賊などが呼び合い集まる。糾合する。229. 丱詔

原文は「 」 銃器。銃の総称。230. 嚢乢

原文は「 」 県庁。県の役所。231. ⑮俸

このように匪賊が県城に攻撃を加え、占拠するということは当時しばしば起きていた。ここでこの232.
匪賊は手紙を出し要求しているが、これも匪賊たちがなるべく兵員や弾薬の消耗をおさえようと、

よくやった手であり、彼らはそのために手紙がちゃんと書ける知識人を一人は連れていたといわれ

る。注 前掲書参照。13
原文は「 」 『漢語大詞典』には「 」233. 妖契 及匯肝忽坪醐凋媾尸扮豚仇麼竣雫郡強冷廾議峺屍字購

とあり 「 」あるいは「 」は、主に農民一揆や革命運動を弾圧するために地主階級によ、 妖契 妖契蕉

って組織・指揮された武装集団という見方をされがちであるが、匪賊と協力関係にあった団防も多

かったらしい。注 前掲書参照。13
原文は「通路」 王注： 大路小路、一切通行的道路 （あらゆる通り道）ということである。234. 「 」

原文は「 」 王注：もともと「 （見張り所）があったのだが、そこに詰める人数を増やし235. 紗鈷 鈷」
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たのである。

「 」 「 」 「 」 、「 」 「 」（ ） 。236. 原文は 王注： 拘 とは 拘留 であり とは 尋問する の意味である詳儂 儂 蕪儷

「 」 「 」（ ） 。237. 原文は 王注： 用もなくのんびり腰掛けて無駄話をする という意味である恫霧 椀恫椀祖

原文は「 」 ある一族の廟。祖先の位牌が祀られている。ここでは宗祠の中に団防局の本部が238. 忱踉

設置されているが、呉組緗先生の作品の中では宗祠が重要な意味を持つことが多い。

原文は「聚会」 王注： 聚会」は「 」ほどかしこまった語感はないけれども、それなりの目239. 「 蝕氏

的があって集まることを言う。

原文は 中国では昔から彗星は天下大乱の予兆であるとされてきた 明代の日用類書 万240. 「 」 。 『膝帋佛

巻星羅』巻一天文門には「星帯箒行所向之方百日内賊冦生」また「彗星体如掃箒而長、此星若見主

兵起」とある。

原文は「地方上」 住んでいる場所を指す 「 。 （ 国語辞典 ）241. 。 」『 』輝仇 謹峺由匯倖佩屓曝囃遇冱

原文は「 」 王注：匪賊をタカに喩えている。だんだんと人数が増え、力をつけてきた242. 嚼谷戟諾阻

らば、という意味である。

原文は「那時看好世界」 王注：反語である 「世界乱、世界不好」を目にすることになるのであ243. 。

る。ここで強調したいのは、早く手をうって匪賊を殲滅しないと「天下大乱」になるぞ、というこ

とである。

原文は「 」 王注：どのような「 」が到来したのか 「劫数 、つまり悪い運命がめぐ244. 塰方欺阻 塰方 。 」

ってきたのである。

「 」 。245. 原文は 王注：あらゆる出来事は一定の時間を経てまた起こるという意味である群頁脅嗤倖方

王注：このようにあらゆるところで見られる貧困と衰退は、みな厄運のせいだとこの老人は言いた246.
いのである。中国には「 （運命で定まっている厄災からは逃れられない）という言葉が壓駿佃毛」

あるように、このような考え方が広く信じられている。

原文は「 」 王注：これは主人公の評価である。 初に話をした幹部は、匪賊をは247. 三頁噴蛍嗤祇尖

やく退治しないとまずいことになる、と現実的な分析を披瀝したが、彼も帚星が出ると天下が乱れ

るという迷信を根拠にしている。二番目に話をした老人は 「劫数」というより普遍的な迷信によ、

って分析している。さて次は若い世代の分析だが、これは経済分析ということができると思う。

原文は「新奇」 王注： （目新しい）ということであり、普通はよい意味で使われる。248. 「 」仟啀

原文は「在外面做店友」 王注： 外面」とは安徽省以外のところか、あるいは安徽省のどこかの249. 「

。「 」 、 、町を指している 店友 は普通は店員の意味であるが 避暑のため帰省していたとあることから

それなりの地位があるものと思われる。おそらく彼自身が商売を営んでいるのであろう。

原文は「 」 王注：同姓で、何世代か前に直接の血縁関係があった遠縁の親戚のことである。250. 垓型

王注：いとこは開口一番、迷信に基づく分析を否定する。251.
原文は「 」 王注： 」とは中国あるいは安徽のお金のことである 「 」は252. 委熱公翌忽繁騰近肇 熱 公「 。

ここでは受け身をあらわしている。

原文は「 」 王注：主人公を含む自分たちの世代が子どもだった頃というと、この小253. 芝誼厘断弌扮

説が書かれたのが 年であるから、おそらく 年代か 年代の話であろう。1932 1910 20
原文は「土布」 「洋布 （機械織りの木綿布）に対し、中国産の地織り木綿をいう。手織り木綿254. 」

布。 厳中平『中国棉業之発展』 によれば、安徽ではほとんど棉は生産されず、周囲の江蘇p224
・浙江・江西・湖南から供給をうけていたが、家庭内織物業は発達しており、 年の調査では1934
全省 県中、 県に家庭内手工業レベルの織物業者がいた。73 43
原文は「 」 紙こより。こより。かんぜより 「 （麦藁や竹などを原料にして作った一種255. 崕庭 諮崕。 」

の紙に硝石を塗ったもの）をこよりにしたもの。火打ち石などで点火して火種とする。

「 」 。 。 、 。256. 原文は 乾燥した煙草の葉をもみほぐしたもの きざみ 手巻き あるいはきせるで吸う叉冖

「 （水煙草）に対して。邦冖」

原文は「大英牌、小刀牌」 当時のシガレットのブランドであろう「大英牌の煙草十本入りが十万257.
元しておるのである」(内山完造『中国人の生活風景』 )p185
原文は「 」 王注：これは典型的な中国の自給自258. 叫廉徭失崙阻徭失喘熱頁送栖送肇壓徭失繁返戦

足の考え方である。農業社会の考え方である 「自己」とは中国人のことである。。

原文は「洋布」 機械織りの木綿布。平織り布。259.
原文は「竹布」 綿布の一種。リンネルの類。厚地キャラコ。アイリッシュ布地。260.
原文は「 」 メリヤスのズボン、あるいは上着とズボン衣服全体の総称。261. 廟帥

原文は「 」 家庭用アルコールランプ 「美孚油 （輸入石油の名称；スタンダー262. 胆聒冉聾冉剴嗟菊 。 」

ド石油）を用いることから。呉方言。アメリカの商人が中国で苦労しながらこのランプの販路を広

げていくさまを描いた『支那ランプの石油』という小説がある。

王注：これは愚かしい考えであり、不正確な分析であると考える。この考え方の根底には中華思想263.
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がある。彼は、豊かだった中国から外国人があの手この手でお金を奪っていったため、中国がだめ

になったと考えているが、既にその前から鎖国のため中国は世界から後れをとっていたのである。

按：洋布を初めとする外国製品が農村部にまで流入し、国内手工業に打撃をあたえ、農村の自給自

足的経済を崩壊させたというこの手の主張は、現在でもかなり広く信じられているが、イーストマ

ンはまず、輸入貿易は一般の中国人に対してそれほど大きな影響を及ぼさなかったとして、アルバ

「 、 （ ）ート・フォイエルワーカーの 年代に 湖南省や四川省の農民が内外綿 日本資本の在華紡1930
、 （ ） 、 、の服を着 ＢＡＴ 英米煙草会社 のタバコを吸い 明治製糖の砂糖を使っていたと主張する者は

証明するために苦労することになる」という言葉を引用している。そして、 年以後も中国国1930
、 、 、内の手工業は競争力を失っていない証拠として 年の段階で 手工業生産は綿布生産の ％1933 65

66 89 pp119 121絹製品の ％、食用植物油の ％を担っていたことを指摘している 『中国の社会』 ～。

参照。外国製品がどれだけ中国国内に流通していたかについては、地域差もあるのでなお検討の余

地があろうが、中国経済の不振をすべて外国製品の流入のせいにするのは難しそうである。

低出仇圭音博宅 珊嗤焚264. 原文は「 」 反語である。必ず貧しくなると強調している。さらに続けて「

」と言って老人の分析を完全に否定している。担方

原文は「 」 王注：一年の 初から 後まで忙しく働くことである。265. 脱欺遊

原文は「 」 王注：田を借りている地主のことである。266. 叫社

原文は「 」 王注：主人公の言ったことに同意している。いとこも自分自身、都会に267. 祥頁宸倖三兔

住みたがっていることを認めている。

原文は「 」 王注： （都会的な生活を享受しにいく）ということである。268. 狛弊順 ㌻鞭⑬旗伏試肇「 」

原文は「 」 王注： 小康人家」とは少しだけ土地を持っている地主と269. 弌慎繁社匯爺爺洞晶軟栖阻 「

小規模の資本で商売を営み、やっていけるにはやっていけるが、たくさんの財産をもっていない。

しかし、このレベルの家も一日一日「 」となっていく 「貧」とはお金がなくなること 「 」洞晶 晶。 、

、「 」 。とは前ほど見栄が張れなくなるということであり というところまで悪くはなっていない洞博

原文は「 」 王注：ここでまた農村の荒廃の話題から商品経済の問題にもどる。270. 椎嗤謹富熱択叫廉

原文は「朝奉」 もとは宋代の官職名であるが、のちに江蘇・浙江省一帯では質屋の番頭や店員を271.
指すようになった。

「 」 「 」 「 」 。「 」 、272. 原文は 強盗土匪 王注： 強盗 と 土匪 は少し異なる 強盗 は場合によっては覆面をし

、「 」 、 。武器を持ち少人数で行動するが 土匪 は近代的な武器を携行し 人数も強盗に比べずっと多い

原文は「 」 王注： 恰好 （ちょうどよく）という意味である。273. 汽汽 「 」

王注：老人は自分でも自説のつじつまをあわせることができなくなっている 「劫数」であるとい274. 。

うならば、過去に外国人が中国からお金をだまし取っていった例を指摘しなければならないが、そ

れができず、彼の反駁も弱くなってきている。

「 」 。 。 、 。275. 原文は 鎖国する 国を閉ざす また家に閉じこもり 外との交流を絶つことを言う液購徭便

原文は「 」 王注： 年以後である。276. 1840徭貫嬉阻移嫐

、 。277. 王注：いとこは引き続き経済の観点から語り 以前の鎖国状態の方が中国はよかったと考えている

原文は「 」 年、ニューヨークの株式恐慌にはじまる世界恐慌のこと278. 1929晩云払匍議嗽頁謹富為嵐

を言っているのであろう。

原文は「 」 王注：ここで老人が言いたいのは、やはり「劫数」か279. 宸音頁嶄忽翌忽脅毛音阻宸倖方

らは誰も逃れられないということであり 「這不是」という否定の形で強調しようとしている。、

原文は「 」 王注：自警団の尋問はたいそうあらっぽく、被疑者を罵ったり殴ったり280. 蕪諒扮議秤侘

して苦しめ苛んだ。これを主人公は面白いと感じていたというのだから、彼にはサディストの気質

があるらしい。

「 」 「 」 、281. 原文は とは手品をする彌彭励倖延老隈議表叫繁嗤曾倖溺議油傍抜氏敬能恠謁 延老隈

。「 」 、奇術をするという意味である とは武術の修練を積んだ人間が軽々と屋根を飛びこえ敬能恠謁

。 、垂直の塀を平地のように走ることを言う 王注：女性が二人いることを主人公は強調しているが

一般に人前で芸を見せる女性には美人が多いため、彼は興味を大いに示したのであろう。

原文は「就地正法」 その場で処刑する。罪人を中央に送らず、逮捕した地で死刑に処すること。282.
清代の法律用語。

原文は「 」 処理する。処分する。判決を下す。283. 窟鯛

原文は「 」 『涇県志』を調べたが、この地名は見あたらなかった。待考。284. 僞社將

原文は「 」 王注： 」は自警団の構成員のうちで、武勇に秀でた者を指す。285. 妖啾 妖啾「

原文は「 」 王注：当時の「 」は今のズボンと異なり、丈が長く腰のところで「 」286. 帥劈血 帥徨 劈揮

をしめ、ずりおちないようにしていた。

原文は「 」 「 「 、いずれも『涇県志』に見つから287. 鈍佛窓輿桂公寄件表輿桂議勣痕 鈍佛窓 寄件表」 」

ず。待考。 王注： 要函」には、重要な手紙という意味と、簡略な手紙という意味と二つある。「
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原文は「 」 王注：顔つき、服装、そして態度が昔よりもよくなっていたのであろう。こ288. 曳念挫狛

のあと、おじと主人公を見かけるやすぐに濡れ衣だと滔々と訴えるなど、以前と違い弁もたつよう

になっていると思われる。

原文は「 」 申し開きをする。弁明する。釈明する。289. 賦援

原文は「 」 『涇県志』に見つからず。待考。290. 臼采將

原文は「 」 元手の小さな商売。小資本経営。また「小本生意」とも言う。291. 弌云択沢

王注：かって北方中国では、夜寝るときに裸で寝ることが多かった。それゆえ、旅籠に泊まったと292.
きこのような事態が生ずることもあり得る。北方はシラミが比較的多かったので、冬など脱いだ衣

服を門の外にかけておき、シラミを凍え死にさせていた。もちろん、現在はこのようなことはして

いない（笑 。）

原文は「 」 「 」には、ろくでなし、無頼漢とい意味と、同類を293. 宸嶽移窃音一仇圭貧珊音誼 移窃

。 「 」 、 。「 」害する者という意味がある 王注： とは ここでは厳しく処罰するの意味である一 珊音誼

とは「不得了 （たいへんだ 、つまり「大乱」になるということである。」 ）

「 」 「 」（ ） 、294. 原文は 吊起一双眼睛 王注：京劇の 武生 立ち回りを主とする男役 の隈取りがそうだが

目がつり上がっていると顔つきが恐ろしく見える。

原文は「大凶手」 王注：普通 「凶手」は殺人の罪を犯したことのある者をいうが、ここでは凶295. 、

悪な匪賊という意味で使われている。

原文は「 」 「 」ともいう。一人を懲らしめて大勢への見せしめとすることであ296. 姫匯搜為 獲匯搜為

る 「 」は戒めるという意味である。。 搜

原文は「 」 王注：処刑場に河原を選ぶことが多い。広くて見通しがいいため、見せしめにす297. 采眠

るのに都合がよいのと、簡単に血を洗い流してきれいに片づけることができるからである。

原文は「大刀」 長柄のついた大太刀。いわゆる青龍刀のこと。銃殺刑がおこなわれるようになる298.
以前は、この大刀が使われていた。

原文は「 」 王注：馬上で用いる彎刀。299. 瀧偽

「 」 。「 」（ ） 。300. 原文は 王注：否定の否定である 必ず震える ということである音喇誼音橋戒 駅誼窟橋

ハゲの「 （大義のために潔く死に臨む）という態度は主人公には死刑執行人寄吶掃隼篇棒泌拷」

よりも恐ろしく見えたのである。

原文は「 」 王注：ここから死刑執行の場面が描写される。この 初の一文は、301. 采眠貧頁七諾阻繁

たくさんの人が死刑を見物にやってきたことを物語っている。魯迅はかつて「薬」という作品の中

で、死刑見物と関わりのある、中国人の特殊な趣味（死刑囚の血を饅頭につけて食べると肺病が治

） 。 、癒すると考えられていた を書いている 作者もまた似たような場面をここで書いているわけだが

多少異なる点がある。魯迅は、刑死した革命家の血をつけた饅頭を食べようという人々の麻痺した

感覚を強調して描いているのに対し、この作品では、ハゲを高く評価する人々が何人か描かれてい

る。これはおそらく 年代、 年代の中国の農村に、魯迅の作品が書かれた辛亥革命の時期に比20 30
べて進歩的なあるいは新しい思想の持ち主が増えてきたゆえんであろう。

原文は「 」王注：中国では死刑（特に刀で首切る死302. 弌雄徨兀欺采眠貧寄輔出椎鵠徨返喘怎餅宜麿

刑）を執行するときに必ずおこなうことである。普通、蹴りたおして地面にひざまずかせるが、こ

れは首を切るのに都合がよいからである。

原文は「 」 王注：首切り役人は肝っ玉がちぢみあがってしまい、うまく蹴倒せ303. 辛頁鵠徨返餅音挫

なかったのである。

欺棒音週賑 jiﾂng xiﾀng jiﾂng 音週徭失304. 原文は「 」 王注： 降」は とも とも読める。 と読んで「「

（自分のプライドを保つ）と解釈することも可能だが、この場合は死をもお議繁鯉、恊冢、賑嵎」

それない、屈服しないという意味で に読む方がよいであろう。xiﾀng

原文は「 」 王注：ハゲは 「故意」に自分の首を大きな石にくっつ305. 珊絞吭委遊庄薮壓匯翠寄墳貧 、

けたのであり、これは彼に勇気があることの証である。石を台にして首を切りやすくし 「切れる、

ものなら切ってみろ」という「 」の気概を示したのである。譚嗣同という清末の政治家も篇棒泌拷

死刑になるとき、他の囚人たちがおびえている中で彼はハゲと同じようにしたと伝えられている。

原文は「扶也扶不起来」 王注：ガンとして体を起こそうとせず、首を切られて死のうとしたので306.
ある。

原文は「双手把住刀柄」 王注：この時点で首切り役はもはや片手で刀を持つこともできなくなっ307.
ていた。それで両手で刀を握りしめたのである。

原文は「 」 王注：死ぬ間際の人間に見つめられるとあの世で復讐される308. 音廖仇橋短隈審誼和肇

、 、 、ということが一般に信じられており 死刑囚が顔を下に向けているのなら切りやすいが この場合

ハゲは首を石につけ首切り役を横目でにらむ形になっていたため、彼としては復讐されるのが恐ろ

しく刀を振り下ろせないでいた。
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原文は「 」 王注： （激しく罵った）という意味である。309. 株卓 載俔仇卓「 」

原文は「 」 王注：まるで薪を割るようにむやみやたらに切ったということである。310. ℡審会分貌仇

原文は「 」 王注：首切り役は一太刀で首を切り落とせず、おそらく何回か石311. 委瀧偽笥審撹昂兩掛

を切ってしまった結果、刃が欠けて犬の歯のようにぎざぎざになってしまったのであろう。

「 」 「 」 、 。312. 原文は 王注： 野孩子 とは 汚くて道理を知らぬ子供のことである峪嗤叱倖勸頃徨田返搬

原文は「 」 「僵」は硬直すること 「 」は横になることである。ちなみに「キョンシ313. 秋淋音強 淋、

ー」の原義は「僵尸 （硬直した死体）である。」

原文は「 」 王注：首切り役もショックで足腰がたたなくなっていた314. 鵠徨返匆瓜凪麿妖啾喧彭恠阻

のである。

「 」 「 」 。「 」 、 、315. 原文は 王注： は死体のこと はもがく あがくの意で策隼椎分遍嗽尓奢軟栖 分遍 尓奢

ここではもがいて体を上に起こそうとしただけであり、立ち上がったわけではない。

原文は「 」 王注： 」とは恐ろしいたたりをなす霊魂のこ316. ℡倖具麹俔舞貌議慧彭錫匹徨出搬 具麹「

とである 「鬼」は中国では霊魂を言う。中国の神様は必ずしもみなきれいな顔をしているわけで。

はなく、たとえば中国の家の扉には悪霊の侵入を防ぐため門神の絵を貼る習俗があるが、この神様

（門神）は目をかっと見開き、口が裂けた恐い顔をしている 「凶神」とはこのような神である。首。

は切りおとされていないので、まもなく息絶えようとするときに、言葉にならない甲高い声を発し

たのであろう。

原文は「 」 王注：死にかかった人間ににらまれるのが恐ろしくてみんなあ317. 寄社脅賄誼㏍垓侃毛閲

わてて逃げたのである。

原文は「口白面青」 顔面蒼白で血の気がない様子 「面青唇白」とも言う。318. 。

原文は「 我們連跌了几个踉蹌」 王注：まるで転んだみたいに（実際には転んだわ319. 厘断銭鋸阻叱倖

けではない）足元がおぼつかず、逃げていくさまを述べている。

原文は「 」 「庄稼人」とは農民のこと 「 」は近づくという意320. 峪嗤叱倖季寄議廸借繁恠贈衿的 贈、

味である。 王注： 掇弄」は「収拾 （片づける）という意味である。「 」

原文は「 」 王注：この一段ではハゲの勇敢さと、見物人、首321. 厘頁賄謬阻諸諸性彭寄輔議返音慧

切り役、主人公、おじたちの恐れる様子を描き対比させている。

「 」 。322. 原文は 王注：以下で死刑を見ていた人たちの評価がなされている低断辛㌫誼軟宸繁肇恂輿桂

「可」は「 」の意味であり 「想得起」は「看得出 （みなす、見て取れる）の意味である。奕担嬬 、 」

言わんとするところは 「どうしてこの人間が土匪（盗賊）をやっていたという風に考えられるの、

か？そういう風にはとても見えない。彼は土匪や役人なんかじゃないよ」ということである。こう

言った人物はハゲを非常に高く評価している。

原文は「 」 王注：中国では地上の英雄と天上323. 殿頁倖佛凡廬駿椿心麿椎賑古匆麻誼頁訳挫査阻

の星宿とが結びついていると考えられている 「 」とは、ここでは死に臨んでも恐れないハゲ。 賑古

の様子をいう 「 」は傑出した英雄のことである。これもハゲに対する高い評価である。 按。 挫査

： 」については 『漢語大詞典』は「 」とし、呉組緗『山洪』から例文を取っている。「 、廬駿 嗅廬弊

星と英雄の関わりについては 『水滸伝』や『西遊記』などの小説にも多く書かれている。星の生、

（「 」） 、 、まれ変わりである英雄 剣神 が剣を手に入れて活躍し 後には 後には剣を失って死を迎え

、 。再び天に帰っていくという物語は 中国の通俗小説や民間説話などに枚挙に遑がないほど見られる

原文は「 」 大勢ががやがやしゃべるさま 「 」とも言う。324. 匯揃貧脅鈍恁伊斧議霧宸並 鈍嫖伊恁。

原文は「 」 「 」はここでは役立た325. 寄輔峪頁卓鵠徨返才妖啾傍麿断脅乂擢淫徽朔栖嬉箸傍 擢淫

ず、能なしの意味である 「打趣」は揶揄する、冷やかすという意味である。 王注：ここでなぜ。

おじだけが彼らを罵っていたのかというと、前のところで人々がハゲについてなかなか高い評価を

与えていたからである。死刑にされた人がいい人だとすると死刑を執行した人は悪いことになる。

、 。みんなの見方は叔父さんに対して不利であり だからそれをうち消すために懸命に罵ったのである

ハゲを首切り役人が一太刀で殺していれば、死体がもがくこともなく、みんながハゲを英雄と思い

こむこともなかったであろう。

王注：おじの彼に対する評価は他の人々とは正反対である。326.
原文は「 」 王注： （ずっと叫び続けた）のである。327. 通禿嫖寄恁依℡窟髄貌議岷彭匹徨搬 匯岷搬「 」

原文は「 ！ ！」 王注：この「黒天大冤枉」は非常に重要な言葉である 「黒328. 菜爺寄圦覧 菜爺圦覧 。

天」は黒い雲が空いっぱいに広がっているさまをあらわす 「冤枉」は、自分がやったことでもな。

凸爺固いのに、罪を無理矢理他の人から転嫁されることである。ならば 「黒天大冤枉が」とは「、

（天地を覆い隠すような）全く濡れ衣ということになる。彼女は、自分の夫が匪賊でもないの仇」

に無実の罪を着せられて処刑されたのであり、彼はよい人間だと訴えているのである。

原文は「 蹣蹣跚跚 」 王注： 蹣蹣跚跚」は腰を振329. 搬彭祥吏采眠貧 仇閏。俯謹頃徨絃繁効壓朔中心 「

りながらふらふらと歩くさまである。足取りが不確かであっちに行ったりこっちに行ったりしてい
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るが 「奔」という動詞が用いられているので、急いで前に進もうという気持ちが本人にはある。、

原文は「 」 王注： 」は鉄芭蕉の動作が非常にすばやい様子をあらわし330. 繁還戦怺竃鑓暗酋菱徨 怺「

ており、乳母の「蹣蹣跚跚」と対比されている。

原文は「 」 「 」とは分別をつかなくする、人の心を迷わせるとい331. 低宸禿弟嘉出丙痴阻伉馬 痴伉馬

う意味である 「 」とも言う。 王注： （汚いものがおまえの心。 「 」痴凪伉馬 壜叫廉痴岱阻低議伉馬

を迷わせている）という意味である。

原文は「 」 中国に昔あった酷刑 「 」とは体をいくつにも刻み、なぶり殺しにするこ332. 巣扉聾腔 腔。

と、いわゆる「凌遅」のことである。

原文は「造化了他」 按： 造化」は運がいい、幸運に恵まれるという意味である。333. 「

原文は「 ･･････」 王注： 五通神」は、恐ろしい神様のこ334. 抜当彭励宥舞貌議図低弟議焚担疋! 低 「

とである。 按：民間信仰の神 『七修類稿』に「謂五通神即五聖」とあり 『陔餘叢考』に「謂五。 、

聖 五顯 五通名雖異 而實則同 とあり また 重修臺灣縣志 卷六に引かれる 蘇州志 は 五、 、 ， 」 、 『 』 『 』 「

顯乃婺源土神」と述べていることからすると、五通神には複数の呼称があり、もとは江西婺源のロ

ーカルな神様だったようである。

王注：おそらくこのあとにもっと聞くに耐えない言葉が続いたと想像される。このように突然終わ335.
る締めくくり方を中国では「 」と呼ぶ。中国の小説の書き方として「 （出だしは非常に迂硫 拶遊」

勢いがある 「 （真ん中は大きくて内容が豊富 「 （あっさりと終わる）というのが一）、 」 ）、 」幎暁 迂硫

つの理想とされている。
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