
魯迅「悶金j党

一魯迅の民衆段・ (4) 

井政

I.はじめに

1r恰 J(1934・12・21、5旦介斡在地、総迅会総第6巻、 1981)は次のような内

容である傘 lo

1934年頃、程界都市上海に住む語り手の家の斜め前に、外国人の家がある＊三。そこに

間金という名の女やさんカ丸、た。語り手の家の斜め訴がその家の裏口にあたる。この女中

さんの行動か藷り手の校卒を妨害し、そのヲ！

り手は従来、女性を中慰問社会の弱者・

手を器惑させる。ひいて

して考えてきたが、しかし阿金のー

連の行動は、語り手のこの考え方を揺り動かし覆した。

この小論の目的は、次の点を追究することにある移三岳部可金J

どこにあったのか。

Il.間金の生活する社会と持代

一間金の仕事ぶり

「閉会J(1934・12・21、

は魯迅に何をもたらしたのか。

の主人公間金は、組'tR毛F>r信上海で働く下！警の女？生労働者

である。おそらく封建的農村から出てきたと推測するσf長女は1934年項、外国人の主人

に襲われてし叱女中さん（「上海では樹夷と時び、外居人は間柄と呼ぶJ＜「間金j、198翼〉）

である。

間金は、経詩的留から言うと、貧窮の1翻すカミら繁栄する都会へでてきた年若い女性労｛勤

者である。彼女は、倫理的密から言うと、封建的干し教的出社会から規範の稀薄な租界都市

の社会に移ってきた。彼女は、｛手法充的共i湾体としての規範がほとんど崩壊した、上海の下

して｛動いている。

彼女は女友達が多く、一日の時間が遅くなると、多くの女友達カマ1長女のもとに集まり、

大声の井戸端会議が始まる。彼女はかつて皆にむかつて雷った、 f靖夫を作らないのなら、
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上海へ来て何をするのよ－…・J（「間金j、198頁）。

この傍若無人の井戸端会議のあまりのうるささに、外国人が飛ひ、だしてきで、披女らを

忍で銑飛ばし、競散らすことがあったO

！；可金は、規範カ王手議簿な上海の下層社会で、女中としての仕事以外には、感覚的自由

楽的自由を追求する。

彼女はおそらく、人需的自立がで、きていない農村の女性の境遇に育ち、教育を受ける機

会がなく、自覚めへの契機を欠いた下層階層の女性労働者の境遇にあった。（それは彼女の

億人的資任とは言えず、社会的震史的な状況が彼女をそのような境迭に置いたと言わなけ

ればならない。）彼女は、 （「間金J、200頁）をしゃべり、イン

ド人の巡査に対して自分と近所の老女とのけんかについて、夜接訴えることができた＊ •i 。

その後、けんカ沖替手の宕Lどによる間金に対する報復がある。

「翌日の早朝、間金の家から遠くない、外国人の家の蕗窓〔外国人の家で使吊人として

くや髭J人男性一一中弁注）が突然何金の家に向かつて逃げてきたc あとには瓢惇な大

男が三人追いかけている。 j§窓、のシャツはすでに破れていた。おそらく披は誘いだされ

て、また投ろの門もふさカまれ、戻ることができずに、それでやむなく愛人のところへ逃げ

てきたのだろう。愛する人のかたわらは、もともと安心立命できる場所である。イプセン

の演劇中のベール・ギユントは、失敗のあと、結局愛する人のスカートのもと

子守歌を聴く大人物である。しかし私は、問金はノルウェーの女性と比べられな

いだろうと思う、彼女は制官で、胆力もなかった。ただ感党が鋭敏で、その男カt駆けつけ

ようとするときには、 f皮よとはすでに急いで後ろ門を関めてしまった。そのためその男は袋

小路に陥り、やむなく立ち止まるしかなかった。J（「開金j、200貰）

暴漢から逃げて避難を求めてきた清夫に対して、彼女はいち早く戸を鴎め、拒絶して、

その情夫が殴られるのにまかせるJ無i寄で、胆力もないJerド可金j、200頁）披女は、虚

無的享楽的利己主義者の態疫を示すと震える。

また、その働きぶりは次のところに窺われる。

「彼女はおそらく〔物干し台から）階段を下りるのを好まないのだろう、竹竿、木の板、

さらにはほかの何かが、物干し台からまっすぐに落ちてきて、私が道をとおるときには、

しなければならなくさせた。まずこの間金が物干し台の上にいるかどうかを克て、

もしいれば、遼閤りをしなければならない。J（「阿金」、 198頁）

間金が拘干し合で仕事をしているときには、そのアの道は落下物による身の危険があった。
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のSぎのまわりでは、どのようなこ て

いたのだろうか。

1933年1丹、

同年6J=J188、

魯迅は6丹20自

され、

フン

それに加わった。しかし

らしし

｛まった）、 5丹、

鑑定ま支配人、

また、 1934年2月、

し（そのう

した。 1934'年11丹、

れた。

193，伴墳の租界都市上海は、外際人カ苦手丑界地区を支恕する読了であった＊6 0 たと

人が、外簡人の寝泊する寵沼人（中愚人）の過失によって死ぬとしても、

ることは識しかったc

れ、

日ものが落ちてくるのを避けるのは一一中井注）もちろん、これは大卒、私の度胸カvJ、

さく、自分の命を高く箆議もっているためであろう。

られて、頭にけがをし、血を流すのは、

たとえ死んだとしても、

のではなく、披の にあるc ここのい

わゆる拙とは、持貌を言うのではなく、押に誠なれば、外に現る；もので、野洲と

とは次のようなものであるc 外朗人の勢力が多くの中盤人

よりも強く、自分は外国語が分かり、外国人に近い、だからまた多くのや関人より

り、 IBい文明を有し、と考える。しかし

ていて、洋鬼子より だから多くの中麗人より勢力が強い外留人によとべても

霞れている、このために外国人の下にいる多くのや関人よりもいっそう護れている、とす

る。J（汗題未定率J（ニ）J、1935・6・10、

外盟人の支配下における程界都市上海に、その寵用人間窓が出現したへそれと近jl;l、する

汗起をもつものとして、外題人に｛吏罰される女中さん間金が出現している」判同勺ん，..，

持金の存在は魯迅にとって新しい認識の対象であったと患われる。
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盟. ［；司金の諸相

-r，：可Q正伝jとの比較

「i；可QIEf云J(1921・12、5長報部干出、 1921・12・4-1922・2・12、開日劇）は中留人の居民

性の伝統的悪（精神勝利法等）に対する批判と組、辛亥革命の実態（中出！日社会の変革し

がたい実態）の認織を物語のこつの主柱とした。

それに対して、f間金J(1934・12・21、前掲）は中国人の歯畏性の悪それ自体に対する批

判（第一動因としての関設住に対する批判）であるというより、むしろ阿金をめぐる時代

と社会に対する痛烈な批判に主践がある、と私は考える。

なぜなら、第…に1928年頃以降、魯迅l立中国人の菌民性について第一動因として考え

ることはなかったと息われる。魯迅は1928年頃以降において、プレハ…ノフの史的唯物

論の考え方を受容し、国民性が歴史的社会的諸条件の下に形づくられた所産であり、或る

Jl~f期或る社会に国民性問体は存在するとしても、しかしその簡良性は第一動国ではない、

と理解していた＊九ゆえに1928年頃灯、降、たとえ魯迅が国民性に対する批判を行ったと

しても、開民性をその控史的社会的諸条件の所産で、あるとする前提のもとに、結果とし

毘民性の問題をとりあげていると思われる＊l＼第二に、 1B可金J＇土、 1934年頃

外国人に惑われた fl認の民衆・女性労働者の姿を描きだし、何

ぐって起こる一連の事件を諾いている。すなわち伺金は1934年頃、程界都市上海

していた…つの典型を示すものと忠われるキ九時金と問類のものは、男性の場合、

頭訟であ；）、友性の場合〈間金〉として現れる。それは外国人が支龍する程界都市上海の

ような都市に現れる女性の一つの典型で、あり、会中留に普遍的に存在する留民性として位

置づけられて描かれたものではないが3aゆえに、第三に、 1921年頃の「向Q正伝Jの場

合、魯迅は意図的lこ向Qの搭与をとおして国民性の｛卦部主惑を描きだそうとしたのに対し

て、「問会Jの場合、魯迅は1930年代の租界都市上海における、外国人に襲われる下層社

会の女性労働者間金という形象を忠実に措きだした。その結果として、留民性批判につう

ず、る部分が生じていると考える。

「間金J における語り手の矛先は、間金に直接向いた音，~先、があると j奇特に、主として時

金を生みだし、間金を漂流させる、この時代の租界都市上海の支配搭造・社会構造に向け

られている。ひいてはこのような情況を許容する、中閣の支記政権・閣員党政権に暗に向

けられている、と私lま解摂する。

言い換えれば、この「時金Jの意図は、 間金のような存在を生みだす1934年

92 



のよう

しか

して取り

あげられた、

は

開くところによれば、

ではどうして

があるのを見たG

さし

、，
」

れるc この

0921三手頃の阿Qのように）と

した、

として組上に

ものである。しか りでなく、

ま

ないc どうしてこのよう iきおこしたのか、

りもと会して、

く…つは小さい令その文字には、 とあり、おそらく小

いのは首都の却であろう。そう しなけれ

ミ。さらに見ていくと、多くの赤し

本文のわきにと

し、

ことができる。たとえば、

のたぐいは、も しない方が立しい。しかしなぜ、

私か死んだ、としても、 も

はならない理由が、わからない。

ているのだろうかc

くことができるほどのものではない2

では、夜、が死んだら問縛会を開くはずだと思っ

私たちはこのよう 私たちはこのよう ている斗

の意思は、このような場所 しミっ

し、そしてや閣におL
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行われる1930年代の時代）に対するf揺義にほかならない、と患われる。

における f悶金娃j

小説 (1935・12、話士事新縞j、文化生活出瓶社、 1936・1、 第2巻、

1981）にも「阿金安立jとよばれる召使いが登場する。閣時代の小丙君の召使い間金姉さんは、

租界都市上海の女中将金の延誌も主とにあり、より知的な姿をもっ。彼女は伯夷・叔斉に対

する小丙君の評言を開き、その評言は自分の考えて、はないにしろ、理想主義者（1自夷と叔

斉）にその雷葉を告げ、それはニ人を昏倒させたO

また他方、「間金J(1934・12・21、前掲）においては、間金が自らの行動によって、諾り

手（魯迅）の理想主義（人道的理想主義）を、すなわち女性を中朗自社会の弱者・機生者

としてのみ見る偏向を、事実によって揺るがしたO

rr；可金の容貌はきわめて王子凡である。いわゆる王子凡とは、普通の顔立ちで、覚えること

しいことである。まだ一月にならないのに、被女がどういうネ長子だ、ったのかを、口に

、とができない。しかし私はまだ間金を嫌っている、〈間金〉というこ文字を思っただ、

近！努で騒ぎ、を起こして、これほど深い｛良みを作るはずがなし、夜、ヵマ皮女を嫌う

のは、 を要せずして、彼女が夜、の三手ト年来の信念と主張を揺るがしたからである。

で昭君が出察して漢を安んずることができた、木擦が従箪して陪を維持する

ことができたとは揺じなかったO また、組弓カミ語立を減ほし、 ID3施が呉を沼沢にし、楊妃が

f奇を乱したという古老たちの誌も｛言じなかったO 夜、は、男機社会の中で女性は決してこの

ような大きな力をもつはずがない、興亡の寅任はすべて男性が負うべきものであると患っ

ていた。しかしこれまでの男性の作者は、たいてい滅亡の大罪を女性の身に押しつけた。

これはまことに一文の価値もない、見こみのない男性である。あにはからんや、いま時金

は平凡な容姿、尺J者な才能の女中さんの身で、一月もかからずに、夜、の呂の前で四分の一

監をかき乱した。もしも彼女が女王であったり、或いは弱言、皇太活であるならば、その

景簿も推察できる、大きな混乱を引きおこすに足るだろう。」（「悶剣、 201頁）J

言い換えれば、f間金Jには、中田！日社会や磁界都市における女性の現実のf強蛇十分に

把握することなく、自分の理想、・思想、を信じてきた諮り手の理想主義、観念論的理想主義

に対する自己批判と内雀もこめられている。開会は行動によって語り手の観念論的理想主

義を打ちくだいた。

においては、社会の現実を十分に把握することなく、自分たちの理想を留守し、
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ま

とれる）

れており、

さ

ができる。

しかし

の1a爽・

ではこれに止ま

？のちにまた或る人は、〔佑夷・叔斉が一一月中井詮）

めら

こと

し、

んはさらにデマゴー

らく したのだろ

うと雷った。なぜなら彼は、小河君の屋敷の召｛弘、河金姉さんから次のように開いたから

である。その十数日前に、被女〔召｛吏い間金姉さんを指す一一恥弁注〉は山へ行き彼ら

を数雪からかったc 馬鹿者はきっとかんしゃくもちで、おそらく慈って食を絶ち、だだを

こねたのだろう。しかしだだをこねるのは結局自分の死をもたらしただけよ。

くの人は非常に間金姉さんに敬臨し、彼女カ苛堂開だと寄ったo しかしまた或る

人たちは被女カ警告落すぎる

河金姉さんの方は伯夷・叔斉の死が、 f長女と爵｛系があるとはべつに恩わなかった。もち

ろん、彼女が出に行き数脅からかったのは、事実である。しかしこれは単にからかいに

すぎない。あのこ人の罵鹿者がかんしゃくを起こし、そのために薮を食べなくなったのも、

しかし披らは決して死ななかったし、むしろ幸還を引きょせた。

5お天道様の心は大変すばらしいものよjと、彼女は言った。立皮らがだだをこねて、餓

死しそうになったのを見て、母箆にその乳で彼らを婆うように命じなされた。そら、これ

はたいへんな幸運で、はないだろうか。土地を耕す必要もなく、柴を刈る必要もないc ただ

坐っていさえすれ託、毎日母箆のましが口に思けられる。しかし卑しい奴は好意が分からな

いのふあの老三〔叔斉を指す－r:p弁注）は、被は何という名前だ、ったのかしら、つ

けあがって、鹿の乳ではまだ足らなくなったのさ。被は箆の宇しを飲みながら、心のEいで考

えた。くこの鹿はずいぶん太っている、これを殺して食べたら、味がきっと悪くないだろう。〉

そう患いながらゆっくりと績を伸ばして、石を護ろうとした。麗に神通力があるかどうか
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知らないが、人の心がすでに分かつて、すぐするりと逃げだしてしまった。お天道様は彼

らの食い意地を嫌って、母鹿にそれから行かせないようにした。ほら、彼らはやっぱり餓

死せざるをえなかったのよ。それは夜、の話のためではなく、むしろ自分の食欲、食い意地

のためなのよ。…..・JJ （「采薮j、401買）

召使い問金姉さんは佑夷・叔斉をからかったことを事実として認め、またそれ以談役らが

薮を食べなくなったことを事実として認める。しかしそのうえで召使い問金姉さんは、被

らが自らの食欲によって餓死を招いたとする母鹿に関する物語を語り、伯夷・叔斉が餓死

することについて告業自得説を展開した。

f采薮jの語り手から見れ（i'、たとえ伯夷・叔斉の生き方が観念論的理想主義で、あって、

預剥と同慌の対象であるにしろ、被らは少なくともその理想を微力ながら実行し、その理

想、に殉じようとした＊l¥1采薮jにおいて語り手は最後の場面で、召｛吏い間金姉さんを登

場させる。召使い河金姉さんは流言によって、その彼らの生き方を人間の卑俗な釘欲のレ

ベルにまで引きおとして物語りd 、その銑死を披らの白菜§得であるとする＊Joo その説

明によって、現想に殉じた｛白夷・叔斉の死に対する人々の、ほのかに存夜した良心の崎貴

らげる作躍を果たした。

この物誌を開いた人々はみな、最後に深いため息をつき、どうしてか分からないが、

さえもずいぶん軽くなったように考えたやたとえ時には伯夷・叔斉のことを患い

だすとしても、しかしそれはぼんやりとしていて、彼らか石の翠のところにうずくまり、

まさに白いひげの大きな日を路けて、懸命に波の肉を食っているのを見るかのようだ、っ

た。」（「采薮j、412頁）

召使い阿金姉さんは f来設jにおいて、いっそう悪練で鮮烈な女性の知的な姿をもっ

て出現している。この召使い間金姉さんは、文人小丙君‘の偽装に照応、するものでありぷ、

吉代の悪糠で鮮烈な知的な女性として出現していると言える＊九

f白夷・叔斉のような、観念論的理想主義に殉ずる生き方を、現実を一歩でも具体的に動

かすことに微力な生き方（武モに対する諌言と、題の粟を食わないという抵誌の仕方）を、

この主義と信念に徹した高潔な生き方を、語り手は詞情をこめながら、基本的にi嚇リして

いる、と私は考える不l＼しかしながら語り手は他方、小説の最後の部分において召使い

間金姉さんの流言とそれに安んずる人々を搭きだした。そのことによって、語り手はむ

しろ伯災・叔斉の高潔な生き方に対する誤刺を超えて、愛情を強く示している、と考える。

小説の中の伯夷・叔斉に対する、最後のきお？を捻くそれ以前の部分における、語り手のほ
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のかな同4誌は、

り をつうじて、1934年i衰の組界都市上海の、

しミつ

ミつ ・5号

とは誤らない、むしろ彼女がその支配体舗に無意識のうちに加担し迎合する場合

があるという言？.？J訟を、はじめて示した。

「私の文章の退歩を、間金の騒ぎに界をかぶせようとは思わない、しかも弘上の議論も、

大変態いせに近い。しかし、近頃夜、が間金を最も嫌うのは、あたかも故女が私の一本の道

、だかのようであって、そのことによるのは、確かである。

れま、持金も中国女性の撞本的手百Eでありえないこと

そして 知的な召｛安い間金姉さ 彼女が武力で

れた崩とし寸支寵体制に対して、加拐し連合する姿（間金婦さんlま付随的に、小丙

君の場合は意図的に）を、河金よりもいっそっ鮮烈に批判的に示したものである、

る。ただ、f采務Jのお｛吏い同会姉さんの女性像は、器、迅が間金の衝撃を受けたのち、女性

｛急追究のために行った様々 という性格をもっと考える。

IV. さい」

(1934・12・21、前掲）の諾り手（餐迅）の窓障は、主として1930年代における

懇界都市上海の社会構造に対する告発であったと考える。また、 1930年｛七の租界都市上

海で

（国民性の関惑に連結する批判、しかし第一動部としてではなし没出IJ)カ古語られ

た。 り手自身（魯迅）の観念論的理想己主義に対する内省を｛廷すものであった。

魯迅は1910年代求から1920年代において、子供・女性を中菌i自社会における

。しかし魯迅は、了間金j

(1934・12・21、詩掲）をとおして、 1934年頃の租界都市上海で外国人に襲われ、

のうちにその支配体制に迎合し加盟し、そのi:pで自己の感覚的自由と

しようと

対する、

（男性の場合は西盟、として現れる）か存在することに

た。魯迅は1934年頃まで、自らの内に根強く存在した、 i自社

会における弱者としての、被害者としての女註像にのみとらわれていた。そのことが現実

の女性設の一部（この時代と社会に迎合・加担し、ときには強者として現れる下層社会の
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女性殻）を見えなくさせていた可能性があるべ 1934勾頃、租界都市上海の問会は魯迅

の女性像の盲点を厳しく突き、民衆像・知識人像の蒋干錯す、とりわけ中国の様々 な地域の、

現実のi校級社会における呉体的女性像の再検討・蒋確認を魯迅に迫ったと思われる。その

意味から蓄えば、魯迅にとって間金に対する新しいf！.！$樹立大きな意味をもった。

その後の女性像に対する再編す・時臓の結来の…奇跡、操船 (1935・12、欺事新制、

文化生活出版社、 1936・1）における忍使い間金姉さんで、あり、またケーテ・コルヴイツツ

における母親像と、戦う女性操（「間i綬・珂勃恵、支版画選集j序日j、1936・1・28、7旦

介亭雑文制緩J）、そしては間（1936・9・19-20、現介割注文利弱附剣）の女性像等

ではなかっただろうか。

女性も男性と問じように、 1930年代という時期において、中国！日社会という階級社会の

中で（半封建半位民地という社会の中で）、様々な地域の中で、様々刻銘托果たす姿をもっ

て魯迅の視野の中にJ主体的に現れたと言える。

つ：江主1.1時雑文JF,付記J(1935・12・30、担介芸評雑対）等によれば、「間金J(1934・12・21

は、；漫画生活J（呉湖沼、黄土英等縦、 1934年9月割刊、上海美術生活雑誌社発行）

のち f海燕j第2期 (1936・2・20)

ら議集、上海三関番屋、 1937・7、

i奈の｛考古患をとどめた。

（上海と南京中央の）によって掲載を許されず、

れた。魯迅はこれを fj主介卒雑文J(1935年

第6巻、 1981）に編集するとき、検慌の

事2：播迅年譜（J:首都本）j第3巻（魯迅博物館等編、人民文学出版社、 2000・9＜北京第1版、

1984・1））によれば、魯迅は1933年4丹日目、施高格賂（いまの山陰路）大経卒琳扮号に引っ

越した。ここは魯迅が上海に居住した時期における最後の詑壊となった。

事3：私が自をとおした小論の主題に関する論文等、参考とした文獄等は次のものにとどま

る。以下適宜に、小論の中で具体的に言及することにする。

〔中国語文献〕

① f談 5間金if象一一魯迅作品研究外議」（孟超、 1941・9・18、？野主主j第3巻第2

期、 1941・10・15、底本は、 7魯迅研究学術論著資料経緯i第3巻〈中関文聯出版公司、

1987・3))

② f読 5間金]J（奨i潮宗、 1979・8・8、 1979年10期）
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1980・7・13、

1984・1)

1982・1)

当代中国出販社、 2001・7)

1982年第3輪、 1982・9)

；湖南人民出版社、 1983・7

1983・11、

、当代中国出版社、 2001・7)

人民文学出版社、 2000・9＜北

1984・1、9))

、1991・6)

、中国婦女出販社、

1991・10)

1992・1・19、

1996年第2期）

2003年講演、

、上海人民出版社、 2010・9)

、法的’鯖範大学出競社、

2007・5)

「魯jfil[]ゴと京、

出絞社、 2007・5)

なお、日本では見ることので、きなかった文献について、露淳氏（名吉露大学く非〉）、 i採

取令氏（上海完語大学）のお手掛真らわした。ここに記して謹鵠の意を表します。

2006・3・8定稿、

fや

（？？内実、

).-
｝ 

1968・7・25)

持代に節してJ（竹内実、

1978・1・31)

「出版と検時一－1930年代を主と

文出抜、 1982・5・25)

人々

花
月

γれ引
F

1995・5・20)

99 



⑤ 上海 1840-1945J （和田博文毎搾語、藤原書店、 1999・9・30)

⑤ f魯迅はどのようにく閉会〉を のかり（李冬木、 5吉田富夫先生退休記念中国

、j及吉議：眠、 2008・3・1)

1：短篇小説「桜花蒸 lliiJ小悲秋J（張愛玲、 1944・9、？張愛玲文集j第1巻）に外国人の

女中を勤める阿小がいる。彼女は外国語をたぐることができた。

ち：「上海史年表Jer上海史一一区大都市の形成と人々の営みi、高橋孝効等編、東方書

店、 1995・5・20）、櫓迅年譜（士版本).I第3巻、第4巻（魯潤寧物館等調、人民文学出版社、

2000・9 （北京第1版、 1984・1、9））による。

・6:1パブリックガーデンJ（真鱗正宏、 5言語都市・上海 1840-1945J、和田博文等様、

1999・9・30）によれば、パブリックガ…デン｛現在の黄浦公閤）には、「狗与

華人不准入内jという若干反があ；｝、それが撤去されたのは1928年7月lBのことであった。

それw、後、「…年開通用で僅かに一元jの記名パスカ涜られ、苦力の入場を臨んだ（む主Ej3jミ問、

内山完法、岩波書官、 1960・9・20、1939年の項目というQ

’7・f現今的新文学的概観J（保名j第2巻第8期、 1929・4・25、 て寝泊土次のよ

つ

その情況は、外臨人が中央にお札そのタ封切に、一群の通訳、密｛索、巡査、

外関誌が分かり、租界の三宝寺宝を手立法討している。この題外が、多くの

庶民は租界に来ると、いつも本当の靖況を理解できないQ 外国人が rYesJと言えば、

通訳は長夜がひ、んたを食らわせろと言ーっているjと言う。外邸入が的oJと言えば、通

訳されるのは彼が挽殺しろ；と言っていることになる。j

愈s:rn炎刑金；除一｛毛雪‘迅作品研ヲE

「魯迅先生の室盗のもとにおいて、もしも阿Qが中菌特有の農民型を言うのであれば、それ

なら、間金はと手権良地中国の洋場における西思｛象であると雷わなければならない。J

f魯迅はどのようにく！：可金〉を 5克たjのか？J （李冬木、前掲、2008）は次のようにす樹高するo

f私はここでく開会〉という人物の創作の基本がスミスの？従｛封、？ボーイ；より魯迅自身

の隊出服組組への発想、の延尉祉にあるとの観点を樹Eしたい。j

ち： f俄文訳本部Q回選別（1925・5・29、競タ浪Vで魯迅は次のように言う。

「夜、はすでに試作はしたけれども、現代の我が国民の魂を本当に描きだすことができたか

どうか、結局自分でもあまり自信がないoJ
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勺Q：＇芸術について J（ブレハーノフ、

く1929・10・3）、

のように

1928・6・18、

1930・7)

ふ
寸
小

寺
4
F

Lt:こ）oとし、

：スタ

こと ものと

3としたら、 fiぎであるのか？

そして若し れるなら｛玄、そ；／1,カ宝

、鴨

」

神的本殺の反映ーーはこ

あるということが出て来るつ

般の翠史および彼の社会的諮造が彼の文学を説明すること

ものの所産で

く、

この観点からス

タール夫人はフラン もいるのである。披女によって十七没紀のフラン

ランスの社会・政治、関係と、

しよ

うとした、

1928年以降マルク

れるものであると 人間の本性ではなく、

、ーノブの晃解を学んだ

ゅよって｛乍りださ

られた民族の性支ではなく、

'11：民衆の散j少のような状況について、

次のよう

f沙J(1933・8・15、 で

ミつも、中国人カ零封少のようでもあって、考えるべき方法もない

している。 もの

（？沙j、1933・8・15、

民衆カf必ずしも紛19でないとする。民衆は般の利害にかカわるとき、

動して、請癒し縁起し謀反したとする。そして現在で、も民衆の諮顕の類カ堵在する。

fそれでは、中臨には沙はないのだろうか。あることはある、しかし小民ではなく大小の

支配者であるc

人々はまたよく次のよう 〔出没と と。実はこの
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二つは並列されるものではない。昇官しようとする理由は、ただ発財しようとするためで

あり、昇官は発慰の道にすぎない。だから官僚は朝廷に依存しながらも、決して朝廷に忠

ではない。吏役は役所にft@:しながらも、決して役所を犬切にしない。頭領カ当者擦の命令

を出すと、手では決して従うことがない。対処の方法には 5蒙萩〔欺くこと一一中井注立

がある。彼らはすべて私科私欲の沙であり、弓を肥やすことができるときには肥やす。し

かもどの一粒も皇帝であり、帝を称することができるところでは帝を称する。或る人々は

ロシア皇子奇をお少皐〔ツアー一一一中井i主〕jと呼ぶが、これをこのやからに送れば、きわ

めてふさわしい尊号である。財はどこから来るのか。ノト民の身から前ぎおとすものである。

小民が間結しうるなら、金儲けは001到なことになる。それで、、当然できるだけ方法を考え

て、彼らを散；少に変化させなければならない。沙皇によって小良をi台める、そこで会中間

は？ー血の紡少jとなった。J（「沙j、前掲）

官：文沙のような大小の沙皇（支配者摺）によって、民衆カミ巧妙に分断して統治され、搾取さ

れている。その結果、会中間（民衆を含めて）が数沙のj犬況を呈している、とする。中毘

の大小の支記者謄による巧妙な分託統治を揺す潟する。

ここにおいて魯迅は、会中国の現状の散沙のような情況について民衆の朗氏性自体に原

由を求めるのではなく、すなわち国民性を第…動因としてみるのではなく、授史的諸条件

とさ当i坊の社会状況を分析し、そこに発生の原爵を求め、授史的社会的所設としての中間の

（国民性として表れる）を論じていると2言える。ここにはマルクス主義（この

場合の史的唯物論）を受容した魯迅の新しい姿勢がうかがわれる。

また、た押斤宛て番街（1936・3・4、 第13巻、 1981）においても、歴史的社

会的諸条14ニの所産としての菌民性に関する魯迅の考えを窺うことができる。

・12 : 1魯迅はどのように〈何金〉を 5見たjのか日（李冬木、前掲、 2008）は次のよう

に指摘する。

fこの作品〔？間金jを指す一一中井j主〕には魯迅カ滑に抱いていた 5由民’出に関する

開題意識が強くお還しているoJ

私は、ii：可金jにおける何金の形象に、臨良性の問題意識が浸透してはいるが、しかしそれ

だけが「強く浸透しJたものとは考えないJ間金jは、魯迅が酪民性を第一動践として考

えて、関誌性を主たるi笥題意識として取りあげたものではないと思う。むしろ魯迅は、こ

のような場所（租界都市上海）、このような持代（1934年頃）における、外出人に麗われ

た下層女性労働者を具体的形象的に描写しようとしている。その結来、間金の形象は…つ
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している。 しか

たと思われ、

典型について、 （新日本出抜社、1992・7・15）は次のよう

？？間部長ヲ よって普遍性をもったものを典型という。

ことができず、作品のなかにあ

イ関翌日約に表現されなければならない。このようなも

表現となるのが典型である。（中略）類型は偲別性をうしなっ

いき

ものの集中的

り、典型は｛齢社

（中略）エンゲルスは人物の典型の問題を持f交の

との濁速でとらえることを重視し三典型的な情況のもとでの典型的性諮の忠実な蒋現jを、

リアリズム作家にもと

第1巻第3｝場、 1936・5、

コルヴイッツの版画集について次のよう 。

「ここには設簡、 飢餓、死亡がある......もちろん抵抗と あるが、しかし比較

的少ない。これはちょうど作者の自画像のように、その顔には増悪と憤！慈があるけれども、

いっそう多いのは慈愛と悲しみ哀れみであるのと拘じである。これはあらゆる？辱められ

撰なわれたj母親の心の絵である。この鎮の母毅は、爪をまだ赤く染めていない中閣の田

も、つねに存在する。しかし人は彼女をあざ笑い、母親というものはただ役に立たな

い息子を愛すると言う。しかし彼女は役に立つ息子も愛している、ただ彼は強く能力もあ

るので、彼女は安心しJ辱められ損なわれたj子供に心を舟けるのである。j

母議（中間の沼会の母親を含めて）でおる女性の子供に対する愛を諾って

いる。また f阿金Jの最後の部分において、持金が「中出女性の標本的事在でありえない

ことをJer間金J）、語り手 L節目は願っている。語り手（魯迅）カ執筆の当初から、間

金を毘民性の襟本的存在を表すものとして描いたのではないことを、上の文は示している

と考える。

本14・f白爽・叔斉は命令賭して、 した。そののち理想に殉じて餓死した。理

人道主義者アラジ、エフ（rIJ説草絡夫〔労働者シェヴイリョフJJ＜アルツイパー

シェフ原作、魯迅訳、 1920・10・22訳了〉の主要人物の一人）は、自らの死によって f愛j

の存在を証明した。 1a夷・叔斉は自らの死によって、 の存在を証明したと患われる。

事15：物語の全体を通じて、叔斉は正義感の強い（たとえば麗の武主の行動を、不孝不仁
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と考え、箪隊の隊列に中に｛El夷をBiいて割りこみ、武王に諌言した）、人の気持ちが分か

り（たとえば、昏倒した佑夷のために女性がもってきてくれた生菱のスープの残りを、無

理にも飲んだ、）、また慎重で忠告意深い人（たとえば、首陽山で身分を明かさなかった）と

して描かれている。また、叔斉は食い意地の張っていない、兄患いの人間（たとえば、首

i湯山で食物探しに努め、まっ先に兄伯夷に食べさせた）であることも、物語の中で十分窺

われる。そのことから、召寵い間金姉さんの話は流言である、と読者カZ判断できるように、

物語の筋洲士法且まれている、と患われる。

叔斉の性格が友愛と援かさに満ちていたことについてJ用歴史比照他伺現実的醜態」（李

希凡、 1980・7・13、前掲）もま蹴話する。

*16：こうした自業自得説は次のような事件を連想させるor持出血；J(1926・3・25、

続編j、話＂；i基金銭；第3巻、 1981）とその注によれば、 1926年3月18日の北京での三・一八

惨案後において、林学後；等は、能手でデモを行う大衆に発砲し多数の死傷者を出した執政

ると

だ

執3ぷffの建物前を f死地jとし、あたかもデモのf齢募者に責任があ

し、またデモをした青年・市民が自ら死を求めた自業自得の結果のように描

ここの召｛吏い阿金姉さんの このときの林学館等の姿勢と共通

ずるものを見る。すなわちE足首によって、哀の開題の所在を鰭薮した。

・17：小河君は、組己の親戚として取りたてられたにもかかわらず、｝誌の武王の強大な勢

力を見て、これに加担し、保身をはかった。主義も信念もない小丙君は自らの行動に内省

もない。伯爽・叔斉は自らの理想を貫こうとし、閣の武王を不孝不f二と批判して、その粟

を食らわず、その思いを被らの詩に歌ったO しかし小汚君は装術のための芸術の立場から

その詩を批判する。

*18・1925年頃の女師大:ijH4二における楊議捻校長は、築関政府の権力と結託し、学金を抑

圧した女i生知識人である、と寄迅によってとらえられていたと思われる。魯迅は、楊蔭検

校長カ勺ヒ京女子郎総大学の中で、あたかも封建的大家底の中の封建的家長のようにふるま

うものとしてとらえた。

「夜、は事実がどのようであるのか知らないが、小説から見ると、上海組界のやりて婆が良

家の女性に逼るのには、きまった順序があった。凍え飢えさせ、つるし上げて折櫨する。

その結果、虐殺されたり或いは告死するほかは、ひとりとして命ごいをし命令に従わない

ものはいなかった。そこで、やり手婆はやりたい放題に行い、暗黒のt世界を築く。J（「女校

長的男女的夢J、1925・8・6、
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務窓橡校長治苦手DEEする1fllj：こ立ち、波書を駆寵した女性知識人であり、 1925年当時、中器

i防士会iこ加担する女性設の一つの典型として考えられたものであるとしても、むしろ魯迅

はそれが少数であると考え、魯illが当密封主目したのは、それに対して謂う北京女師大学生

であったと思われる。ぞれゆえ1935年！讃の持金姉さんの姿は、 1925年当時の背最をもち

ながら、魯迅が自らの新しい課題として、新たな女性｛設の典型のーっとして提示したもの

で、あると考えるむ

・19：「間金考J（竹内実、前掲、 1968）は、次のように論ずる。

に、大議長L、な阿金のイメージをかさねた。 が、

男を男と思わぬ f女i:pJのー設で主宇部する、この 5義士；のみっともない、死；こかたに、

荘玄紛きな形式で｛お寺されてきた諮自；剰の、現代におけるリアリテイが示されている。

この f詫iを支えてきたのは、中国封建社会であり、それと1l’がらみになった、封建イデ

オロギーの全体系である。阿金によって、明 もとに葬り去った場窟に、高らか

にひびくのは、議、迅の供突である。j

「持金考J（竹内実、議掲）はもとより「阿金j冊究の先駆的で詳組数営な論文である。し

かし夜、には、魯迅がこのとき

えない。

を封建的文化の代表として供築の対象としたとは思

また、 初J探J（韓日新、前掲、 1982・1）は、

士の看板をかかげる伯夷・叔斉であるとする。しかし夜、は

が主要に識調するものは題

の主§＇カ当自夷・叔斉を

i翻iト批判することのみにあるとは考えない。物語の後半部には観念論的理想主義に殉ず

る f義士jlこ対する諾り手の間借・愛i替を窺うことができる。

・20：それは、「我之昼間観J(1918・7・20、関青年j第時第2号、 1918・8・15、関）、「我｛門

現在錦織父親J(1919・10、；新青年j第6巻第6号、 1919・11・1、総）等に克られる。

吃1：「高齢配（1925・11・6、陥記）の女性郡吉は封建的勝ずの支摺警に対して反抗・認争し、

失敗する。器eiも中国1Bt:f：会の被害者の一人であると雷える。
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