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民国初め、政局の混乱腐敗と、社会的理想における価値観の喪失・崩壊のために、情
に惑溺し暇つぶしの道具として、文学をあつかう雑誌が大量に現れる。文学史は従来こ
えん おう こ ちょう

うん しょう うん てつ しょう

れを「
鴛
鴦
蝴
蝶
派」の氾濫と称する。多くの刊行物の中で、王
蘊
章
・

鉄
樵
編集の

しゅうそうけん

じょちん あ

り

『小説月報』と、王鈍根・周
痩

鵑
編集の週刊『礼拝六』、徐
枕

亜
編集の『小説叢報』、李
てい い

ほう てん しょう

定

夷
編集の『小説新報』、包

天
笑
編集の『小説大観』が、民国初頭の「五大小説雑誌」
であると言える。その中でもまた、『礼拝六』と『小説叢報』が最も強力に当時流行す
る哀情の潮流を導いて行く。
『礼拝六』には前百期と、後百期があり、上海中華図書館から発行された。前百期（１９１４・
６−１９１６・４）は１９１４年６月に創刊され、編集者は王鈍根、孫剣秋である。５年の間停刊
しゅう

し、再び１９２１年３月に復刊する。これが後百期（１９２１・３−１９２３・２）で、編集者は
周
そうけん

ていしょう

痩

鵑
、王鈍根である。表紙絵の多くは
丁
悚
が描く流行の服に身を包む美人画である。
『礼拝六』には、ほとんど毎号周痩鵑の作品一篇（多いときは二篇）が掲載された。
このため周痩鵑は晩年においてなお、「正真正銘の、掛け値なしの『礼拝六』派である」
（「閑話『礼拝六』」、
『花前新記』、江蘇人民出版社、１９５８・１）２、と自認する。
『礼拝六』
という名称の由来について、周痩鵑は次のように言う。
「ア
メリカの週刊誌に『礼拝六』晩郵報（





  







）があり、フランクリンによって創刊され、歴史が最
も古く ３、売れ行きの最も広い、欧米の読者が一番好む読
み物であった。そのため私たちの週刊誌にも、『礼拝六』
と名付けた。」（同上）この雑誌は当時二万部発行され、一
時期流行したと称してさしつかえない。『礼拝六』の内容
について周痩鵑は次のように述べる。

「前後合わせて二百期の中に掲載された創作小説や雑文等
は、たいてい社会の暗黒、軍閥の横暴、家庭の専制、結婚 『礼拝六』第３期、美人画表紙、
の不自由等を暴露したものである。必ずしもすべて鴛鴦蝴
２
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蝶派の才子佳人小説というわけではない。そして私は多数の西洋名家の短篇小説を、例
えばフランスの大作家バルビュス等の作品を翻訳した。それらは皆価値の高いものであ
る。その一部分はかつて私の『欧美名家短篇小説叢刊』４に収め、意外なことに魯迅の
称賛を得た ５。要するに『礼拝六』は声高に革命を論じなかったが ６、しかし決して邪
淫を教え犯罪をあおる作品によって読者に害を与えたことはなかった。」（「閑話『礼拝
六』」、１９５８・１発表）

周痩鵑の言及する「内容」が少しもないと言うのではない。ただこうした内容を『礼
拝六』の基本的「傾向」として誇張することはできないと指摘するのみである。それは
数十年後における新しい社会的思想体系からの、編集者自身による弁解と再解釈であっ
て、決して『礼拝六』の数十年前における出版の動機と読者への作用を示すものではあ
り得ない。『礼拝六』が当時の人々の情感を導いた方向は、平凡な消閑と、商売上の通
俗さ、茫然とした感傷であった。この点は王鈍根が『礼
ぜい げん

拝六』第１期（１９１４・６）に書いた「出版
贅
言
」で明快
に述べている。「妓女を買うのは金がかかる。酔いを得
るには健康に害がある。芝居を見るのは喧噪に苦しむ。
小説を読むことの節約と安楽には及ばない。しかも妓女
を買い、酔いを得、芝居を見ても、その楽しみは瞬時に
過ぎ去り、翌日にまで続くことはあり得ない。小説を読
むとすれば、小銀貨１枚で、目新しい小説数十篇に換え
ることができる。遊びに飽いて書斎に帰り、灯心をかき
立てて書物を広げる。或いは親友と論評に興じ、或いは
愛妻とともに肩を寄せ合って読む。興がいささか薄れれ

『礼拝六』第４７期、滑稽画表紙

ば、あとは残して次の日に見る。明るい日差しが窓を照
らし、花の香りが座に漂う。小説一篇が手元にあれば、
すべての憂いを忘れ、一週間疲れ果てても、この日に気
分が安らかとなる。これはまた楽しいことではないか。
故に、妓女を買うことを好まず、酔いを得ることを好ま
ず、芝居を見ることを好まない人はいる。しかし小説を
読むことを嫌う人はいない。ましてや小説の手軽で面白
いこと、
『礼拝六』にかなうものがあろうか。
『礼拝六』
に名作が林立するが如きは、すべて小説家の恩恵を被っ
ている。これらの小説家はつとに社会的名声を持つもの
で、『礼拝六』の隆盛は請け合いである。」ここにおいて
２８２

『礼拝六』第４８期、滑稽画表紙
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小説とは、妓女を買い、酔いを得、芝居を見ることの代替
物としての、凡庸な世俗的文化と精神的レベルに位置づけ
られるものである。
１９２８年８月、『工商新聞』の副刊『礼拝六』が、五六年
前の同名の雑誌のために出した「紀念特刊」上に、周痩鵑
は「『礼拝六』旧話」を書いた。むしろここで一層正直に
当時の自分の文学的興味と文学的追求について吐露してい
る。周痩鵑は言う。「その時私は無造作に書き散らして最
も多作であった。百期中優に八、九十篇は載っている。そ
の中に私の若い往事を描いた作品がたくさんあり、真に涙
が出て鼻水を啜るもので、非常に悲しかった。そして昔の 『礼拝六』第１０８期、美人画表紙、
人の詩句を借りて小説の題にする風潮も、その当時私が始

丁悚作

めたものである。
『恨不相逢未嫁時』７、『遥指紅楼是妾家』８、『無可奈何花落去』９、
『似曾相識燕帰来』１０などのように、他にも少なくない。」（「『礼拝六』旧話」１１）周痩鵑
が当時出版の中で最も得意に思ったことについて、次のように述べている。

「『礼拝六』の前後二百期の中で、初めて復活した時期が一番精彩があると思う。第一一
五期 １２における、特集号〈愛情号〉出版に私の創意がある。文章も絵も非常にすばらし
く、挿絵はすべてハート形に輪郭をとり、至るところ愛を育む色合いに充ちている。表
紙にキューピッドが描かれ、袁寒雲〔袁克文の号〕が題字を書いた。私が寒雲と知り
合ったのはこのときが初めてである。当時寒雲も『礼拝六』を評価して、たびたび手紙
をよこして称賛した。寒雲はわざわざ『紫羅蘭嬢日記』１３を書いて〈愛情号〉に加えた。
全篇それは『礼拝六』の掲載した作品名を挿入し、大変自然であり、文章も非常に美し
い。私は再三読んで、面白くてやめられず、大変気に入ってしまった。『礼拝六』は順
風満帆で、きちんと刊行されていき、評判が大変よかった。
」（「『礼拝六』旧話」、１９２８・
８発表）

率直に真情を述べた自述の中から、週刊『礼拝六』が言情〔愛情〕、哀情小説の創始
者であることを見るのは難しくない。そうであるとすれば、
「『礼拝六』は、二度雑誌界
に現れ、二度上海の小説雑誌が中興する趨勢をもたらした」
（「『礼拝六』旧話」）もので
あり、
『礼拝六』が結局のところ鴛鴦蝴蝶派の潮流に属していたのかどうか、の判別も
困難でない。

２８３
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四十七、前・後期の『甲寅』雑誌の岐路（楊義著
ゆうこん

森川〈麦生〉登美江訳）
こう

古雅な文様のついた大きな木鐸の中に、
雄
渾
で端正な「
甲
いん

寅

」の二字が書かれてある。下には逞しい虎がおり、一番
上に英語で「






」と綴られる。これが１
９１４年（甲寅
しょう し しょう

の年）５月に
章
士
が日本東京で創刊した月刊『甲寅』の

表紙である。木鐸とは木製の舌を持つ古代の大きな鈴であ
る。『周礼』「天官」の「小宰」注に、
「古は将に新令有ら
ふる

いまし

んとするに、必ず木鐸を
奮
い以て衆を
警
め、明聴せしむる
なり。……文事には木鐸を奮い、武事には金鐸を奮う。
」
はちいつ

とある。『論語』「
八」にも言う、
「天下の道無きや久し、

天将に夫子を以て木鐸と為さんとす」１４、と。当時章士は、
第二次革命後に日本へ亡命し、政論を書いて袁世凱の専制 『甲寅』第１巻第１号、東京で
に反対した。明らかに章士は、法律原理・政治の宣伝を

出版、木鐸と虎の表紙

行って天下の道無きことを救済せんとする隠喩を、木鐸にこめていた。『甲寅』は時弊
を解き明かし、朴訥に道理を説くことを宗旨とし、時評・論評・通信・文芸の諸欄に分
けられる。月に一冊出版し、１０期で終刊した。
そ まんしゅ

こう さ

き

ふんけん き

文芸欄には
蘇
曼
殊
の「
絳
紗
記
」（『甲寅』第１巻第７号、１９１５・７）、「
焚
剣
記
」（『甲寅』
らん か さんじん

そうへい

第１巻第８号、１９１５・８）が掲載された。章士も
爛
柯
山
人
の筆名で、文言小説「
双
き

か

記

」（『甲寅』第１巻第４、５号、１９１４・１１、１９１５・５）を書いた。革命の同志で友人の
何
び

し

しん き けい

靡

施
が、上海において西洋人の暴徒と格闘し、名家の令嬢
沈
棋
卿
を救い出す。このこと
から二人は心から愛し合うようになる。しかし沈家は恋愛の自由を道理にはずれたこと
として反対し、さらにごろつきや悪い女が邪魔だてしたため、何靡施は悲憤して海に身
を投げ、情に殉じた。この作品が上海亜東図書館の『名家小説』集 １５に収められたとき、
その前に燕子山僧（蘇曼殊）の序がつけられ、（陳）独秀も序を書いて次のように言う。
「爛柯山人はもともと専横な政治とその習慣を憎み、国家に対して人民の自由の権利を主
張し、社会に対して個人の自由の権利を主張する。……爛柯山人がこの本を書いたのは、
この意を標榜するものではないが、しかしこの意と関係がある。」１６
しかし、前期『甲寅』でもっとも時代の称賛を得たのはやはり、章士・黄遠庸・李
大・高一涵の論評である。とりわけ章士の議論は、あたかもバナナの皮をむくよう
に論理的に物事の道理を分析し、行文は簡潔、構成は明快であって、当時「論理文学」
こ せき

或いは「甲寅体」と称された。胡
適

は「五十年来中国之文学」１７で次のように批評する。

「１９０５年から１９１５年（民国４年）まで、この十年間は政論の文章の発展期である。この
２
８４
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時代の代表的著者は章士である。章士は以前中国文法書一冊を著したことがあり １８、
またかつて論理学を研究した。その文章の長所は文法が精確で、論理的に整っているこ
とにある。章士は桐城派から出て、厳復の影響も少なからず受けた。また同族ではな
い章太炎を、大変尊敬し、恐らく太炎の影響も免れなかった。章士の文章には章炳麟
〔太炎〕の緻密さと修辞がある。しかし章炳麟のような古風で風変わりなところがない。
条理の整った言論は梁啓超に比肩できるが、しかし梁啓超の饒舌な文句はない。章士
の文章は厳復に最も近い。しかし章士自身西洋の政論家、法律原理学者の本を翻訳す
ることができたので、厳復の文章をまねる必要がなかった。なお厳復は古文で訳した。
章士は少し『欧化』に傾いた古文を使う。しかし章士の欧化は、古文を精密に、複
雑にすることだけにあった。それによって、西洋の書物を無理にも古文で直接翻訳する
ことを可能にし、原意に基づいて再度古文に直す必要をなくした。複雑な思想を曲折し
ながら古文で伝えることを可能にして、鵜呑みの外国文法を使う必要をなくした。」
（「五
十年来中国之文学」、１９２２・３・３）１９

胡適の言う「十年」は、もちろん月刊『甲寅』の時期（１
９１４・５−１
９１５・１０）に限ら
すう よう

れない。この「十年」は、
〔１９０３年〕章士が上海愛国学社で章太炎、張継、鄒

容
と兄
弟の義を結び、
『蘇報』主筆を任じたときから数える。その時「革命排満」を説き「学
界の騒動」を支持する『蘇報』の言論は、非常に激烈であり、
「蘇報事件」で内外から
ちんきょへい

注目された。また章士は張継、何靡施、盧和生、陳
去

病
とともに『国民日日報』を創
刊し、「発行後まもなく、広く流布して、人々はみな第二の『蘇報』と称した。」（馮自
由、
『革命逸史』初集 ２０）その後、章士はさらに『民立報』等の革命派の新聞雑誌を編
せんしょう

集した。章士は月刊『甲寅』を停刊し、中国南方に帰って、袁世凱の皇帝
僭
称
に反対
する軍事活動に奔走する。１９１６年９月に『甲寅』を復刊する案を抱いて、章太炎に「重
刊甲寅雑誌題詞」を書いてもらった。
しかしこの題詞は遅れること九年後、１９２５年北京で発刊された週刊『甲寅』第１巻第
２期（１９２５・７・２３）に公表される。このときすでに、章士は英国スコットランド大
学に遊学して帰国し、しかも１９２４年北洋政府の教育総長に就任していた。章士は復古
を推進し、学風を整頓しようとする。週刊『甲寅』を発刊するときに、「文章は典雅を
求めるべきであり、白話は刊載しないことを寛恕されたい」２１と表明し、厳然と新文化
運動の反対派を自認した。章士は第１巻第９号に二年前の旧文「評新文化運動」（上
海『新聞報』、１９２３・８）２２を再録し、文化にはいわゆる新旧はないという考え方を述べ
る。新文化運動が「精神界を混乱させ」
（「評新文化運動」）、その害毒は、「大きな落と
し穴に青年を陥れ、国の基本を崩壊させる」
（同上）ものである、と痛罵する。週刊『甲
ご

ち

き

寅』の論調は、魯迅・胡適・
呉
稚

暉
・高一涵、郁達夫・徐志摩・成吾等の反駁を招い
２
８５
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た。その中で胡適の「老章又反叛了！」（『国学週刊』第１２期、１９２５・８・３０）２３は極めて
具体的に論ずる。胡適は或るとき、章士、陳独秀とともに、友人の招宴に出た。散会
後胡適は、主人に議論をふっかけたことを回想する。

「行厳（章士の字、楊義注）は時代の落伍者である。行厳はむしろ

……落伍者の首

領になろうと志を立てている。梁任公〔梁啓超〕も落伍に甘んじていない。任公の場合
にはこの数年来、若い人に附いて前に走ろうと随分努力することができた。彼の脚力で
つまづ

は時に
躓
くことがあるかもしれない、しかし梁任公の意欲は愛すべきものである。行厳
には前に向かう意欲がなくなっている。行厳はもう落伍に甘んじて、ただ一般の落伍者
の中で頭角を現すことだけを望んでいる。だから私たちに宣戦せざるを得ないのだ。行
せき けい

厳は『評新文化運動』という文章で、一般の若い人が、
『胡適を帝とし、
績

渓
〔胡適の
故郷〕を都として、ひたすら〈胡氏文存〉に文章の規範を求め、
〈嘗試集〉に詩歌の規
準を求めている』２４と罵倒する。実は行厳自身は、人々が本当に、
『秋桐〔章士の筆名〕
を天帝とし、長沙〔章士の故郷〕を都として、ひたすら
〈甲寅〉雑誌に文章の規範を求める』ことを空想している。
試みにその文章をひもといて見てみよう。行厳は白話を書
く私たちを叱る。『発狂の泉を飲んだ如く』〔「評新文化運
動」〕、
『智慧は英国ロンドンの小さな子供より劣り』
〔同上〕、
『浅薄で気ままな筆により、高尚で美しい文芸という名を盗
む。下に迎合して墓穴に赴く狂気により、道を載せる理想
の高い事業を破壊する。……大きな落し穴に青年を陥れ、
国の基本を崩壊させる』〔同上〕と。……これは心底私た
ちに対して腹を立てているものではないか。これが『雅量
のある』態度であろうか。」
（「老章又反叛了！」、前掲、
１９２５・

章士書簡墨跡


２５

８・３０）

新文化運動に反対する理論的基礎である章士の「新旧調和論」や「新旧接続論」２６
に対して、胡適は分析と反駁を加えていない。だが反面から自らを持ち上げる言葉を引
き しゅう

用して、章士を嘲弄する。ここには
徽
州
〔績渓あたりの旧名〕の俗語のいわゆる「舞
台の上で喝采する」自讃の嫌いがあろう。しかし二人で一緒に撮った写真に章士が書
きつけた白話詞の中で、
「即興の白話詞を君に贈るのは、／どうやら老章が降参したら
しい」２７という冗談を、胡適は引用する。胡適はその意を転じて次のように言明する。
「私の〈降参を受けいれる城〉はいつも四方の門を開けてある。しかしいま投降を受け
いれる条例を改めることとする。およそ、『白話を排斥して読まず、読んでも最後まで
２
８６
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は読み終えない』と自ら誇るような者については、たとえ羊を連れ酒を担い、決死の覚
悟で降参し、『即興の白話詞』を捧げつつ投降しても、私は決して受けいれないことに
する。」（「老章又反叛了！」
）２８ここにも、新旧文学論争における断固とした、胡適の態
度と自信が窺われる。
（森川〈麦生〉登美江：大分大学経済学部教授）

四十八、豊子と縁縁堂（楊義著

星野幸代訳）

現代作家のうち、堂名〔住まいの名〕をもって知られて
ほう し がい

いる者は多くない。豊
子〔

１８９８−１９７５〕はその中の一人
えんえんどう

である。しかも豊子の
縁
縁
堂
には、その審美的な作風と
審美的理想がこめられている。
堂名の由来には一つのエピソードがある。豊子が浙江
省立第一師範学校で学んだ際に ２９、最も大きな影響を受け
り しゅくどう

た師は
李
叔
同〔

１８８０−１９４２ 日本の上野美術専門学校に学
んだ画家、音楽家、初期新劇の春柳社で活躍した〕である。
こ ほう

こういつ

１９１８年、李叔同は杭州市
虎の定慧寺で出家して

弘
一
法師
となり、後に１９２６年、上海市江湾永義にあった豊子の住
まいを訪れる。釈迦牟尼画像の前の供物台で、紙を丸めた

『縁縁堂随筆』表紙

籤を豊子が引き、二度とも「縁」の字を引き当てたこと
により、弘一法師は豊子の住居のために縁縁堂を額にしたためたという。１９３３年、豊
子は故郷の浙江省崇徳県（現在は桐郷県に属す）石門湾に縁縁堂を建てる。中国式の
造りと中国式の家具とを選び、照明にも石油ランプを用いて、古風な小鎮にふさわしい
ようにしつらえた。馬一浮〔１８８３−１９６７、名は浮、字は一浮、翻訳者、学者〕は三つの
げ

く

のう えん しょ えん

大文字を額に書いたあと、さらに次のように
偈
句
を 記した。
「
能
縁
所
縁
は 本より一体、
こうもう

そう し

鴻

蒙
を収入して
双
眦
に入る。……彩筆の虚空を絵くを妨げず、妙用皆幻の如きより起こ
ご しょうせき

 
る。」３０額の下には
呉
昌
碩 ３１〔１８４４−１９２７〕の描いた老梅の掛け軸が掛けられ、両側には

弘一法師の筆による大きな対聯が並び、そこには『華厳経』の句が記されている。「諸
たくみ

法の本を為さんと欲せば、心は
工
なる画師の如し。」そして豊子が書いた小さな対聯は、
ひ

う

ひき

ご えん

杜甫の詩〔
「堂成」〕から採っている。
「暫し止る
飛
烏
は数子を
将
い、頻りに来る
語
燕
は
新巣を定む。」３２
豊子は次のように縁縁堂の風格を讃えている。「縁縁堂の構造は中国風にして、そ
の堅固で簡素なところを採った。外観は当世風にして、その単純明快なところを採用し
た。因習的で、派手で、ごてごてした意味のない装飾はすべて採り入れなかった。全体
２
８７
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が直線的で（そのために、建設中に数百元をかけて解体させたことは、鎮全体に奇談と
して伝わった）、屋根が高く、広々として、明るくすがすがしい。縁縁堂は奥深さと質
朴の美を備えている。」
（「辞縁縁堂」、１９３９・９３３）豊子は明らかに縁縁堂を芸術品とし
て創っている。このように装飾をそぎおとした中国当世風、そして「奥深さと質朴の美」
は、豊子の絵画と随筆の基本的な風格でもある。
豊子は一生のうちに随筆集を十冊ほど出した。その第一冊目が『縁縁堂随筆』であ
り、上海開明書店より１９３１年１月に出版された。豊子の書き出しは自然で平易であり、
とぎ澄まされた視線によって生活における詩の素材や哲理を観察する。人を飽きさせな
い語り口は、飄々として世俗を脱している。たとえば「漸」（１９２８）３４という随筆では、
大自然の神秘的な「漸」の原則を述べる。造物主はほんの少しずつゆるやかに変わって
いく方法を採り、時間の経過と事物の変遷の痕跡を隠して、それが恒久不変であるかの
ように錯覚させる。これについて、分かりやすい含蓄のある故事を用いている。

「ある農夫が毎朝子牛を抱いて小川を飛び越え、田圃へ行って働き、夕方にはまた子
牛を抱いて小川を飛んで帰った。毎日同じように休みなく
続けた。一年経つと子牛はだんだん大きく重くなり、大牛
と言ってよいほどになったが、農夫は全く気付かず、やは
りその牛を抱えて小川を飛び越えていた。ある日彼は用事
で仕事を休んだところ、翌日にはもうこの牛を抱いて小川
を飛び越えることが出来なくなってしまった。」（「漸」、
１９２８）

このように漸をもって〔緩やかな変化を見抜くことをもっ
て〕、暫時の人生を説き、世の無常を説く道理は、豊子

狭い道、１９３４

が弘一法師から学んだ仏理と相通じている。しかし豊子
の解脱の方法とは、「『漸』に惑わされず、造物主に欺かれ
ず、無限の時間と空間とを一寸四方の心中に縮める」
（「漸」）
ような「大人格」（同上）と「大人生」（同上）の提唱であ
る。これは彼の童心への憧れを導いた。天地の間において
最も健全な心眼は子どもたちだけが持っているものであ
り、世間の事物の真相は子どもたちだけが明確に、完全に
見抜くことができる。なぜなら彼らの真の心眼は、まだ世
知の塵埃にまみれ損なわれていないからだ、と豊子は考
えていた。３５そのため、彼は「児女〔息子と娘〕」
〔『縁縁堂
２
８８

「わしらが造った」、１９３４
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随筆』所収 ３６〕の中で次のように公言している。

「近ごろ私の心は四つのことで占められている。天上の神
と星、人間界の芸術と子どもである。小さな燕のような息
子と娘たちは、人の世では私と縁が最も深い子どもであっ
て、彼らは私の心の中で神と星と芸術と同等の地位を占め
ている。」（「児女」、１９２８）

豊子にとって、画は文芸と相通じていた。１９３３年縁縁

野外の床屋、１９３４

堂が落成した後、彼はまた「縁縁堂漫画」と題して画を描
いている。その画風は文章のスタイルと同じように、素朴
さの中に潜められた詩趣がにじみでている。あるいは朱自
清〔１８９８−１９４８、詩人、随筆家〕が「
『子漫画』代序」３７
に述べるとおり、
「すべての漫画が一首の短詩──核心をも
つ短詩のようである。君は詩の世界を解きほぐして見せて
かんらん

くれるから、我々は
橄
欖
を咬むように、久しくその味を味
わうことができる。」兪平伯〔１９００−１９９０、詩人、学者〕
は同書に寄せた跋〔「以『漫画』初刊与子書」、１９２５・
１１・１、『子漫画』
〈上海文学週報社、１
９２５・１２〉所収〕

二重の飢餓、１９３４

に述べる。「あなたは西洋画を学んだ方だが、その画の風
格は詩と広く通じている。いわゆる『漫画』とは、その妙はまさに自在な筆さばきにあ
る。たとえれば青天を流れる白雲の、気まぐれに伸縮し、技巧を凝らしてはいないにも
かかわらず、その技が自在であるようなものだ。ご覧、それは単なる気軽な手すさびの
ように見えるが、事物の描写はことごとく的を得ている。」
（「以『漫画』初刊与子書」）

３８

子の随筆のうち最も味わい深く含蓄があるのは、三十年代前期に縁縁堂が落成し、
悠々自適であったときの佳作である。これはいわば彼の『縁縁堂再筆』〔上海開明書店、
１９３７・１〕時期であった。筆の運びはゆったりとして老練であり、生活の滋味を細やか
に吟味し、世相の中に雅趣を輝かせ、実直な中に諧謔の趣を織りまぜ、その含蓄は渾然
一体となって飄逸である。
クア ズ

たとえば
瓜
子
〔スイカ・カボチャ等の種に塩を加え炒った食品〕を食べることは日常
茶飯事であり、国民性の分析は巨大な命題である。「喫瓜子〔瓜子を食う〕」〔『随筆二十
篇』
〈上海天馬書店、１９３４・８〉所収〕３９という文章では巧妙にこの二者を結びつけ、
「小
よ

ま

の中に
能
く大を見いだすことを最も喜び、還
た弦外に余韻あることを求む」（「代自序」、
２
８９
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１９６２）４０、という豊子の目指す審美的理想に達している。まず次のように語り起こす。
「以前ある人がこう言うのを聞いた。中国人は誰もがみな博士の資格を三つそなえてい
る。箸を持つ博士号、火付け紙を吹く博士号、瓜子を食う博士号。」（「喫瓜子」）続いて
持ち前の批評眼と生き生きとした見聞でもって、前二種の博士の資格を一通り描いてみ
せる。その後、自分が不器用に瓜子をかみ砕くさまと、若旦那やお嬢さんや奥様方が
「いとも簡単」
（同上）そうにかみ割るさまをこと細かに、表情豊かに描く。
「瓜子を食
べることを発明した人は実に素晴らしい天才である！これは最も有効な『ひまつぶし』
の方法だ」（同上）と論じ、その有効さを箇条書きにして分析し、笑いを誘う。最後に、
警世の苦言を発している。「ためしに菓子屋、南方物産店の瓜子の売れ行きを見、茶楼、
居酒屋、家庭で床にいっぱい散乱している瓜子の殻を見てみれば、中国人が『カリッ、
ペッ』『チッ、チッ』という音の中で消耗している時間が分かろうというものだ。毎年
統計してみればきっと驚くほどの数値だろう。将来この道が発展していけば、全中国も
『カリッ、ペッ』『チッ、チッ』という音の中に消滅してしまうかも知れない。」（同上）
しゃ しょう

そのほか「
車
廂
社会〔車両社会〕」〔１９３５、『車廂社会』〈上海良友図書印刷公司、
１９３５・７〉所収〕４１と「西湖船〔西湖の船〕
」〔１９３６、『縁縁堂再筆』
〈前掲〉所収〕４２など
は、いずれも心で物を観察した佳作である。汽車に乗ったり、遊覧船に乗ったりするの
は旅行の常であり、各人感じることがあるものだが、うまく言葉にできない。しかしこ
れらの作品は人々の心中の動きにまで筆先を伸ばす。
「西湖船」は西湖の船の座席につ
いて、その形状が変わるたびに豪華になっていくものの、四回変遷するうちに人と人、
人と自然との溝をつくり出したことに注目する。作者の追求する人と人、人と自然が融
合し調和する理想の境地は、こくのある老練な、妙趣に満ちた描写と議論の中におのず
と語られている。
「車廂社会」は作者が二十年来列車に乗ってきて抱いた三段階の心境
を記す。初めは珍しくて面白く、次にはすっかり慣れて嫌気がさし、最後には車内の社
会を様々な人間模様の「一冊の生きた良書」４３とみなすよう
になる。特に車内でくり広げられる滑稽な各種の席取り法
を観察し、人との間にほんのわずかな快適さを確保するた
めに他人をしりぞける驚くべき、おかしくも悲しい溝を表
現している。そこからまた感慨深い哲理を導き出す。「人
生は列車に乗ることに似ている。すばやく乗り降りする人
があれば、ゆっくり乗り降りする人もおり、すばやく乗っ
てゆっくり降りる人も、ゆっくり乗ってすばやく降りる人
もいる。乗ってがやがやと座席を争い ４４、降りてそれぞれ
家へ帰る。車内では切符を失くさぬよう気を配り、下車す 『車廂社会』表紙、良友図書印
るときには切符そのものを人生に返す。」（「車廂社会」）こ
２
９０

刷公司出版、１９３５
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れらの言葉はあたかも僧侶の偈句のようで、そこには仏理にもとづいた澄んだ眼光が感
じとれよう。
豊子は恐らく随筆「車廂社会」にかなり満足していたのであろう。１９３５年上海の良
友図書印刷公司より同じ題名で随筆集を一冊出している。表紙の画は豊子が１９３４年に
描いた「三娘娘」〔「三おばさん」、『車廂社会』所収の随筆〕４５の挿絵である。

訳注

１：底本は『二十世紀中国文学図誌』上下冊（楊義、張中良、中井政喜共著、台北業強出版社、
１９９５・１）である。また、前書の増訂版『中国新文学図誌』上下冊（北京人民文学出版社、
１９９６・８，１９９７・１２，同第３次印刷）も参照する。なお翻訳文の中で、
〔

〕は訳者の補足を示

す。

２：
『鴛鴦蝴蝶派研究資料（史料部分）』（魏紹昌編、上海文芸出版社、１９６２・１０）による。

３：原文は「還是創刊於富蘭克林之手、銷数最広」であるが、
「閑話『礼拝六』」
（『鴛鴦蝴蝶派研究
資料（史料部分）
』〈前掲〉所収）によれば「還是創刊於富蘭克林之手、歴史最長、銷数最広」
である。いま「閑話『礼拝六』」に従う。

４：
「閑話『礼拝六』」（前掲）は『欧美名家短篇小説叢刻』とするが、『中国現代文学総書目』（賈
植芳等編、福建教育出版社、１９９３・１２）によれば『欧美名家短篇小説叢刊』（中華書局、１９１７・
２）である。いま『中国現代文学総書目』に従う。また、「周痩鵑著訳書目」
（王智毅編、
『周
痩鵑研究資料』、前掲）によれば、１９１７年３月の初版は『欧美名家短篇小説叢刊』で、１９１８年
２月再版において『欧美名家短篇小説叢刻』と変えると指摘する。『新編清末民初小説目録』
（樽本照雄、清末小説研究会、１
９９７・１０・１０）によれば、この本は上中下巻である。また詳し
く作品名が挙げられている。

５：
『魯迅的故家』
「第二分

園的内外 ２５ 周痩鵑」
（周遐寿、人民文学出版社、１９５７・８、底本は

１９８１・８第三次印刷）に言及がある。

６：原文は「総之『礼拝六』雖不高談革命」であるが、
「閑話『礼拝六』
」（前掲）によれば「総之
『礼拝六』雖不曾高談革命」である。いま「閑話『礼拝六』」に従う。

７：張籍の「節婦吟」に、
「還君明珠双涙垂、恨不相逢未嫁時」とある。『唐詩鑑賞辞典』（前野直
彬編、東京堂出版、１９７０・９）によれば、
「君に明珠を還して双涙垂る、恨むらくは未だ嫁がざ
る時に相逢わざるを」、と訓読する。小説「恨不相逢未嫁時」は『礼拝六』第９期（１９１４・８・
１、江蘇廣陵古籍刻印社影印、１９８７・１１、全２０冊）所収。

８：李白「陌上贈美人」に「美人一笑珠箔、遙指紅楼是妾家」とある（『中国詩人選集７
上〈武部利夫注、岩波書店、１９５７・１１〉）によれば、「美人一笑
す

李白』

珠箔をかかげ、遙に紅楼を指

是れ妾が家と」と訓読する。小説「遥指紅楼是妾家」は『礼拝六』第１３期（１９１４・８・２９、

江蘇廣陵古籍刻印社影印）所収。

９：宋の晏殊の「浣渓沙」に、「無可奈何花落去、似曾相識燕帰来」とある。『中国詩文選２１宋詞』
（村上哲見、筑摩書房、１９７３・６）によれば、
「奈何す可くも無く
し似く

花は散り去き、曾て相識り

燕は帰り来る」、と訓読する。翻訳小説「無可奈何花落去」は『礼拝六』第２
０期（１９１４・
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１０・１７、江蘇廣陵古籍刻印社影印）所収。

１０：小説「似曾相識燕帰来」は『礼拝六』第２１期（１９１４・１０・２４、江蘇廣陵古籍刻印社影印本）所
収。

１１：
『周痩鵑研究資料』
（王智毅編、天津人民出版社、１９９３・２）による。
「周痩鵑著訳系年」
（『周痩
鵑研究資料』所収、前掲）によれば、１９２８年８月の項に、
「『礼拝六』旧話（雑談） 署名痩鵑。
戴１９２８年８月２５日上海《礼拝六》週刊第２７１期《工商新聞》副刊。」とある。

１２：
「『礼拝六』旧話」
（『周痩鵑研究資料』、王智毅編、天津人民出版社、１９９３・２）では「第一一六
期」とするが、『礼拝六』
（江蘇広陵古籍刻印社影印、前掲）によれば、『愛情号』は実際には
第一一五期である。いま『礼拝六』（江蘇廣陵古籍刻印社影印、前掲）に従う。

１３：
「『礼拝六』旧話」
（前掲）では、
『紫羅蘭娘日記』とするが、
『礼拝六』第１１５期（江蘇廣陵古籍
刻印社影印、前掲）によれば『紫羅蘭嬢日記』である。いま『礼拝六』（江蘇廣陵古籍刻印社
影印、前掲）に従う。

１４：原文（
『二十世紀中国文学図誌』）は「天将以夫人為木鐸」であるが、
『中国新文学図誌』
（北京
人民文学出版社、１９９６・８）では「天将以夫子為木鐸」と訂正する。『論語』巻第二「八」
（『論語』、金谷治訳注、岩波書店、１９６３・７第１刷、１９９６・４第５５刷）に、「天将以夫子為木鐸」
とする。いま『論語』に従う。

１５：不詳

１６：原文は「非標榜此主義者也、而於此主義有関係存焉。」であるが、「『双記』叙一」（陳独秀、
１９１４・９、『中国近代文学大系』第２集第９巻小説集７〈上海書店、１９９２・１〉所収）によれば、
「非標榜此義者也、而於此義有関係存焉。」である。いま『中国近代文学大系』に従う。

１７：
「胡適著訳年表」（『胡適研究資料』、陳金淦編、北京十月文芸出版社、１９８９・８）によれば、初
出は、『最近之五十年』（『申報』五十周年紀念刊、１９２３）。底本は、『胡適文存』第２集（上海
亜東図書館、１９２４・１１、黄山書社、１９９６・１２）による。

１８：
『中等国文典』を指すと思われる。『中等国文典』は原名『初等国文典』、１９０７年５月−６月に
初版、その後版を重ねた（「中等国文典」
〈『章士全集』第１巻、文匯出版社、２０００・２〉の編
者注による）。
『中等国文典』
（章士編、上海商務印書館、１９３５、
『東京大学東洋文化研究所現
代中国書分類目録』〈内山書店、１９９６・１２・２０〉による）はその一つと思われる。

１９：原文は①「自１
９０５到１９１５」、②「又曾研究倫理学」
、③「他的文章的長処是在於」
、④「論理充
足」、⑤「使古文能勉強直訳西洋書」であるが、『胡適文存』第２集（上海亜東図書館、１９２４・
１１、黄山書社、１９９６・１２）第２巻によれば、①「自１９０５到１９１５（民国四年）、」、②「又曾研究
論理学」
、③「他的文章的長処在於」
、④「論理完足」、⑤「使古文能勉強直接訳西洋書」であ
る。いま『胡適文存』に従う。

２０：原文は「発行未久」であるが、
『革命逸史』初集（馮自由、中華書局、１９８１・７、全６集）によ
れば、「発行未久」である。いま、『革命逸史』に従う。

２１：原文は「文字務求雅馴、白話恕不刊」であるが、週刊『甲寅』第１巻第１期（１９２５・７・１８）
の「本刊啓事二」によれば「文字須求雅馴、白話恕不刊布」である。いま週刊『甲寅』に従う。

２２：
『中国新文学体系

第二集』
〈上海良友図書印刷公司、１９３５、香港文学研究社影印本、１９６２・３〉

所収による。

２３：
『中国新文学体系

第二集』〈上海良友図書印刷公司、１９３５、前掲〉所収による。


２４：胡適がここで引用する文章と、章士の元の文章には若干の異動がある。ここでは胡適の引用

２
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『二十世紀中国文学図誌』〈１６〉（選訳）
に従って訳出する。以下に両文を引用する。
「以適之為人帝、績渓為上京、一味於《胡氏文存》中求文章義法、於《嘗詩集》中求詩歌律令」
（「老章又反叛了！」、胡適、
『中国新文学体系

第二集』
〈上海良友図書印刷公司、１９３５、前掲〉

所収）
「以適之為大帝、績渓為上京、遂乃一味於胡氏文存中求文章義法、於嘗詩集中求詩歌律令」
（「評
新文化運動」、章士、『中国新文学体系

第二集』〈上海良友図書印刷公司、１９３５、前掲〉所

収）

２５：原文では、①「只希望在一般落伍者中出点頭地」、②「載道行遠之大業」である。しかし「老
章又反叛了！」
（前掲）によれば、①「只希望在一般落伍者之中出点頭地」、②「載道行遠之業」
である。いま「老章又反叛了！」に従う。

２６：章士は「評新文化運動」
（『中国新文学体系

第二集』
〈上海良友図書印刷公司、１９３５、前掲〉

所収）で、「此誠新旧相銜之妙諦」と言う。

２７：原文は「我写白話歪詩送把」であるが、
「老章又反叛了！」
（『中国新文学体系

第二集』
〈上

海良友図書印刷公司、１９３５、前掲〉所収）によれば「我写白話歪詞送把」である。いま「老
章又反叛了！」に従う。

２８：原文は「即使他牽牛担酒」であるが、
「老章又反叛了！」
（『中国新文学体系

第二集』
〈上海良

友図書印刷公司、１９３５、前掲〉所収）によれば「即使他牽羊担酒」である。いま「老章又反叛
了！」に従う。

２９：原文は、「杭州省立第一師範」であるが、「為青年説弘一法師」（『中学生』戦時半月刊第６３期、
１９４３、底本は、『豊子文集』第６巻、浙江文芸出版社・浙江教育出版社、１９９２・６）では「在
杭州貢院的浙江省立第一師範学校」とする。
「豊子年表簡要」
（『仏心与文心――豊子』、汪
家明、花山文芸出版社、１９９２・７）、「豊子年表」（『豊子伝』、徐国源、団結出版社、１９９９・
４）によれば、「浙江省立第一師範学校」である。いま、
「為青年説弘一法師」
「豊子年表簡
要」「豊子年表」に従い、「浙江省立第一師範学校」とする。

３０：この偈句は、
「告縁縁堂在天之霊」
（『宇宙風』第６７期、１９３８・５・１、また、
『豊子文集』第６
巻、浙江文芸出版社・浙江教育出版社、１９９２・６）に見える。大意は以下の通りである。「心識
とその対象は元もと一体のものである。混沌を映し入れるとき両眼より入る。……絵筆が虚空
を描くこともかまわない。その妙なる用法は皆幻のようなものから起こる。」

３１：呉昌碩の名は俊卿、字は昌碩、呉俊卿で通る。書画家。

３２：原文は、
「暫止飛鳥才数子、頻来語燕定新巣」である。
「告縁縁堂在天之霊」
（『宇宙風』第６７期、
１９３８・５・１、前掲）では、「暫止飛烏才数子、頻来語燕定新巣」である。しかし、杜甫の「堂
成」（『杜詩詳注』
、仇兆鰲注、中華書局、１
９７９・１０、第１版、１９９５・４、第４次印刷）によれ
ば、「暫止飛烏将数子、頻来語燕定新巣」とある。豊子が実際上記のように書いたのか、或
いは記憶の間違いか、は不詳。いま、
「堂成」に従う。大意は次のとおりである。
「暫し休む烏
は数羽の子を引き連れ、しきりと来てさえずる燕は新しい巣を作る。」

３３：
「辞縁縁堂」（１９３９・９、『文学集林』第三輯、１９４０・１、底本は、『豊子文集』第６巻、前掲）

３４：
「漸」（『一般』第５巻第２号、１９２８・６、底本は、『豊子文集』第５巻、浙江文芸出版社・浙
江教育出版社、１９９２・６）

３５：このくだりは豊子の随筆「児女」（『小説月報』第１９巻第１０号、１９２８・１０・１０、後に『縁縁堂
随筆』所収、底本は、『豊子文集』第５巻、前掲）の一節による。豊子の原文の該当部分
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は次の通り。「天地間最健全的心眼，只是孩子們的所有物，世間事物的真相，只有孩子們能最
明確、最完全地見到。我比起他們来，真的心眼已経被世智塵労所蒙蔽，所斫喪，是一個可憐的
残廃者了。」

３６：
「児女」（『小説月報』第１９巻第１０号、１９２８・１０・１０、前掲）

３７：原文は「子漫画序」とするが、
『朱自清散文全集』上（江蘇教育出版社、１
９９８・７）によれ
ば、「『子漫画』代序」とする。いま、『朱自清散文全集』に従う。「『子漫画』代序」の原
載は『子漫画』（上海文学週報社、１９２５・１２）、底本は、『朱自清散文全集』（前掲）。

３８：原文は次のようである。
「是学西洋画的、然而画格旁通于詩。所謂『漫画』、在中国実是一創
格；既有中国画風的蕭疏淡遠、又不失西洋画法的活溌酣恣。雖是一時興到之筆、而其妙正在随
意揮洒。譬如青天行白雲、巻舒自如、不求工巧、而工巧殆無以過之。看它只是疏朗的幾筆、似
乎很粗率、然物類的神態悉落中。」しかし「以『漫画』初刊与子書」
（『兪平伯散文雑論編』、
上海古籍出版社、１
９９０・４、また『兪平伯全集』第２巻〈花山文芸出版社、１
９９７・１１〉もほぼ
同じ）によれば次のとおりである。
「是学西洋画的、然画格旁通于詩。所謂『漫画』
、其妙正
在随意揮洒、譬如青天行白雲、巻舒自如、不求工巧、而工巧自在。看！只是疏朗朗的幾筆、然
物類神態畢入中了。
」『兪平伯散文雑論編』の文章が、元の『子漫画』
（上海文学週報社、
１９２５・１２）に掲載されたものと思われる。いま、『兪平伯散文雑論編』に従う。

３９：
「喫瓜子」（『論語』第４１期、１９３４・５・１６、『随筆二十篇』〈上海天馬書店、１９３４・８〉所収、底
本は、『豊子文集』第５巻、前掲）

４０：
「代自序」
（１９６２、『豊子画集』、上海人民美術出版社、１
９６３・１２、底本は、
『豊子文集』第
７巻、浙江文芸出版社・浙江教育出版社、１９９２・６）の中の句。

４１：
「車廂社会」
（１９３５・３・２６、『車廂社会』〈上海良友図書印刷公司、１９３５・７〉所収、底本は、
『豊子文集』第５巻、前掲）

４２：
「西湖船」（１９３６・２・２７、『宇宙風』第２巻第１３期、１９３６・３・１６、『縁縁堂再筆』〈前掲〉所収、
底本は、『豊子文集』第５巻、前掲）

４３：原文は「一部活的書」とするが、
「車廂社会」
（１９３５・３・２６、『車廂社会』
〈上海良友図書印刷
公司、１９３５・７〉所収、底本は、
『豊子文集』第５巻、前掲）では、
「一部活的好書」である。
いま、「車廂社会」に従う。

４４：原文は次の節と「──」でつなぐが、
「車廂社会」
（１９３５、前掲）では「，」を置く。いま、
「車
廂社会」に従う。

４５：
「三娘娘」（１９３４・６・１６、『文学』月刊、１９３４・７・１、『車廂社会』
〈前掲〉所収、底本は、
『豊
子文集』第５巻、前掲）
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