張愛玲の小説「覇王別姫」と「傾城之恋」
―京劇の引用をめぐって―
Allusions of Peking Opera in Eileen Chang's Farewell My
Concubine and Love in a Fallen City
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摘要
It is an interesting phenomenon that Eileen Chang’s novels, such as Farewell My Concubine and
Love in a Fallen City, have allusions to Peking Opera. According to her own essay, Chang was
inspired by the play Farewell My Concubine. As a trial of novelistic experiment in her early years,
Chang rewrote the story by putting Yuji in the central status and taking her perspective to view and
narrate the events. Since then she had shown strong concern for the relationship between women and
nationalism. As part of this concern she wrote Love in a Fallen City, which parodies the stereotype
of a beautiful woman who brings ruin to the country. This article tries to suggest that in Eileen
Chang’s novels, Peking Opera allusions not only take an active part in the development of the theme,
but also enrich the expression of her writing. This also tries to show how Chang has evolved from
Farewell My Concubine to Love in a Fallen City in the diversification of the reference to Peking
Opera in the different periods of her literary creation. By observing the functions of the allusions to
Peking Opera in Eileen Chang’s fictional world, this article aims to discover what kinds of elements
of Peking Opera are adopted in Chang’s texts and how they produce textual effects. Finally this
article argues the question why it is necessary for the elements of Peking Opera to participate in
Eileen Chang’s novels dealing with the theme of woman and war.
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１． はじめに
張愛玲の小説「覇王別姫」（1937 年）と「傾城之恋」（1943 年） 1 には、京劇との関連性が見
られる。本論では、その関連性を抽出し、京劇的な要素が張愛玲の小説世界にもたらしている効
果を探る。
京劇は 1867 年にはじめて正式に上海で上演された。 2 上海の観客層に合わせた改良と北方（北
京や天津）からの名優の巡業などにより、京劇は、民国時代には上海の都市生活に深く浸透し大
衆文化の一つとなった。ラジオ放送などマスメディアの発達は、京劇を時間と場所の制限から解
放した。また一般市民はより経済的に京劇を鑑賞できるようになった。 3
上海人・張愛玲も京劇を好んだ。エッセイ「西洋人が見た京劇とその他」（1943 年） 4 において、
彼女は京劇に対し独自の見解を述べている。張愛玲は現実を理解するためにわかりやすい形式を
提供するという京劇の機能に着目した。彼女によると、代々伝わる京劇演目は、上演の度に観衆
によって公共の記憶が蓄えられ、時代が移り変わっても存在する普遍的な要素を再確認させるこ
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とになる。京劇の舞台が提示する世界は、観客に現実世界との比較を促す。前者の世界は、現実
を想起させることはあっても、その現実世界とは一定の距離をもつ「より明晰な」世界なの だと
彼女は主張する。
張愛玲創作における京劇の要素は、1930 年代から広く上演された『覇王別姫』から採られてい
る。張愛玲は戦争を背景とした男女の愛情描写に感銘を受けながらも、劇中の前近代的なメンタ
リティに対して疑問を呈してもいる。彼女の早年の短篇小説「覇王別姫」は、虞姫と項羽の物語
を扱いながら、女性を主要人物とし、女性の視点から書き直している。後の「傾城之恋」は、こ
のテーマを女性と国家との関係に発展させたものと考えられる。さらに「傾城之恋」における京
劇の要素の引用と摸倣は、物語だけでなく、所作と音楽の表現、プロットの特徴など京劇の様々
な側面から行われている。
本論のテーマと関連する先行研究を概観しておく。張愛玲の文学創作における京劇の影響、ま
た演劇との親和性に関する指摘はすでになされている。夏志清は、張愛玲が表現したかったもの
は、大衆演劇の喚起する空気、すなわち「荒涼」とした人生の気分であるという。夏は漠然と
「張愛玲の技巧は京劇より巧みである」 5 と述べているものの、張愛玲小説の技法が京劇を参考に
していることを吟味していない。李欧梵（Leo Ou-fan Lee）は「傾城之恋」について、「演じる」
という概念を導入して人物の行為を分析している。李によれば、ヒロイン白流蘇が「役者に扮す
る」ことは、彼女が伝統的な家の人間関係と倫理観念から逸脱して、新たに非・伝統的な役割を
演じるようになることを意味し、これは流蘇のアイデンティティ探求のために必要な「前奏曲」
なのである。 6 李が張愛玲の小説に影響を与えたものとして取り上げたのは映画だが、演劇的な要
素はメタファーのレベルでも作用するという見方が示唆的である。水晶は、流蘇が范柳原と始め
て結ばれる夜、月明かりの下の流蘇の「恐ろしい」表情が京劇『活捉張三郎』のなかの鬼女閻婆
惜を想起させると述べている。 7
「傾城之恋」の先行研究では、邵迎建によれば、「傾城之恋」は美人によって国家が滅ぼされ
るといった古典伝奇では陳腐となったパターンを覆したという。 8 梅家玲は「傾城之恋」における
「城」と「戦争」の含意について解釈した。梅は小説における「戦争」は太平洋戦争だけではな
く、流蘇と家族ないし柳原との関係等も指して、戦争のイメージは小説の至るところにあると指
摘する。 9 邵、梅ともに 「傾城之恋」の語りがいかに国家 の歴史を描く 小説 のステレオタイプな
主張や描写 を 書き換えている か 、 エクリチュール・フェミニンの視点から解釈している。
張愛玲の「覇王別姫」について、任佑卿は「戦場」という小説の背景をナションナリズム国家
の建設と結びつける。任によれば、虞姫が項羽の死を想像する描写は、彼女の項羽を殺害する願
望を表して、それは京劇『覇王別姫』の剣舞との連想を誘う場面なのである。 10
以上の研究では、張愛玲の小説が、内容（ 物語の筋や人物設定 ）のみならず、表現（雰囲気作
りや場面構成）でも京劇の要素を取り入れていることが論証されている。本稿は『覇王別姫』と
『傾城之恋』を読み比べたうえで、京劇との関連性が見られる要素を吟味し、張愛玲文学におけ
る京劇の活用がどのように発展するかを議論したい。
本論は、まず当時の上海における京劇『覇王別姫』の上演とその受容を概観した上で、張愛玲
の二つの小説「覇王別姫」と「傾城之恋」にどのように具体的に京劇『覇王別姫』の要素が組み
込まれているかを分析する。次に、京劇全般に特徴的な内容と表現がどのようにそれら二篇に取
り入れられているかを扱う。その過程で、張愛玲作品の世界における京劇要素の効果を探る。最
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終的に、なぜ張愛玲の戦争を題材とする小説のなかに京劇が必要なのかを問い直し、そこから張
愛玲の歴史観と文学観を考察する。

２． 京劇『覇王別姫』について
京劇『覇王別姫』（以下は『別姫』と略称）は、斎如山と梅蘭芳が、『史記』巻七「項羽本紀」
『西漢演義』などの史書や歴史物語に因み、昆曲『千金記』と京劇『楚漢争』をベースにして作
り直した作品である。 11 あらすじは二つの部分に分かれ、前半は項羽が戦場で劉邦に負けて九里山
で包囲される物語であり、後半は、項羽が兵士たちの歌う悲しい故郷の唄「楚歌」に敗戦を悟り、
愛妾の虞姫に別れを告げ、虞姫はその場で自害する物語である。
1922 年に北京第一舞台で『別姫』は初上演され

12

、のちに梅蘭芳の南下巡業により上海でも多

大な人気を博した。『申報』上海版に載せられた新聞広告を見ると、梅は 1922 年 6 月以来、1929
～1931 年、1934 年に栄記大舞台、1932～1933 年に天蟾舞台、1935 年に黄金大劇場でほぼ毎年
『別姫』を演じた様子が窺える。 13 またその音声のレコード化は『別姫』の受容をさらに広めるこ
ととなった。百代公司（1923 年，1931 年）、蓓開公司（1929 年）、長城公司（1931 年）は、相
次いで梅蘭芳による『別姫』の録音レコードを発売した。 14 1930 年代の上海では『別姫』が大好
評を得て「人気を呼ぶ一流の劇」 15 になったことがわかる。
『別姫』では、主役を演じた梅蘭芳が新しい虞姫像を作った。虞姫の役は、青衣、花旦、刀馬
旦など、各旦（女性）役の特徴を兼ね備えている。 16 この「花形」と称される役柄は王瑶卿によっ
て考案され、梅蘭芳の役者人生の中期でよく演じられたという。 17 日中戦争の最中という動乱期の
影響も『別姫』が誕生した要因とされる。 18
1930 年代上海における『別姫』の活発な受容は、時代背景と密接な関係があると考えられる。
当時の劇場側による『別姫』の宣伝は、ほかの京劇演目との差異を強調したようである。 1934 年
10 月 12 日の『申報』に載せられた『別姫』の新聞広告には、出演者など基本情報に加え、詳しい
劇の紹介が次のように添えられた。「『覇王別姫』は骨太な劇である。物語は非常に悲壮なもの
である。普通の軟弱な恋愛ドラマとは断然違う。『覇王別姫』には迫力がある。英雄が男女の愛
情におぼれて奮起する気概を失った話といっても、煮え切らない俗物的なところは決してない。
この劇は意気地のない人を奮い立たせる効果がある。」 19 これも上演された時代背景と密接な関係
を感じさせる。
当時『別姫』は、「軟弱な恋愛ドラマ」、すなわち普通に男女の情愛を感傷的に描く作品と一
線を画するものと認識されていた。劇の中では、虞姫と烏騅馬だけがおちぶれた項羽に一途に付
き従う。この設定を当時の社会状況に照らして考察した評論がある――「軽々しく恋なんて口に
する現代の青年男女たちを憧れさせるだけではなく、無節操な政治家や漢奸をして、自分たちは
畜生以下だと嘆かせるだろう」 20 。項羽が戦に敗れても統治者としての気概を失わない点、誇り高
い虞姫が自害によって夫と国への忠義心をも守る点、これらは、現実の政治的局面に対する観客
の願望が投影されているように思われる。
このように京劇『別姫』は、抗日救亡の最中にあって国家の退勢を目にした観客に対し、その
精神を高揚させカタルシスをもたらすという機能をはたす。当時の一般市民が抱いていた愛国意
識に訴え、女性が主君に殉死する行為をナショナリズムのレベルに昇華させたのである。
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３． 張愛玲の小説「覇王別姫」
張愛玲の短篇小説「覇王別姫」は、彼女が聖マリア女学校在学中に書かれ、『国光』第 9 期
（1937 年）に掲載された。『国光』は、学校の国文教師汪広声が五四運動に刺激され、中国新文
学を提唱するために作った定期刊行物である。 21 張愛玲の成熟期の作品と比べると、実験的な性質
をもつ「覇王別姫」は、ストーリー性に欠け、登場人物の言葉は煽情的すぎる傾向がある。その
ため、張愛玲自身も後になって認めるように、「古装新劇」 22 の域をでない。
小説「覇王別姫」の物語は京劇の後半と共通しており、戦況をめぐる項羽と虞姫の会話、四面
楚歌のエピソードと虞姫が自害する場面によって構成される。劇のアクション全体の形（ the
whole shape of the action） 23 について、虞姫と項羽のやりとりが中心的な位置にあることも京劇と
同じである。だがプロットの組み立てと虞姫のイメージに関しては、二つの作品は相当違う。
京劇『覇王別姫』は二つのプロット·ラインをもっており、一つは楚軍と漢軍の戦場での争いで
あり、一つは項羽と虞姫のやりとりである。劇の前半では、戦闘に焦点が当たり、一番注目され
るのは項羽であるのに対し、後半では、項羽に虞姫が加わって劇世界を支配する。さらに言えば、
虞姫の重要性が項羽を凌ぐようになる。 24 戦況の変化が、物語のメインの軸であり、項羽と虞姫の
アクションを支配する動機の形成に与る。それに対し、小説「覇王別姫」は単線型のプロットを
もち、項羽と虞姫の間の出来事のみを扱う。戦争について直接的な描写はない。小説 は虞姫の行
動より彼女の内面を重視しているため、戦争の影響も人物の精神的なレベルにまで及び、虞姫が
自分と項羽の関係を見直すきっかけとなる。
京劇では、虞姫が軍事と緊密に関わっていることが前景化されている。彼女は戦局について進
言する。項羽は李左車の策に乗って韓信を討伐すべきかどうかについて虞姫と相談し、彼女は
「兵を出すよりしっかり防御したほうがよいでしょう」（95）と意見を述べる。虞姫の装束も戦
場の只中にいる彼女の状況と、彼女と戦争との関係を示している。同じ項羽と虞姫を題材にする
昆劇『千金記』の中では、虞姫は「従軍の美女」 25 という、属性をもたない登場人物（flat
character） 26 に過ぎないため、貴族女性の重くこわばった服装を身につけている

27

。京劇『覇王別

姫』では、虞姫は登場シーンで既に鎧をつけ、剣を帯びている。京劇の虞姫は一定の身体活動の
主体性を示しているが、政治·国家的発話を担っている。「武」に長けた向こう見ずの英雄として
造型された項羽に代わって、虞姫は「文」を代表し、情けと大義を込めた台詞が与えられている。
彼女の台詞には、「非道な秦朝が人民を苦境に陥れさせたことをひたすら恨む。人々が苦しんで、
おちぶれて流浪している」（102） 28 など、国家と民衆の命運を気にかける言葉が散見されるが、
私的関心や身に及ぶ危機については、ほとんど触れられない。京劇の虞姫は項羽と補い合う存在
であり、劇の民本思想

29

を代弁する。政治的領域に参加することによって彼女の公的側面が拡大

するが、政治的領域は伝統的に男性の活動領域であるとされているので、その分、女性の領域の
表象は縮小・後退してしまう。
京劇と違って小説「覇王別姫」は、自我をもつ女性の視座に立って虞姫の内面をよく表してい
る。京劇を鑑賞するに当たり張愛玲は、女性の立場から人物に寄り添って共感する傾向がある。
例えば、張愛玲は『紅鬃烈馬』の夫婦団欒を迎えるハッピー·エンドではなく、王宝釧が貞節を守
ったいっぽうで夫は第二夫人を持つという結婚形態に着目し、劇は「男性のエゴイズムを隅々ま
4
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で描き出す」と評している。彼女は『空城記』についても、諸葛亮の命を掛けて劉備に恩返しす
る忠義を「涙が出る」ほど「淋しく」思った。 30 京劇を見るときの個人的かつ女性的な視点と、歴
史·戦争物語に対する修正的な（revisionary）見方は彼女の小説創作につながっていると思われる。
虞姫の語りは、背後の男性（項羽か劇の作者）が代表する公的な立場からではなく、私的な立場
からなされる。彼女は理想的な賢妻ではない。項羽を独占したいと思うあまりに項羽の戦場での
勝利すら憂鬱に思っている。京劇のなかの虞姫は、儒教道徳のモデルを務め、君主に尽くすのを
厭わない「忠臣」の類型に属す。 31 それに対し、小説の虞姫は、「自分のこと」（8）に耽って、
「こうして世界に生きてきた目標はなんであろう」（8）と、自我の存在価値について自問する。
国の安定と項羽の成功と引き替えに彼女が項羽に愛想を尽かされたならば、彼女は国と夫に対し
て一体感をもつことはできない。男権的な価値観を男性が追及することと、女性が自分の幸福を
求めることとは相矛盾するものなのだと、小説は主張しているのではないか。
京劇では虞姫は鎧をまとい、戦時であることを視覚的に示すのに対し、小説は虞姫の武装を解
除する。そのことによって後者は、彼女の戦争への不参加を強調する。虞姫は「ペルシア製の柔
らかい鎧」（11）をもっているが、剣を帯びているとは記されていない。ましてや終盤で、虞姫
は逃げるときの項羽の要求、「兜をつけろ」（11）に応じず、最後まで防具も武器も手にせず、
暴力の色に染まらない異質な存在のままである。彼女の非暴力性は、軍事への不参加という意思
表示を通しても示される。戦略の手配について項羽から、「軍曹にゴロタと敵に向かっ て投げる
ための石を用意させたのか」（7）と聞かれると、虞姫は「お疲れになったでしょう。すこしお休
みください。すべては仰せのままに」（7）と答える。この返事は、項羽をなだめるためとも、話
をそらすためとも、いずれにも解釈することができる。項羽の言葉は勝利への渇望とそれと表裏
一体の暴力性を併せもつ。反対に虞姫の返事からは、戦争行為に対する無関心、抵抗すら伝わっ
てくる。
小説「覇王別姫」は、京劇『覇王別姫』に依存する部分が多く、模倣の跡が顕著である。だが、
張愛玲小説における京劇利用の特徴、すなわち歴史上の重要人物に寄り添う女性的、個人的な視
点と舞台小道具へのこだわりを既に備えており、それらは「傾城之恋」に発展的に引き継がれる
ことになる。

４．「傾城之恋」における『覇王別姫』の引用
張愛玲は 1943 年に上海で梅蘭芳の弟子である李世芳によって演じられた『覇王別姫』を見た。
『別姫』の興行は 5 月から 7 月まで行われ

32

、同年 9 月から「傾城之恋」が『万象』で連載され

始めた。観劇後の彼女は「様々な思いが湧き上がって」、再び劇を脚色しようと思ったが、前に
書いた「覇王別姫」を思いだして、その未熟さが悔しくて「とうとう書けなかった」 33 。しかし機
が熟す。『覇王別姫』の公演に触発された小説家の創作理念の一部は、後述するように、「傾城
之恋」に実現される。
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図１

虞姫を演じる李世芳の写真（1936 年） 34

中篇小説「傾城之恋」は張愛玲の代表作の一つとされる。作品は太平洋戦争中の上海と香港を
舞台とし、一度離婚し、そろそろ三十路になる「淑女」白流蘇と、金持ちの華僑のプレイボーイ
范柳原の恋愛物語を描く。
「傾城之恋」における京劇の要素は、テキストの表層と深層の二つのレベルで見られる。表層
レベルでは、小説冒頭の胡弓の音に関する描写、鏡の前で流蘇が役者の振りをする情景などが指
摘でき、これらは小説と京劇の関連性をほのめかしていると考えられる。こうした表層レベルで
見出せる京劇の要素は、京劇一般に対する暗示であり、後の章で詳しく論じる。深層レベルで表
れる京劇の要素について本論は、小説を具体的な京劇演目『覇王別姫』と結びつけ、プロット、
人物設定、会話、場面描写などの観点から両者の関連を探る。
4．1．戦時下における男女関係の新しいヴィジョン
「傾城之恋」の結末では、当該小説が「美人が国を傾ける」という伝奇物語のパターンを利用
していることが、語り手によって明らかにされる。国を傾けた美人役に相当する白流蘇が、罰せ
られるのではなく、逆にめでたい結末を迎えるという展開から、小説のパロディ的な性質が読み
取れる。「傾城之恋」におけるパロディの使い方は、通常のパロディの仕組みとは順序があべこ
べである。マーガレット·ローズのパロディの作動原理に関する理論によれば、多くの場合パロデ
ィは「ある特定のテキストに対して読者の期待を喚起し、そのあとそのテキストを歪曲すること
でそうした期待をはぐらかしてしまう」 35 というプロセスを経る。「傾城之恋」はその順序を逆手
に利用する。初めは、伝奇物語とは無関係の近代都市における男女恋愛譚という印象を読者の中
に作っておき、中段までその印象を持続させ、締め括りの部分で、不意打ちのように、物語の原
型としての京劇演目を読者に想起させる。すなわち、国家の運命に翻弄される英雄美女を思い起
こさせるのである。
「傾城之恋」には重要なプロットが二つあり、一つは流蘇と柳原の結婚をめぐる駆け引きであ
り、もう一つは香港の陥落である。すなわち京劇『別姫』と同様、小説も男女主人公の間のやり
とりを戦争の状況に絡ませるダブル·プロットをもっている。『別姫』の前半において戦場の情勢
は、舞台の上の時間を占めており、後半においても、虞姫と項羽の台詞のなかで多く語られるこ
とによって、その重要性を示す。これとは逆さまなプロット配置が「傾城之恋」に見られる。小
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説の長さで言うと、後半の三分の一くらいになって香港陥落の情報が突然に読者に伝えられる。
それまで小説は、まったく戦争の話題に触れていない。また陥落情報の後、戦争による都市の傷
跡としてクローズアップされるのは、流蘇がマンションで避難する情景と、レパルス·ベイ·ホテ
ルに砲弾が浴びせられる情景である。その他には、戦況の様子は、家に駐在した英軍が去ったあ
との散乱した物品、町のさびれた光景、食品不足のエピソードによって暗示的に示される。この
ように、恋愛と結婚のプロットが全体を貫いているものの、戦況が予告なしに途中で介入する断
続的な叙事によって、歴史の不条理さを表現している
次に、人物設定について考察する。范柳原はスリランカやマレーシアで事業を運営する商人で
ある。彼は私生児だが、父の財産を継いだ上流ブルジョアの代表者である。白流蘇は、彼の妻に
なるために策略をめぐらすが、彼の愛人になってしまう。香港で戦争が始まった時点における范
柳原と白流蘇の関係は、小説「覇王別姫」で張愛玲が設定した、平和のときの項羽と虞姫の関係
と同様である。 36 すなわち平時には、男にとって女性は自由に取り換え可能な存在なのだ。
范柳原は、女性を引きつける魅力をもつ人物だが、彼の人物造型は流蘇との会話、表情と動作
などの外面的な描写に留まっている。上海および香港での出来事において、彼の視点は不在であ
る。傅雷は柳原の人物像は消えかかっている（fade）ような印象を与え、側面からしか描かれてい
ないと指摘した。 37 それに対して張愛玲は、「流蘇の視点で物語を書いた。流蘇が柳原をわからな
い以上、自分も彼をわかる必要がない」と答えている。すなわち張愛玲は、意図的に柳原の心理
を描写しなかったのである。京劇『別姫』では、項羽の「気性の激しさ」（95）は十分に表現さ
れているが、虞姫の性格は項羽ほど鮮明ではない。その代わり、虞姫の台詞には、自国の退勢を
憂うる意識が明瞭に表れている。小説「覇王別姫」の語りが時折虞姫の内的独白と重なる傾向が
あるのと同様に、「傾城之恋」でも、戦争中の出来事はもっぱら流蘇の利己的関心を座標軸にし
て認識され、その認識は流蘇自身によって語られる。物語の中心から男性の存在が遠ざかるだけ
ではなく、地の文の語りからも男性の声が取り除かれる。
戦争勃発後、柳原は財産も人脈も使えないという状況に陥る。かつて彼のご機嫌取りに忙しか
った徐夫婦も自分たちの安全を考えて逃げてしまい、柳原は孤立する。失脚した柳原の傍には流
蘇だけが残る。そこで柳原は流蘇を連れて避難する。レパルス·ベイ·ホテルに行く途中、二人は
戦争について話す。流蘇は「あなたが死んでいたら私の物語も終わっていたことでしょう。私が
死んでもあなたの物語はまだ続くでしょうけど」（90）と、自分が柳原と共でなければ生きられ
ないと、あらためて悟る。柳原は「きみは僕のために貞節を守るつもりか」（90）と返事する。
二人はあとでこの話題の可笑しさに気付いて「一斉に大声で笑い出す」（ 90）。ここで言及され
る「貞節」も、小説と京劇をつなぐキーワードである。
貞節は、京劇『別姫』の重要なテーマの一つでもある。京劇のなか、項羽は劉邦に従うように
と虞姫に薦め、虞姫は「忠臣は二人の主に仕えず、烈女は二人の夫のもとに嫁がない」 38 と殉死の
決心を示す。項羽のために貞節を守るのは、虞姫が自害する最大の動機であるというわけだ。小
説「覇王別姫」において、項羽は同じアドバイスをするが、虞姫が自害するときに謎めいた言葉、
「私はあのような結末が好きです」（12）を発し、彼女が自害した動機は不明のままである。
「傾城之恋」では、結婚せずに同棲した柳原と流蘇は、いずれも「貞節」を伝統的な字義通りに
とらえてはいない。そもそも民国以来貞節を守る義務が女性に課されることはしだいに少なくな
り、特に都市の人々の観念において、「守節」は時代遅れの習慣だと認識されるようになった。 39
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「貞節」という言葉は、本来の内実を伴わない、戦争が女性に課す決まり文句として発されるだ
けである。京劇『別姫』で重んじられてきた貞節は、「傾城之恋」の戦時下においては女性の生
死の選択を制御する権威を喪失している。
相手の負担にならないように自害する考えは、流蘇と柳原が共有している認識である。ここで
戦争中の自害は、女性のみに実行される貞節を守る義務ではなく、男女の互いへの責任感と思い
やりを表す双方向的な行為として表現されている。
停戦後、流蘇と柳原は暫くの間「仲睦まじい」（95）カップルとなる。流蘇は生活面で柳原の
世話をしながら、精神的にも彼を慰める役割を引き受ける。上海の実家ではお嬢様であった彼女
が料理をするようになり、柳原の故郷のマレーシア料理もマスターした。柳原も流蘇の家事の手
伝いをしたり、一緒に食品の買い出しに出かけたりする。作者は、その様子を以下のように書き
記す。「この戦乱の世にあって、個人主義者は身の置き場はなかったが、平凡な夫婦には居場所
はいつでもあるものだった」（95）。小説はここまできて、男性が専有していた文明の秩序が戦
争に破壊されたことによって、男女の間に初めて和解が生じ、互いを思いやること ができるとい
うメッセージを伝える。「傾城之恋」は、歴史言説における女性の発言権を取り戻すとともに、
互いに支え合うという戦時下男女関係の新たなヴィジョンを提示している。
4．2．細部描写――蚊取り線香に着目して
舞台パフォーマンスの一種であるゆえに、京劇の表現は、言語的な媒体以外にも、ジェスチャ
ー、小道具、音楽など非言語的な要素からも構成される。「傾城之恋」は、このような非言語的
な媒体を積極的にその情景描写に取り入れることで、京劇『別姫』のシーンを連想させる。この
節では白流蘇に関する張愛玲自身のコメントと水晶の考察を参照しながら、小説の前後で呼応す
る蚊取り線香という小道具が、どのように流蘇を虞姫と関連づけ、どのように流蘇の「闘う女」
としての一面を表すかを明らかにする。
「傾城之恋」は掲載後に読者から好評を受け、翌年には舞台化もされた。その一方、前述のと
おり傅雷からの厳しい批判も出た。掲載から一年後、張愛玲は「「傾城之恋」に関する本当の話」
（1945 年）というエッセイを書いて、人物の性格について自らの考えを述べた。張愛玲は、白流
蘇の人物像を「実はかなり凄腕の人であり、決断もできるし、弁舌の才もある。彼女の弱点は教
養とキャリアに欠けていることだけだ」 40 と解説した。流蘇は親戚から冷たく扱われ、やむをえず
柳原の愛人になって、一見どこに行っても弱い立場であるようにみえる。しかし物語の展開から
見れば、彼女は常に周りの「敵」と「闘い」を続けている。
実家では流蘇の「敵」は妹、兄と兄嫁たちである。腹違いの妹は、間接的に母親と家族から彼
女への関心を奪った。兄たちは流蘇が相続した遺産を食い潰したあげく、兄嫁と一緒に彼女を厄
介者扱いする。こうした家族への仕返しとして、流蘇は妹の見合い相手である范柳原を誘惑する。
四番目の兄嫁から「生まれながらの疫病神だ」（33）と罵られ、流蘇は「息子が死んだら、それ
も私があなたたちのご陰徳を損ねたせいなのか」（34）と呪うような言葉を返す。流蘇は、自分
のプライドと利益を守るためには闘うことを厭わない女性である。
妹の見合いが終わったあと、帰宅した流蘇は兄嫁たちの悪口を耳に入れず、静かに自分の部屋
に入る。張愛玲は流蘇が蚊取り線香に火をつける場面を繊密に描いている。
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……真っ赤なちいさな三角形の旗が、自らの風にゆれ、燃え移り、指先まで燃え移って来て、
流蘇がふっと吹き消すと、鮮やかな赤の小さな旗竿だけが残り、その旗竿も萎んでしまうとく
すんだ灰色のちぢこまった影となりぶら下がっていた。（49）
水晶の分析によれば、流蘇が蚊取り線香をつける場面は、彼女の「法力」が施される様子を見
せるため、またそのことで流蘇に妖女のイメージを与えるためだという。 41 この場面で流蘇の或る
種の現実離れした力が表現されているという水晶の見解は正しい。しかし、水晶が注目していな
い細部、旗のイメージにこだわってみたい。三角形の旗は京劇によく見られる小道具であり、主
に二つの使い道がある。武生や刀馬旦など立ち回り役が背中に差し込む「 靠旗」と、大将の位置
を示す「大纛旗」である。いずれも軍隊あるいは戦闘を扱う場面に用いられる。 42 京劇『別姫』に
は、軍曹が項羽に「大纛旗が風によって折られた」（96）と報告するシーンがある。それは項羽
の戦場における失敗を予告する。また京劇の虞姫は複合的な役柄である「花衫」が演じ、剣を持
って舞う。彼女の剣はあくまでも保身のためだが、劇中において終始剣を帯びていることは戦の
最中という雰囲気を醸しだす。小説で、この三角形の旗が現れる箇所は、京劇『別姫』の戦争と
関連する場面を思わせる。
蚊取り線香に火をつけ、三角形の旗を揚げるような流蘇の動作は、物語における彼女の闘いが
進んでいく兆しとも見なされる。香港では、流蘇の恋敵にサフィーニという自称お姫様のインド
人女性がいる。彼女の外見は「顔は小麦色、しっとりと艶やかに、金箔を散らした観音菩薩像の
ようだったが、暗い大きな瞳には妖魔が潜んでいる」（60-61）と描写され、水晶は彼女を「古イ
ンドのダーキニー」 43 の化身と評した。サフィーニは、その容姿、出身、男女交際に対する無頓着
な態度とともに、張愛玲が抱く南洋文化のイメージを代表しているのだろう。柳原は長い南洋生
活の経験があり、流蘇との会話の中で、マレーシアのジャングルを懐かしく語る。南洋は、柳原
にとって、中国以外のもう一つの文化的ルーツとも考えられる。流蘇とサフィーニとの、柳原を
めぐる競い合いは、実は、柳原のサイコマキア（psychomachia）、すなわち、二つの文化的アイ
デンティティの間での彼の心理的彷徨なのである。
サフィーニのほか、香港での流蘇の最強の敵はまさに柳原である。流蘇は結婚を求めるために、
柳原は結婚から逃れるために駆け引きを繰り返す。柳原とやりとりするとき、流蘇の心はいつも
完全武装の状態である――「流蘇は、柳原が突然仮面を脱いで、不意打ちを仕掛けてくるのでは
ないかと、いつも恐れていた（中略）流蘇は大敵を前にしたかのように緊張していた」（71）。
彼女は柳原が結婚を拒む態度に腹を立て、一時的に香港を離れる。流蘇は、これは自分の一時的
な撤退に過ぎず、「彼はまだ彼女をものにはしていない。そうであれば、もっと有利な講和条件
を持って彼女の所に戻ってくる日もあろうというもの」（79）と考える。張愛玲は、このような
戦争に関連する言葉を、柳原との関係を振り返るときに流蘇に使わせることによって、神経をす
り減らすまで柳原との結婚に執着する流蘇の精神状態を浮かび上がらせる。
「傾城之恋」の終わり近くで、柳原と結婚して上海に戻った流蘇が、部屋の中で再度蚊取り線
香をつける様子が描かれ、冒頭の同じ場面をフラッシュバックさせる。しかし同じ行為とはいえ、
細部描写を見れば、結末に流蘇の心境に違いが生じていることがわかる。まず、彼女は長年犬猿
の仲である四番目の兄嫁が離婚した噂を聞いて「微笑んだ」（ 98）だけだ。流蘇のこの笑みには、
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かつて自分の離婚を非難した兄嫁が、流蘇と同じ道をたどったことを面白がる気持ち、また、こ
れまで敵対してきた兄嫁の噂を平静に受け止める気持ちが現れているだろう。
このように平常心をもって状況を認識するようになった流蘇は、自分のことを「歴史上なにか
意味のある役割をもっていない」（98）と結論づける。彼女は微笑んだまま、「爪先で蚊取り線
香をテープルの下に移した」（98）。風に翻った蚊取り線香の火を戦旗に見立てれば、旗を下ろ
すことは、戦闘意欲を失って自ら戦場から遠ざかるに等しい。小説の終わりでは、結婚しても柳
原は依然として複数の女性と付き合うのが好きで、流蘇の今後の生活は困難に満ちていることが
示唆される。流蘇にとって人生は相変わらず不安定だが、彼女の意識はだいぶ変わったように見
える。対抗心から解放された流蘇の超然とした態度は、「爪先で蚊取り線香を移す」（98）とい
う軽やかな所作によって表現される。張愛玲は、従来の文学は闘争のテーマを強調しすぎて、人
生の安定的な一面を見落としがちだと考えていた。 44 「傾城之恋」において、彼女はかつて他人と
の闘争にいそしんだ人間が究極的な闘争――戦争を経験したあと、最終的に安定を享受するよう
になる心の変化を描いたと言えよう。流蘇は敵を作るような行為をやめ、人生は戦場であるとい
う観念から脱出することによって、虞姫のように男性の事業に殉じる運命から解き放たれたので
ある。

５．「傾城之恋」における京劇の要素：音楽、ジェスチャーなど
以上の分析では、「傾城之恋」における京劇『覇王別姫』の引用の仕方を議論してきた。「傾
城之恋」は、『別姫』に限らず、京劇演目に共通する音楽やジェスチャーを作品に取り込んでい
る。本節では、こうした京劇の要素を採用することによって、この小説が 歴史的な感覚と現実的
な感覚を同時に喚起する様を考察し、また京劇における演技と現実における性別役割の演技との
関係を、流蘇の行動を通して検討する。
「傾城之恋」は、物語の初めから、京劇のイメージを取り入れる――「胡弓がキーキーと鳴っ
ている。幾万もの明りきらめく夜、いつまでも続く胡弓の音、語りつくせぬ蒼涼たる物語」
（30）。人物が登場し、台詞が語られる前にまず伴奏を流すことは、京劇の表現上のしきたりで
ある。ここでは似たような設定として、音楽に関する描写が小説の人物紹介と会話に先行する。
それに続いて登場する京劇俳優は、京劇のなかの「旦」役を演じているように書かれる。「艶や
か」（30）という化粧の特徴、また「唄い、笑い」（30）の動作から見れば、彼女は相手を挑発
して、恋の掛け合いをする最中である可能性が高い。その反面、「口を袖で遮る」（30）という
はにかむようなジェスチャーを通して、彼女は、「話すとき唇を開くべからず」 45 という女性に課
された身体の規範を守っていると解釈できる。つまり、この「傾城之恋」の最初に登場する京劇
女優は、男性にとって理想的な、家父長制的社会の要請を内面化した女性像である。この劇中劇
は、女主人公白流蘇が、今まで役を演じてきたことを示し、また、これからも演じ続けることを
予告する。こうして「演じる」というテーマは、京劇の舞台から物語の中へと移行する。
小説の序盤、読者が受け取りうる流蘇の印象は弱々しい未亡人である。これは作者が意図した
印象である。「傾城之恋」の新劇を見た張愛玲は、舞台に登場する流蘇は、「清楚な容姿で、
寒々した感じがする紺色のガウンを羽織るべき」 46 だと言った。この衣装は、京劇でしとやかな女
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性を担当する「青衣」を想起させる。小説の最初で、流蘇はこのような内向的で古風な女性とし
て造型される。
流蘇は、妹の見合い騒動の後、さらに家族に疎まれる。自分が中年に近づいている事実に気づ
いた彼女は、急に怖気づき、自室の姿見の前に立ちすくんで自分の姿を確認する。鏡の中に彼女
が見たものは、現実の自分というよりも、劇化され美化されたナルシシズム的な像である。鏡の
中の流蘇は、小説の最初に登場した京劇女優の複製でもある。「細い腰」に「少女のような乳房」
も、「白磁か玉のような肌」（42）も日常的・家庭的な女性像ではなく、前述の先行研究が例え
たように閻婆惜のような男性を惑わす女性を彷彿とさせる。鏡は、彼女の何か普段の自分とは違
う役を演じたい意識に応じた像を見せる。鏡を媒介として、流蘇は普段の日常生活で見慣れた情
景を異化することができる。つまり、自分が置かれた状況を京劇の一シーンとして認識するので
ある。
流蘇は、鏡に向い、京劇女優を真似して一連の芝居じみたポーズを取る。彼女は、「頸をかし
げ、かすかに流し目をし、しなをつくり」（42）、「失われた古楽のリズムに乗っているかのよ
うに」（42）歩んでみる。曲あるいは楽器の拍子に合わせて歩く「歩法」は、京劇の演技におけ
る様式である

47

。舞台上のジェスチャーは芸術的な美意識に支えられているが、日常的な文脈で

行われると逆に不自然であり、身体動作のルーチンから逸脱する。
流蘇がここで演じているのは、男性をからかってじらす女性である。李欧梵は、流蘇が胡弓の
曲を聞きながら、通常とは全く違う「暗い、温かみの失せた笑い」（42）を見せる点に注目し、
それは彼女が新しい世界で新しい役を演じる準備を整えているのだと解釈する。 48 鏡の前でしなを
作る動作は、流蘇の生活自体が芝居じみていることを示す。確かに流蘇は、実家にいるときから
既に人から期待されたとおりの柄を演じてきたが、他人の前で彼女が演じる役柄は、頼りのない
未亡人から伝奇のなかの人物に変化する。流蘇が鏡を見る前後の段落においては、彼女の物化さ
れた身体の各部分、室内の家具や骨董品、また胡弓が奏でた「幽玄な廊堂の舞曲」（ 42）は、す
べてが小説世界のなかでは「今-ここ」という時空間にありながら、もう一つの歴史的、フィクシ
ョン的な時空間をさし示している。張愛玲作品における日常と歴史の絶え 間ない転換について、
Cheung は、日常生活は繰返して起こる歴史的な記憶を取り戻すように機能すると述べている。 49
テキストのなかに日常的な言説と歴史的な言説を共存させるには、両方に接点をもつ媒介が必要
である。歴史から素材を集め、現実世界を反省させるためのヴィジョンを呈示する京劇は、まさ
にこの橋渡しの役割を果している。
流蘇の新しい役柄が試される相手は柳原である。前のセクションで述べたように、柳原は、旧
家の出身である流蘇を伝統的な中国女性だと勝手に思い込み、彼女にそのような女性像を求める。
例えば、レパルス·ベイ·ホテル近くの塀の下で、柳原が流蘇にアイデンティテ ィの葛藤を打ち明
けるシーンを見てみよう。月明りを浴びた塀の下は、『西廂記』、『墻頭馬上』など京劇の演目
で恋愛の駆け引きが展開されるロケーションである。流蘇は、柳原の苦悩が理解できずとも、自
分に「理想の幻像」 50 を投影していることは理解できる。物わかりのよい恋人役を演じるために、
彼女は、「わかる、わかるわ」（66）と柳原に同調する。流蘇は、男が聞きたいであろう言葉を
発するだけでなく、その場に一番適切な身体動作、うつむくような姿勢を取る。「流蘇はわけも
なく月光の中の自らの顔を思い浮かべていた。その上品な輪廓、眉と目は理不尽なほどに美しく、
どこまでも美しかった」（66）という語りは、彼女の振舞いが意識的であることを教えている。
11
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そのとき流蘇は、柳原の視線を感じ取る。旧家出身の彼女は、伝統的な女性がどのような姿勢を
よく取っているかを心得ている。実際、初登場のときに彼女はうつむいて針仕事をしている。う
つむけば、自分が柳原の理想像に当てはまると知っているため、流蘇はわざとうつむく。
しかし、流蘇の動作のタイミングが絶妙であったために、かえってわざとらしさが露呈してし
まう。柳原は、彼女の振る舞いが演技であると気づき、「何年もうつむいていると、首に皺がよ
ってしまうよ」（66）と皮肉る。彼が中国に帰省して故郷に失望したように、「根っからの中国
人女性」（61）という印象が、流蘇の演技による効果であることを見抜いてまた失望する。だが、
流蘇の行為に、柳原は矛盾した態度を見せる。その後レストランでの食事中、彼は「京劇の役者」
（70）に流蘇を喩え、彼女のわざとらしい振舞いを、「一種ロマンチックなムードがある」（ 70）
と、鑑賞的な立場を取って自分を納得させる。彼は、自分が作り上げた中国像に流蘇をなんとか
合致させようとする。
伝統的な淑女を演じる流蘇は、柳原にそれなりの評価を期待している。 51 しかし、柳原の皮肉は、
彼女の期待を裏切り、彼女の自尊心を傷つける。流蘇と柳原はともに、中国の淑女という型にこ
だわり、それを巡って駆け引きをする。この小説における京劇は、伝統性、古典性、一種の
シノワリズム

中国趣味 を表す一方で、理想的な「中国人女性」を演じること、アイデンティティを偽装するこ
とをも表している。

６．おわりに
小説「傾城之恋」は、『覇王別姫』だけではなく、京劇一般の要素をも引用の対象とする。京
劇に特有の物語、会話、小道具、ジェスチャーなど、様々な要素がパロディ化され、引用される。
「傾城之恋」は、前半では平時の近代都市における妙齢のカップルの恋愛模様を描いているよう
に見えるが、後半では都市は戦場という非常時を迎える。しかし京劇『別姫』の場合には、主要
登場人物たちは戦争との密接な係わりの中で提示されるのに対し、「傾城之恋」の場合には、戦
争はいわば「背景幕」（backdrop） 52 にとどまる。また小説の会話には、「貞節」「自害」など、
京劇『別姫』のキーワードが使われるが、新しい意味合いが付与されたり、それらが内包してい
た社会的通念がもはや失われつつあることが示されたりする。情景描写には、日常的な文脈に演
劇と戦争のイメージが散りばめられ、プロットには、京劇の中の英雄美人の伝奇との関連性がほ
のめかされる。
張愛玲にとって京劇の世界とは、歴史を物語化しながら、目の前の現実状況を反映する世界で
あった。「傾城之恋」は、家庭生活や男女恋愛などが属する日常的な言説と、戦争が属する国家·
歴史的な言説という、二つの言説領域を包含する。張愛玲は日常的な言説 によって、すなわち女
性的・個人的な視点に立って、男性的・全体的な関心事とされる歴史的な言説を語る。小説のレ
トリックはこれら二つの言説領域を混ぜ合わせ、家庭内のやりとりのなかで闘いの表現を使う一
方、戦況を日常的な情景描写の中で描く。張愛玲にとって戦争は、日常生活とは地続きで、歴史
の変動は身近で体験されるものであった。国家的歴史と市民的日常とを架橋する手段として、張
愛玲が採用したのが京劇の要素だったのではないか。京劇は、歴史性と日常性の両方を兼ね備え
る言説の形式である。また京劇が二つの言説領域を架橋するとき、女性の「演技」も不可欠なテ
ーマとして現れる。彼女たちの「演技」の上に築かれたアイデンティティの脆さを通して、 家・
12
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国家・歴史をめぐる家父長的言説やナショナリズム的言説が築かれていく過程が明らかになる。
同種のモチーフとテーマは、張愛玲ののちの作品「色，戒」（1978）に一層豊かに展開されるこ
とになる。
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