
一九三〇年代における冰心の結婚観

――独身主義女性を中心に

虞　萍

はじめに

1918年6月15日、『新青年』は｢易卜生号 ｣(｢イプセン号｣)を刊行し、胡適と羅

家倫が初めて、イプセンの『人形の家』(『娜拉』)を中国語に翻訳した。1925年、

茅盾はイプセンの『人形の家』が中国青年に与えた影響について、次のように述

べている。｢イプセンと、中国近年において全国を揺り動かした『新文化運動』

とは、一種の尋常ではない関係がある。六、七年前、『新青年』は『イプセン専

号』を出版し、この北欧の大文学者を文学革命、女性解放、反伝統思想(中略)な

どの新運動の象徴と見なした。その時､ イプセンの名は､ 青年の心にまとわりつ

き､ 青年の口に言い伝えられ、それは今日のマルクスとレーニンより劣ることは

ない｡｣1 雑誌『新青年』､『晨報副鐫』には、｢ノラ｣に関する記事､2 女性の｢家出｣

を主題とする劇、小説などの創作がしばしば見られる｡3
 ノラの生き方に注目する
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1 茅盾｢談談『傀儡之家』｣『文学週報』第176期、1925年6月｡

2 例えば以下のような記事がある｡ 仁佗｢看了女高師両天演劇以後的雑感｣『晨報副鐫』[雑

談]、1923年5月11日｡ 芳信｢看了娜拉後的零碎感想｣『晨報副鐫』、1923年5月12日、13日｡

林如稷『又一看了女高師両天演劇以後的雑感』『晨報副鐫』[雑談]､ 1923年5月16日｡ 何一

公｢女高師演的『娜拉』｣『晨報副鐫』､ 1923年5月17日､ 18日｡ 徐志摩｢我們看戯看的是什

麼｣『晨報副鐫』、1923年5月24日｡

3 許慧  琦 ｢『娜拉』在中国：新女性形象的塑造及其演変(1900ｓ－1930ｓ)｣国立政治大学歴史

学系出版、2003年、p.167－187に詳しい｡

4 1933年11月1日、冰心は林培志の『娜拉的出路』(『ノラの生きていく道』)の出版に、自

ら出版社に連絡し、｢『娜拉的出路』序｣(『冰心全集』第3巻、前掲、p．40)を書いた｡ し

かし、とうとう出版できず、1939年9月に、林培志は北京海淀燕京印刷所で『娜拉的出路』

を自費出版をした｡ 『娜拉的出路』は『大公報』、『晨報副刊』で発表された10篇の小説

が収録され、冰心が書いた｢『娜拉的出路』序｣も収録された｡ しかし、おかしいことに、

中国社会の変動の中で、冰心もノラを注視した｡4



中国社会では、ノラのように家庭を出て自立を求める女性が増える一方、1930

年代半ば(1934－1937)に第一回目の｢婦女回家｣(｢女性は家庭に帰れ｣)論争が起っ

た｡5 この論争の中で職場に勤める女性は、家に戻り、家事、育児だけの生活を送

るのが当然だという主張により窮地に立たされた。また、学校教育を受け、何ら

かの理由で結婚をすることなく、仕事一途で頑張ってきた女性、終身独身で、仕

事だけで通そうとしている女性もこの論争の対象になった｡6 言うまでもなく、こ

れらの論争の対象はあくまでも中産階級以上の女性問題である。初等教育も満足

に受けられない都市の労働者階級の女性や、旱水害の被害と経済恐慌の影響を受

けて都市に流入した貧しい農村女性にとっては、すべて無縁に近く、彼女らにとっ

ては生存すること自体が問題であった｡7

冰心は当時中国女性の以上のような現実をよく認識していた。1935年、彼女は

『婦女生活』の副編集者である子岡からのインタビューで、｢中国でどれぐらい

の女性が家庭から離れたのかはなお問題となることで、家庭から出られる女性が

どれくらいいるのだろうか｣と疑問を提示し、｢女性解放問題については言いたく

ない｣､8 と述べている｡ その一方で､ 冰心は知識人女性の生き方､ 特に独身主義の
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新しく収録された10篇の小説の中で当時冰心が言及した｢舞後｣、｢募捐｣という作品は収録

されていない｡ 1939年、燕京大学の教授郭紹虞も『娜拉的出路』に｢序｣を書いた｡ 彼は冰

心が｢序｣で言及した｢舞後｣、｢募捐｣はもしかしたらこの本に収録された10篇よりもっとよ

いかもしれないと言う｡ 厳密に言うと、冰心が書いた序は｢『娜拉的出路』序｣とは言えな

い、と姜徳明は指摘する｡ (｢冰心與『娜拉的出路』｣姜徳明主編『姜徳明書話』北京出版

社、1998年､ p. 83を参照した｡ 姜徳明は嘗て人民日報出版社の社長である｡ 郭蕊｢後記｣燕

大文史資料編委会編(主編冰心、蕭乾)『燕大文史資料 第７輯』北京大学出版社､ p. 264を

参照した｡)しかし、冰心が娜拉の生きていく道について考えたという事実は変わらないと

思われる｡ なお、『娜拉的出路』は未見である｡

5 第一回目の論争については、前山加奈子｢『家を出た娜拉』をめぐる論争について――

1930年代中国のフェミニズム論｣(『近きに在りて』第23号、汲古書院、 1993年5月、p.40

－49)に詳しい｡

6 江上幸子は｢中国的『新良妻賢母主義』和『摩登女郎』――30年代『婦女回家』争論中的

五派分析｣(『中国女性史研究』第13号、2004年1月、ｐ .53)で、｢女性は家庭に帰れ｣論争

の中の流派を以下の５つに分けた｡ 1、伝統型良妻賢母派｡ 2、核家族型良妻賢母派｡ 3、家

庭の責任を担い・経済自立を並行させる派。4、経済自立と社会改革派。5、モダンガー

ル｡

7 芸綺｢談談『良妻賢母』制｣『婦女園地』(『申報・自由談』の日曜特集号)第28期、1934年

8月26日｡

8 子岡｢冰心女士訪問記｣『婦女生活』第1巻第5期、1935年5月｡

9 本文で具体的に分析する｢相片｣、｢西風｣以外に、冰心は散文｢我的教師｣、｢我的同班｣、

女性の生き方について、数多くの作品を作り上げた｡9
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本稿では、まず｢ノラ｣の中国での変形、すなわち独身主義女性の形成された原

因､ 当時の独身主義女性に対する知識人10 の考え方を整理検討する。次に､ 第一回

目の｢婦女回家｣論争が行われている中、独身主義女性がしばしば見られた社会状

況の中で、冰心は一人の知識人、一人の作家として、仕事にだけ励み、結婚を引

き延ばした女性、独身主義女性の生き方について、どのような方法で自分の意思

を伝達し､ どのように理解していたのかを､ 小説｢相片｣11 (｢写真｣､ 1934年)､ ｢西

風｣12 (1936年)を通して考察し、彼女の結婚観の一端を明らかにしたい。

1.　｢ノラ｣の変形

1.1　 独身主義女性の形成の原因

五四時期に、婚姻の自由が唱道され､ ｢独身､ 結婚､ 離婚､ 未亡人が再び結婚す

るかどうかについて､ 絶対的に自由になる｣､13 などの結婚観が提唱された｡ 当時、

｢ノラ｣は中国で女性解放のモデルとして理解され、秋瑾、董竹君、沈茲九などの

女性知識人は婚姻などの問題を契機として次々と､ 家から出た｡ しかし､ 魯迅(1881

－1936)が言うように、経済力のなさが家から出た知識人女性たちを悩ませる。
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｢我的房東｣の中でも独身主義女性を描いた｡

10 ここで言及している知識人とは『婦女雑誌』などの雑誌に投稿している人を指す｡

11 ｢相片｣『文学季刊』第3期、1934年7月1日｡

12 ｢西風｣、初出は『文季月刊』第1巻第2期、1936年7月1日｡ 底本は『冰心全集』第3巻、海

峡文藝出版社､ 1994年､ ｐ.146｡ 和訳は虞萍、星野幸代共訳､ ｢『最後的安息』『西風』［共

訳］｣名古屋大学言語文化部・国際言語文化研究科『言語文化論集』XXIV巻2号、2003年3

月、ｐ.223－243を参照されたい｡

｢西風｣は宋徴輿(清)の｢浣渓沙｣の下半 闋 である｢巻地西風天欲曙，半簾残月夢初回，十年

消息上心来｣を引用したと思われる｡ この詩の意味としては冰心自身が、｢再寄小読者・通

訊一｣(初出は『人民日報』1958年3月18日、底本は『冰心全集』第５巻、前掲、p.14)で次

のように述べている｡ ｢空が明けはじめた頃、窓の外では地を巻く西風が吹いていた｡ 夢

から覚めてふと見ると、薄い月の光が窓のカーテンの半ばほどに残っている｡ そのとき十

年ほど前のことが、すべて心に蘇ってきた｡｣｢西風｣の出典と冰心自身の解説の所在を、萩

野脩二先生からご教示いただきました｡ ここに記して感謝申し上げます｡

13 沈兼士｢児童公育｣『新青年』第6巻第6号、1919年1月30日｡

14 魯迅｢娜拉走後怎様｣、北京女子高等師範学校文芸会講演、1923年12月26日｡ 底本は『魯迅

魯迅は現実の中の｢ノラ｣が選んだ生活の道は、身を堕すか、もどって来るか､14 と
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いう二通りであると主張した｡ 当時社会改革において､ どんな方法を取り、どん

な道を歩むべきかについての意見はまちまちであった。 婚姻制度を廃棄すべきと

いう人は、社会解放は｢夫婦制度｣の廃棄からはじめなければならない､15 と主張し

た｡ ｢工読互助団｣は｢家庭から離脱し､ 婚姻から離脱すべきだ｣､16 と主張した｡ ま

た､ 早婚の害を宣伝する知識人も少なくはなかった｡17 李宗武18 (1895－1968)は｢独

身問題之研究｣(｢独身問題の研究｣)で、独身者の人数は完全に文明程度の高低と

正比例をなしている、文明の程度が高ければ高いほど独身主義者が多く、未開化

のところでは独身主義者が少ない、と一般論を紹介した上で、中国では、独身主

義者はほとんど知識人階層に存在し、女性の独身主義者は男性より多い､19 と分析

した。彼は女性知識人の中で独身主義者が日ごろ増えているという傾向を心配し

ていた｡ 当時女性の主な仕事は教師と医者20 であり､ 但しミッションスクールで

は､ 既婚女性教師は給料の全額をもらうことができない｡21 このような社会状況の

中で、中国女性は結婚をするより、むしろ他のことに興味を持つようになった｡
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全集』第1巻、人民文学出版社、1973年、ｐ.146｡
15 光佛｢女子解放当従男子解放做起｣『星期評論』第22、23号、1919年9月｡

16 存統｢『工読互助団』底実験和教訓｣『星期評論』第48号(｢労働記念号｣)、1920年5月1日｡

17 胡適｢藏暉室札記｣『新青年』第3巻第2号、1917年4月｡ 鄭佩昂｢説青年早婚之害｣『新青年』

第3巻第5号、1917年7月｡

18 李宗武(1895－1968)浙江紹興出身である｡ 李季谷という名前を使ったことがある｡ 以下の

ような作品がある｡ 宗武｢錯路｣『時事新報・学燈』(上海)、1922年3月27日｡ 李宗武｢衙門

之前｣(詩)『小説月報』第14巻第8期、1923年8月10日｡ 季谷｢人間讃美｣『語絲』週刊、第

104期、1926年11月6日｡ (徐迺翔、欽鴻編『中国現代文学作家筆名録』湖南文芸出版社、

1988年、p．251を参照した｡)

19 李宗武｢独身問題之研究｣『婦女雑誌』第7巻第8号、1922年8月、ｐ.2｡

20 冰心｢従『五四』到『四五』｣『文藝研究』創刊号、1979年5月15日｡

周敍  琪 ｢一九一〇～一九二〇年代都會新婦女生活風貌――以『婦女雑誌』為分析実例｣『国

立台湾大学文史叢刊100』国立台湾大學出版委員会、1985年、p.207、208を参照した｡

21 卓如『冰心年譜』海峡文藝出版社、1999年、ｐ.85｡

22 潘光旦(1901－1967)優生学者｡ 江蘇宝山の出身である｡ 本名は潘保同で、字は仲昂で、潘

光亶という名を使ったことがある｡ ｢徳日民族性相肖説｣(『新月』第1巻第2期、1928年4月

10日)、｢説『人丁  两 旺』｣(『新月』第2巻第4期、1929年6月10日)などの作品がある｡ (『中

国現代文学作者筆名録』前掲、p．690を参照した｡)1922年清華学校を卒業し、冰心の夫呉

文藻より一年先にダートマス・カレッジに留学した｡ 1924年卒業後、ニューヨークのコロ

ンビア大学に移り、1926年に卒業した｡ アメリカ留学中は、人類学、細胞学、優生学を学

優生学者潘光旦22 (1901－1967)の1927年の『時事新報』で発表したアンケート調
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査23 の結果から､ 女性のこのような現象を窺うことができる｡ 男性の婚姻の目的は

重要性の高い順に｢よい子供の養育｣、｢浪漫的な生活と伴侶｣、｢両親の面倒｣、

｢性欲の満足｣であるのに対して、女性は｢よい子供の養育｣、｢両親の面倒｣、｢浪

漫的な生活と伴侶｣、｢性欲の満足｣という順である｡24 すなわち、女性は男性ほど

配偶者を重視していない。また、男性が結婚相手を選ぶ基準は重要性の高い順に

気立て、健康、教育のレベル、家を切り盛りする能力、外観姿態、性道徳、家柄

の良さ、経済能力、母性、化粧であるに対して、女性は気立て、健康、家を切り

盛りする能力、教育のレベル、性道徳、外観姿態、経済能力、家柄の良さ､ 父性､

家の財産という順である｡25 男性が女性に求める教育のレベルは､ 女性から男性に

求める分より重視されている｡

当時、中国では高い学歴を持つ女性はさまざまな原因で結婚が遅れ、或いは独

身主義を目指していた。1928年、江君は｢配偶問題的両点｣(｢配偶問題の二点｣)で、

金陵女子大学の1919－1927年における105名卒業生の中で、結婚したのはわずか16
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んだ｡ 1926年帰国後は、呉淞政治大学教務長、光華大学文学院院長、上海『時事新報・学

燈』の編集者、上海キリスト教青年会『華年』週報の編集長などを勤めた｡ 1927年春、胡

適、聞一多、徐志摩などと上海で新月書店の設立に準備した｡ 1934年、清華大学の社会系

の主任となった｡ 1937年、西南聨合大学社会学系の主任を務めた｡ 1952－1967年には、中

央民族学院の教授兼主任となった｡ 『優生学』､ 『優生概論』､ 『人文史観』､ 『中国之家

庭問題』などの著作がある｡ 1967年6月10日、北京で病死した｡ (徐友春主編『民国人物大

辞典』河北人民出版社、1991年、p. 1467－1468を参照した｡)

23 1927年潘光旦は時事新報館学燈部に勤めていたため、彼は学燈編集部の名義で、学燈で三

回アンケートの回答を求めた｡ それぞれは、1927年6月2日、9日、16日である｡ 二回目の

時、回答人数はすでに200人を超えたが、女性の回答は10人も満たなかったため、潘光旦

は特に女性の回答を呼びかけていた｡ 結果として、317部のアンケートを回収することが

できて、うち男性が273人で、女性は44人である｡ (317人は当時『時事新報』の販売量の

百分の一である｡ )317人の中で、学生は122人(男子105人、女子17人)で、無職者は7人(男

性2人、女性5人)で、書かなかった人は2人で、その他の186人は職を持つ人である(農業を

営む人を含む)｡ なお、女性の職業の状況に関する人数に誤差があるため、以上の統計は

誤差がある｡ 潘光旦の説明によると、社会状況に関心を持ち、新聞を閲覧する女性は、9

割以上が職業婦人であるため、今回のアンケートの女性に関する職業状況は、中国社会全

体の女性を代表することができない｡ また、317人の中で、大学程度の人は116人(36.59

％)で、中学程度の人は158人(49.84％)で、小学程度の人は24人(7.57％)で、その他は19人

(6.00％)である｡ それに、回答者年齢は14－57才で、幅広く及んだ｡ (潘光旦『中国之家庭

問題』、新月書店、1929年影印｡ 『民国叢書』編輯委員会編、『民国叢書』第２編19、社

会科学總論類、上海書店、1989年、p．1－32を参照した｡)

％にすぎない､26 という統計結果を発表している。克彬は金陵女子大学の学生の結
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婚率が低い原因を以下のように分析している｡27

1、 金陵女子大学は当時中国の中で唯一政治に影響されなかった女子大学で

あり、学生は傲慢で、自尊心が強く、周りの人から敬遠されてしまう。

2、 女性が教育を受ける機会が遅いので、大学を卒業するとき30歳をすぎる

ことはなくても、25歳あまりになる。これは、当時中国女性の平均結婚

年齢の17歳28 より超えている。

3、 男女の交際はまだ半開化状態で、女子大学生は男性に接する機会が極め

て少ない。

4、 自分が中国の初代の女子大学生であると思い込み、結婚、育児が自分の

学問、仕事に影響することを望まない。

以上のような高学歴を持つ女性が結婚しないという現象は、1920年代にとどま

らず､ 1930年代に続き､ 1940年代にも及ぶ｡29 潘光旦は1939年4月の｢婦女と児童｣30

の中で、当時中国知識人女性の状況について、次のように述べている。｢多くの

女子は育児を面倒なものと考え、教育を受ければ受けるほど、平等・自由や経済

の独立を唱える学説に心酔し、結婚、出産という道を歩もうとしなくなる｡(中
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24 『中国之家庭問題』、『民国叢書』第２編19、前掲、p.57｡

25 中国之家庭問題』、『民国叢書』第２編19、前掲、ｐ.63｡

26 江君｢配偶問題的両点｣『金陵週刊』第24期、1928年、p.4｡

27 克彬｢女学生変成老姑娘的原因｣『金陵週刊』第25期、1928年、p.7－8｡

28 喬啓明『中国農村社会経済学』商務印書館、1946年、p.283｡

29 王奇生｢教会大学與中国女子高等教育｣(『近代中国婦女史研究』第４期、中央研究院近代

史研究所、1996年、p.154)によると、1947年、中華全国大学婦女会には262名の会員がい

る｡ うち80人が金陵女子大学の卒業生で、4人(5％)不詳以外、既婚者は48人(60％)、未婚

者は28人(35％)である｡ 未婚者の中で、最も若いの人は26歳で、最も年長の人は59歳で、

平均年齢は40歳である｡ (初出は｢中華全国大学婦女会会員登記表｣中国第2歴史档案館蔵、

全宗号648$、案巻号 308｡ )また劉義馨の卒業論文(｢卒業同学就業調査｣1947年金陵女子大

学卒業論文、南京中国第2歴史档案館蔵、全宗号668、案巻号156)によると、1947年の調査

では、165名の金陵女子大学の卒業生の中で、既婚者は74人(約44.8％)、婚約をした人は

11人(約6.6％)、未婚者は80人(約48.4％)である｡

30 潘光旦｢婦女と児童｣、初出は『今日評論』第1巻第14期、1939年4月2日、ｐ.8－10｡ 底本

は『潘光旦文集』第5巻、前掲、ｐ.148－152｡

略)独身、晩婚、少子、子なしは、近代の少数の女性の個別経験だけではなく、



一九三〇年代における冰心の結婚観

すでに一種の流行的な風潮となる｣。1944年､『婦女新運』は200名の高等教育を

受けた女性の結婚状況について調査を行った。調査結果によると、99人が未婚で

(うち9人が婚約をした)、彼女らの未婚の原因は表1に示す通りである。

(表1)高等教育を受けた女性の未婚の原因

5.555⑥　経済が困難である

7.777⑤　必ず結婚をしなければならない理由がない

16.6615④　家庭の経済責任を分担したため、結婚する時期を逃がした

27.7725③　ふさわしい相手が見つからない

50.0045②　仕事に献身する

53.3348①　個人の自由を愛好する

比率(％)回答数未婚の原因

(出所)陸景衛｢両百高等教育婦女之調査｣『婦女新運』第6巻第5期、1944年5月、p.10

－16より作成。

｢個人の自由を愛好する｣、｢仕事に献身する｣という理由がそれぞれ全体の半分

以上に及ぶ。これは女性自身の婚姻に関する考え方が変わったというだけの問題

ではなく、男性の結婚年齢が高くなったこと､31 妻を選ぶ基準が変化したこととも

関連していると思われる。表2に示したように、1921年、教育家である陳鶴琴が

浙江第五師範(紹興)、浙江第一師範(杭州)、江蘇第十中学(徐州)、南京高等師範

附属中学(南京)、金陵大學(ミッションスクール)、南京高等師範の1500人の男子

学生を対象に行ったアンケート32 では、回収できた631部の回答票の中で、未婚者

は266人で、全体の 42.16％を占める。一方、1928年葛家棟が燕京大学の男子学生

を対象に行ったアンケート33 では､ 回収した有効回答202部34 のうち､ 未婚者は132
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31 鄭佩昂｢説青年早婚之害｣『新青年』[読者論壇]第3巻第5号、1917年7月1日、p.2－3｡

32 陳鶴琴｢学生婚姻問題之研究｣『東方雑誌』1921年2月25日、3月10日、3月25日、第18巻第4

－6号(中山義弘訳｢五四運動期における学生の婚姻意識調査(一)(二)(三)――陳鶴琴『学

生婚姻問題之研究』の翻訳｣『北九州大学外国語学部紀要』第46－48号、冷牟田印刷合資

会社、1982年3月、9月、10月)を参照した｡

33 葛家棟｢燕大男生対婚姻態度之調査｣『社会学界』第4巻、1928年12月｡

34 調査アンケートは全部で300部出したが、回収したのは230部で、有効なものは202部で、

在校男子学生の37％を占める｡ うち既婚男性は42人で、20.79％を占める｡

人で、全体の65.34％を占める。このように、1928年の大学生の未婚率(65.34％)
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が1921年の中学生、師範生、大学生を合わせた未婚率(42.16％)より高いため、

1920年後半、大學に進学する男性の結婚年齢は明らかに遅くなった傾向が窺える。

従って大学を卒業してから結婚を考えることは、家庭に理解されていたと推察さ

れる｡ 家庭が高学歴の子供を養育するのは代々血統を継ぐこと35
 を第一とせず､ 家

の名誉を第一とするのが目的となった表れである。

(表2)1921年と1928年のアンケート調査による男子学生の結婚状況

未婚者

婚約者

既婚者

(理想結婚年齢)

25.46
21.7565.341321928

(理想結婚年齢)

25
42.162661921

19.1122.7813.86281928

19.828.681811921

15.32320.79421928

19.2322.8629.161841921

婚約時の平均年
齢(歳)

平均年齢
(歳)

回答者比率
(％)

回答者数(人)年婚姻状況

(出所)同注32｡ 葛家棟｢燕大男生対婚姻態度之調査｣『社会学界』第4巻、1928年12月より作成｡

表3に示したように、1928年、知識人男性が妻に対して社会に大いに進出して

欲しいと願う比率は、未婚者(33.33％)、婚約者(17.86％)、既婚者(9.52％)の順と

なる。それに、妻が家庭と仕事を両立できるようと期待している未婚者は、26.52

％に達した。
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35 劉延陵｢婚制之過去現在未来｣『新青年』第3巻第6号、1917年8月1日、p.1－14を参照した｡
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(表3)1928年の調査における男性が望む妻の役目(職業について)

131
100％

2
22.27％

14
10.61％

35
26.52％

44
33.33％

36
27.27％

未婚者

28
100％

3
10.7％

4
14.29％

4
14.29％

5
17.86％

12
42.86％

婚約者

42
100％

2
4.76％

2
4.76％

4
9.52％

34
80.96％

既婚者

合計
書かな
かった

環境で決
める

好きのよ
うに

学生
①＋②

(両立)

②社会で
働く

①家の切
り盛り

人数
(人)

婚姻状況　　

(出所)同表2｡

注： 132人の未婚者のうち1人のアンケート結果が不明のため、未婚者の行の比率に若干の誤差が

ある｡

以上のように、1920年代から1930、40年代にかけて、中国知識人女性の婚期が

遅くなる傾向があり、独身で通す女性がしばしば見られた。これは既婚女性への

減給、中国知識人女性自身の結婚に対する考え方が変化したという現象に関係が

あるばかりでなく、男女の結婚目的の差、男性が妻を選ぶ基準の変化、男性の結

婚年齢が高くなったこと、知識人男性(特に独身男性)は妻が社会に大いに進出し

て欲しいと希望すること、などとも関連していると思われる。

次節では、当時中国社会の知識人が、独身主義女性の生き方に対して、どのよ

うに考えていたのかを考察したい。

1.2　 独身主義女性に対する考え方――知識人を中心に

独身主義女性が増えるにつれ、知識人たちは独身主義女性の人生観について、

さまざまな見解を述べた。李宗武は、女性は頑固に独身主義を貫くべきではない、

どうしても独身を貫こうとするとしても、出産の義務を果たしてから、実行すべ

きである、女性運動の中で女性のやさしさ、温順さ、美しさ、愛、同情心を持つ

天性を、抹殺し打ち壊すのではなく、育成し、発揮させるべきである、女性が子

供の教育に持つ特有の母性愛という能力を、投げ捨てるのではなく利用すべきで

ある、理想的な家庭を作り、理想の夫婦生活を実行するのは価値のある行動であ

89

る､ 独身は決して個人の発展の近道ではない､ 社会改造の良薬ではない､36 と主張
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した。

瑟盧は独身主義現象を一種の病的現象と理解した。中国男性の中では独身主義

という現象は多くは見られないが、女性はよく｢独身主義者になる｣、と好んで言

う。そこには中国女性が自分たちの地位に満足していないことが示されている。

この行動は、社会に対する一種の反抗であり、社会の改革を促進させる動機に基

づく。独身主義そのものには反対するが、この行動から生まれる独身は、楽観的

に見ることができる現象である､37 と瑟盧は主張した。もちろん、理想的な相手に

出会い、独身主義を捨て、結婚する女性もいた｡38

魯迅は独身主義者を辛辣に諷刺した。彼は｢独身生活をおくっている者は、男

も女も常に精神に変化を来さずにはいない。しつこく疑い深く陰険な性質の者が

多い｣､39 と言う。魯迅は独身主義の人を軽蔑の目で見ていたと思われる。

以上のように、知識人は独身主義について、基本的には反対の意見を提出し

た｡40 表4に示したように､ 1921年､ 男子学生は独身主義女性の生き方について､ ほ

とんど(83.70％)が反対していた。
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36 ｢独身問題之研究｣前掲、ｐ.72－75｡

37 瑟盧｢文明與独身｣『婦女雑誌』(『婦女問題討論集』(第五冊)前掲、p.77－82を参照した)｡

38 鄒韜奮の｢一個不嫁的女書記官｣(『生活週刊』(上海)第4巻第2期、1928年11月28日)による

と、国民参政会参政員の史良が独身主義者であるが、1940年1月1日に重慶の『中央日報』

で、陸昭華との結婚啓示を以下のように発表した｡ ｢国難が目の前にあるので、すべてを

簡単にし、特にここに親友にお知らせします｡｣(『中央日報』(重慶)1940年1月1日｡)

39 魯迅｢寡婦主義｣『魯迅全集』第1巻、前掲、ｐ.244｡ 翻訳は北岡正子訳｢寡婦主義｣『魯迅

全集』第1巻、前掲、ｐ.336を参照した｡

40 李宗武、瑟盧、魯迅以外、陸費逵、麥恵庭も独身主義女性の生き方を強く批判した｡(陸費

逵｢老小姐｣｢闢独身主義｣『婦女問題雑談』中華書局､ 1930年､ p.10－15､ ｐ.26－30｡『中国

家庭改造問題』前掲、ｐ.227を参照した｡)
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(表4)男子学生が独身主義女性(独身主義者)についての意見

217.60

248.70

条件付
賛成

賛成

理　由

不明7

伝染病にかかっている者は結婚すべきではない1

悪人は結婚すべきではない1

適当な女性が得られないから、独身の方がいい6

本人の行動がどうであるのかによる6

不明9

扶養しなくていい１

社会での仕事に専心できる１

中国の人口はとても多い1

自由で家庭の煩わしさがない12

①独身主義は人類を消滅しようとするものである
②生理と心理が背いている23183.70不賛成

人数(人)比率(％)意見

(出所)｢学生婚姻問題之研究｣『東方雑誌』1921年3月25日、第18巻第6号(｢五四運動期に

おける学生の婚姻意識調査(三)――陳鶴琴『学生婚姻問題之研究』の翻訳｣前掲、ｐ.305)

より作成｡

当時、大多数の男性知識人が女性の独身主義の生き方に賛成していない中で、

独身主義女性はしばしば見られた｡41 また、知識人の中でほんの一部の人は女性の

独身主義を認めていた。覚悟社のメンバー、張若名は、真に｢女性解放｣を提唱す

るつもりなら、必ず一部の人はこれを終身の仕事と見なさなければならない｡

1919年末の中国の状況から見ると、｢女性解放｣の先鋒になる人は、独身主義にな

るのが最も適切な方法である､42 と言う｡ 独身主義に対して､ 中立な意見を持つ人

もいた。周建人(1888－1984)は、独身は個人の自由であり、他人が主観的にこれ

を批評するのは容易ではない。近年、独身主義の呼び声は高いが、実際独身で生

活する人は少ない。青年は現在の家庭に飽きたので、独身を高らかに歌う。この

91

41 潘光旦｢独身的路――現代婚姻問題討論之二｣、初出は『華年』第6巻第18、19期、1937年5

月｡ 底本は『尋求中国人位育之道』(下)前掲、ｐ.754を参照した｡

42 張若名｢『急先鋒』的女子｣(1919年11月5日作)、初出は『覚悟』(天津学生団体『覚悟社』

が出版した不定期期刊である)第1期､ 1920年1月｡ 底本は中華全国婦女連合会婦女運動歴史

研究室『五四時期婦女問題文選』北京、1981年、ｐ.53｡

能力を家庭の改造に用いたら、もっと有効である､43 と指摘している。
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次章では、冰心が当時独身主義女性の生き方について、どのように理解してい

たのかを､ 彼女の小説｢相片｣､ ｢西風｣を通して考察する｡ そのことにより､ 冰心の

社会性の具体的在り方を考えてみる。

2.　女性の生き方

2.1　 娘への嫉妬――｢相片｣

小説｢相片｣は､ 冰心が1934年に書いたわずか2篇44 の作品の中の1篇である｡ 冰心

はこの作品の中で、中国のミッションスクールに青春を捧げる独身主義女性教育

者の生き方に注目した。

｢相片｣の女性主人公施女士はニューイングランド出身のアメリカ人で、25歳か

ら中国のミッションスクールで歌を教えていた。当時施女士は学校で最も若くて、

最も容姿の美しい教師であり、全校の学生に敬慕されていた。畢牧師は彼女に三

年間愛情を示し続けたが、相手にされず、とうとう諦めて他の女性と電撃結婚し

た。施女士は恩師の遺児である王淑貞を自分の家にひきとり、娘として育てる。

施女士の6年に一度の定例休暇と淑貞の高校の卒業が重なったので、彼女らは一緒

にアメリカに行く。そこで、淑貞は牧師の息子李天 鍚 に出会い、恋に落ちる。淑

貞の恋心は彼女の表情やそぶり、恋をしていることが見てとれる写真によって、

施女士に見破られる。施女士は淑貞を中国に連れ戻そうとする。

施女士は淑貞を引きとって以来、交友を減らし、趣味から離れ、淑貞をとこと

ん愛してきた。 施女士(母)は成長した淑貞(養女＝娘)が結婚し、子供を抱く姿を

幻想した。しかし恐怖感を感じ、孤独感が湧き起こる。淑貞に来た見合い話も婉

曲に断った。施女士は淑貞が離れることを望まず、淑貞の結婚に抵抗感を感じ、

一人ぼっちになる自分を想像したくなかった。

アメリカに行く前、施女士はもし淑貞がアメリカを好きなら、アメリカの大学

にいかせると約束した。しかし恋に落ち、アメリカで勉強したいと言う淑貞を見

て、何も答えず、ついに中国に戻ると言い出す。施女士は、淑貞の十年来一度も
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43 周建人｢中国女子的覚醒與独身｣『婦女問題討論集』(第五冊)前掲、ｐ.82－86｡

44 もう1篇は｢新年試筆｣(『文学』第2巻第1期、1934年1月1日)である｡

見たことがないような写真での満面の笑顔に、呆然となった。そして写真の上の
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淑貞が見えなくなり､かわりに28年前、自分に片思いをした畢牧師の愛情の込めら

れていた口もと、淑貞の父王先生の憂鬱な顔、古城、ずらりと並ぶ城壁、小さな

庭などの中国の風景が目に浮かぶ。これは施女士がよく使う心理的逃避で、彼女

は6年前アメリカに戻って、いいかげんにあしらわれ、さらに嘲笑された時にも、

中国のこれらの風景を思い出した。しかし、その時畢牧師と王先生はその情景に

入っていなかった。中国は施女士の一種の逃げ場であり、そこに戻れば、しとや

かで、物静かな淑貞のいる｢家庭｣がある。施女士は淑貞を頼り、心の支えと見な

していた。しかし、今回この逃げ場には、畢牧師が加わっていた。これは、施女

士が若い頃結婚を拒否したことについて後悔していることを表していると思われ

る。もし当時畢牧師の愛を受け入れていたら、年をとった今の自分は違う状況に

なっていたかもしれない。

淑貞は天 鍚 と知り合う前には、静かで穏やかで、非常にやさしい女性であるが、

しかし内向的なため友達がいなかった。天 鍚 との出会いをきっかけに淑貞は明る

くなり、人と遊ぶようになり、まるで別人のように変わっていた。恋は女性を変

える。今まで氷のように冷めていた淑貞は、春を迎える樹木のように生き生きと

していた。天 鍚 の力である。天 鍚 (テンシ)は淑貞にとって、まさに心の｢天使｣

(テンシ)である、と冰心は考え、彼にこの名前をつけたのだろう。

28年前の若々しさが消え、鏡の中に映し出された髪の毛はぼさぼさで、青白い

顔色で、目じりにしわのある充血した目の自分の姿を見て、施女士は涙が止まら

なかった。年をとって一人ぼっちになった施女士と、恋で輝いている淑貞が対照

的になっている。独身主義の施女士は、恋をし活発になった淑貞に嫉妬していた。

施女士は今までと同じような生活をするため、淑貞の恋をそれ以上続けさせない

ように、淑貞がアメリカの大学で勉強したいという要求を拒否した。施女士は淑

貞を｢奪おう｣とする｢アメリカ｣から、一刻も早く逃げたかった。しかし、この行

動は、ただ施女士が自分をだまし、人をもだます行動にすぎなかった。母は娘の

恋を阻止しようとしたが、しかしこれを一生続けるのは難しい。たとえ今回はア

メリカから淑貞を連れ戻すことに成功したとしても、淑貞の恋心を消すことはで

きるのだろうか。淑貞と天  鍚 を離れ離れにすれば、二人の恋に終止符を打つこと

ができるのだろうか。冰心はここで｢No｣という結論を出したように思われる、な

ぜならば彼女は淑貞の恋人に｢天 鍚 ｣という名をつけたからだ。天使は翼があるた
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め、淑貞を追いかけて来るだろう。
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冰心は施女士のように故郷から離れ、中国で教育事業に没頭する独身主義女性

を哀れみ同情している。そして独身主義女性の生き方について、大きな疑問を抱

いているように思われる。老後になると、独身主義者は自分の孤独感を防ぐため

に、残酷な人に変身する。彼女らは自分たちが歩んできた道を人(娘)にも歩ませ

ようとしていた。施女士は娘淑貞に恋愛させたくない、娘から離れたくない、娘

を人に奪われたくない。このすべては自分の立場から考え得た結論である。故郷

を捨て(施女士が一回目の定例休暇で帰国したときの、親戚、周りの人々の扱い

を見ると、施女士は故郷であるアメリカに見捨てられたとも言える)、趣味を捨

て、友達を捨てた施女士は仕事のため、娘のため一所懸命生きてきて、彼女は娘

にすべての愛を注ぎ、一つの家庭を作り上げた。しかし、もしここで娘がいなく

なると施女士は一人ぼっちになり、それこそ彼女が描いてきた｢家庭｣が存在しな

くなる。施女士はこの現実を受け止めることができなかった。受け止めようとも

しなかった。施女士は娘の恋を阻止すれば、将来独身の娘が自分と同じ悩みを抱

えることは十分に想像できたが、しかし施女士は自分の利益を優先に考えていた。

母は恋する娘に嫉妬している。言うまでもなく、独身主義の人は、両親をなくし

たら、いずれは一人ぼっちになる。とは言うものの、独身主義である施女士は養

女(娘)と二人で成り立った｢家庭｣を維持させようとした。今まで、娘のために生

きてきた寛大なる母は、娘が恋し、自分から離れるという恐れを感じたとき、一

気に自己中心的な、心が狭い人間になる。そのすべては、｢家庭｣を守りたいこと

が原因である。このように、独身主義者は｢家庭｣という目的のために、大きな自

己矛盾が生じてしまう。

以上のように、冰心は独身主義者のこの自己矛盾を指摘するために、当時ミッ

ションスクールで働く多くの独身主義女性教師45 を､ 施女士という人物を通して描

いた。施女士の思い出(若い頃愛情を示された畢牧師への思い)、寂しさ、人格の

変化(寛大な心の持ち主から心が狭い、娘に嫉妬する母への変化)によって、独身

主義女性の生き方に賛成しがたい冰心の思いが伝わる。と同時に、冰心は施女士

のように私生活を犠牲にし、中国の教育事業に青春を捧げ、さらに生涯を捧げよ

うとした外国人教育者に敬意を表していると思われる。
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45 例えば、燕京大学で英語教師をしていた冰心の先生であるグレース・ボイントン(1891－

1970)は生涯独身であった｡ 南京の金陵女子大学の女性校長呉貽芳も生涯独身であった｡

また、冰心は外国の独身主義女性への注目に止まらず、中国女性が仕事と婚姻
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を選択するときの葛藤を、小説｢西風｣を通して描いた。

2.2　仕事と結婚の葛藤――｢西風｣

1920年代、中国女性は家から出て仕事に就き始めたが、しかし仕事よりもっと

熱中したのは結婚相手探しで、恋愛が熟す頃に、彼女らが職場を去るという現象

がしばしば見られた。姚冷君は、1920年代に自称｢新女性｣の興味について、次の

ように嘆じている｡ ｢田舎だろうが都会だろうが、自称『新女性』の高学歴女性は、

服飾は新しいが、内面はまったくない。彼女らは四六時中靴、髪、洋服のスタイ

ル、映画の内容について話している｣｡46 このように、1920年代の女性は外観に力

を入れて、勉強と着飾ることが本末転倒になり、結果として、1930年代に入り、

｢花瓶｣47 と名づけられた｡ 許藩は職場にいる｢花瓶｣と呼ばれていた女性を､ 次のよ

うに皮肉った。｢以前女性はただ一人の男性の慰み物であったが、近代の女性は

家から事務所に引越し、皆に賞玩される。これは古代と近代女性の違いであるの

だろう｡｣48 このように､ 社会に出て､ 職場につく一部の女性は職場の飾りとなって

いた。林宗素は当時の女性のこの現象について、次のように認識している。｢仕

事に対する熱心さは、結婚相手探しほど熱意がない。社交に入ったら、異性を追

い求め、恋愛が成熟すれば、生活は解決する時である｣｡49

冰心の1936年に書かれた小説｢西風｣の中の知識人女性主人公何秋心は職場の

｢花瓶｣ではない。十年前秋心は仕事を続けるため、恋人張遠の求婚を断った。十

年後彼女は講演会場に向かう電車の中で遠と偶然に会った。この夢にも思わない

出来事が、彼女の心に大きな衝撃を走らせる。遠はすでに二児の父である。それ

に対して、秋心は仕事に追われて十年間を寂しく過ごした。秋心は遠に会って、

二回涙を流した。彼女は自分の十年間の慌しい生活を恨んだ。遠と会ったあと、

二日間彼女は眠れなかった。｢もし十年前に別の選択をしていたら｣､50 ｢昨日は壮
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46 冷君｢敬告知識階級的女性｣『婦女旬刊』第184号、1925年10月10日、ｐ.3－4｡

47 楊振聲｢女性的自立与教育｣(『独立評論』第32号､ 1932年12月25日､ p. 11)によると､ ｢花瓶｣

という用語は最初国民政府の所在する南京から伝えられた｡

48 許藩｢『娜拉』與『花瓶』｣『中華日報』(上海)、1935年2月12日。
49 林宗素｢告全国女同胞書｣『女鐸』第20期第6冊、1931年11月、ｐ.8｡

50 ｢西風｣『冰心全集』第3巻、前掲、p.151｡

大で快適な光の道に向かっているように見えたのに、今日は幻滅と暗黒へと続い
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ているのかもしれない｡ ……十年前は光の道に見えたって､ 十年後は……｣､51 と彼

女の心が大きく揺れていた。小説は遠の一家の楽しい再会と、船着場に残される

一人ぼっちの無表情の秋心が対照的に描写されて終わる。

この小説の中で大変皮肉なエピソードがある。十年前秋心は、仕事と結婚の選

択から仕事を選んだが、しかし十年後彼女はこの選択の正しさを疑っていた。こ

のような困惑の中で秋心が講演するタイトルは、｢婦女の二大問題――仕事と結

婚｣である。仕事において、秋心はプロである。彼女は数時間で、二篇の講演原

稿を書き上げる。気分がとてもすっきりしたと言う。これはまさに仕事がうまく

できたときの達成感の現れであろう。冰心は小説の中で、この講演会の進行、反

響については描かなかった。秋心は一体どんな気持ちで、どんな姿勢で講演をし

たのかは、冰心が読者に投げかけた質問であろう。対照的描写法は冰心の作品に

よく使われている｡52 表5に示したように､ ｢西風｣の中､ 冰心は秋心と遠の妻を対照

的に描いた。そして、この対照は秋心と遠の間でも見られる｡ ｢顔は以前よりふっ

くらし、十年の歳月はいくらも痕跡を留めていなく、依然若々しい｣元気な遠に

対して、秋心はきゃしゃな体で、目じりにわずかの皺ができ、黒く大きな瞳は十

年前の活発で生き生きした輝きを放ってはいなかった。

(表5)

８歳の息子と５歳の娘がいる子供がいない

既婚独身

若い(遠より10歳ほど年下)ある程度年がいっている

遠の妻秋心

髪にウェーブをかけ、髪の両側には大粒の真珠のピ
アスがのぞいており、ふっくらとした顔には程よく
化粧をほどこし、白地に大きな赤い花模様の絹の長
衣を身につけている｡ 

久しぶりに紅を頬にうっすらとはたいた

冰心は秋心の口を通して、少し幻滅するような次の言葉を口にする。｢男が求
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51 ｢西風｣『冰心全集』第3巻、前掲、p.153｡

52 冰心は初めての問題小説｢  两 個家庭｣の中でも､   陳の妻と亞茜という二人の女性を対象的に

描いた、そして彼女らの家庭も正反対になる。これについては、拙稿｢冰心の『  两  個家

庭』――女性と教育の視点から｣『名古屋大学中国語学文学論集』第16輯、名古屋大学中

国語学文学会、2004年3月、ｐ.33を参照されたい。

めるのは自分の生活を安定させてくれる奥さんだけ。愛とか、誠実とか言ってみ
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ても、恋愛中に人をかどわかすための言葉にすぎない｡｣このような男性は、秋心

のような知識人女性が望んでいる理想的な夫像とはほど遠い。そのため、冰心は

男性主人公に｢遠｣という名前を付けたのであろう。また、冰心は仕事一筋で頑張

る知識人女性の仕事が、いつも｢秋｣という｢収穫｣の季節のように、大きな果実

(仕事の成果)を獲得することができるが、しかし結婚しないで、一人ぼっちの彼

女らの心はいつも寂しげで、孤独であると考え、彼女らの典型的な例として、女

性主人公を｢秋心｣という名前を付けたと思われる。さらに、当時大勢の男性と同

じ考えである遠が望む妻像から考えると、遠の妻は普段恐らく仕事をすることの

ない専業主婦である。遠の妻のような女性は、独立の生活力を持っていないため、

あくまでも夫の附属であると冰心は考え、遠の妻に名前を付けなかったのであろ

う｡ 冰心のこのような考えは､ 17年前、初めての小説｢ 两 個家庭｣53 (｢二つの家庭｣)

を書いたとき、女性の理想的な生き方についての1919年の考え方と比較するとよ

り進んでいる。｢  两 個家庭｣では、冰心は子供の教育がよくでき、家の管理をうま

くこなす三哥の妻亜茜を女性の理想的なモデルのように描いた。しかし、｢西風｣

で亜茜の生活ぶりと似ている遠の妻は、名前すら抹殺された。遠の妻の存在は、

秋心のような仕事をし、独立の生活力、経済力のある女性より稀薄に描かれてい

る。冰心にとって、女性の社会進出は必要であると考えられたのであろう。とは

言うものの、冰心は仕事のために、結婚を拒む女性の生き方には、完全に同意は

しなかった。これは｢西風｣という小説の結末を見るとわかる。西風に吹かれ、無

表情な秋心の顔はあまりにも悲惨で、残酷である。いくら仕事に生き甲斐を感じ

ていると言っても、中年になって、孤独と寂しさに常に惑わされる一人ぼっちの

独身生活は決して楽しくはない。これこそ、1936年のときに、冰心が読者に伝え

たかった真意であろう。

以上のように冰心は、仕事と結婚についての葛藤という女性の心理を十分に理

解していた。冰心は中国の社会状況が変化すると共に、1930年代理想的な女性の

生き方に関する考えを、1919年のときより深めたと思われる。1919年の時に、女

性の理想的なモデルとして書かれていた子供の教育がよくでき、家の管理をうま

くこなし、夫の仕事を手伝う｢ 两 個家庭｣の女性主人公亜茜は、1930年代になって、

完全なる理想的な女性像にはならなかった。女性はただ愛情で生活を維持するの
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53｢  两 個家庭｣､ 初出は『晨報』第7面(北京)1919年9月18日－22日｡ 署名｢冰心女士｣(このペン

ネームがはじめて使われた)｡

ではなく、独立の経済力を得なければならない、と冰心は主張する。とは言うも



のの、冰心は独立に生活ができるため、仕事に取り組み、婚姻が遅れ、或いは仕

事一筋で、結婚をしない独身主義女性のような生き方にも問題がある、と判断し

ている。

おわりに

1920、30年代、中国社会で、知識人の結婚に対する考え方が徐々に変わるに伴

ない、イプセンの｢ノラ｣が中国で変形し、すなわち独身主義女性が形成され、そ

の数が徐々に増えていた。当時大半の知識人は独身主義女性の生き方について直

接に論評を加えた。冰心は大半の知識人のように独身主義女性の生き方について

直接に意見を出したのではなく、彼女は文学を利用し、小説という形で、独身女

性を描き、読者に独身主義の女性の生き方を考えるための機会を作った。

1930年代半ばの第一回目の｢婦女回家｣(｢女性は家庭に帰れ｣)論争が起こってい

る中で、冰心は小説｢相片｣と｢西風｣を書き、中国で働く外国人女性教師施女士と

結婚を断った中年女性秋心を通して、仕事一筋、独身で頑張る女性の生き方に注

目した。これらの小説は、1930 年代において冰心が書いたわずか5篇の創作小説

の中の2篇である｡54 そのため、｢相片｣と｢西風｣で取りあげられた主題には、冰心

の深い思いが込められていると思われる。そこに当時の中国人女性知識人が直面

した問題に対する冰心の深い社会的関心が窺われる。

冰心は女性の社会進出を擁護したが、しかし仕事のために結婚を遅らせ、或い

は独身を貫こうとする考え方には決して賛成しているとは言えない。冰心にとっ

て、理想的な女性とは、仕事と婚姻が両方バランスよく取れて、さらに女性特有

の｢真、善、美｣55 を捨てることなく、社会に貢献することを目指す女性であろう。

附記

本稿は2004年10月9、10日、二松学舎大学で開催された｢日本中国学会第56回大会｣で発表した内
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54 その他の3篇は｢分｣(1931年)、｢我們太太的客廰｣(1933年)、｢冬児姑娘｣(1933年)である｡

55 冰心は｢『関于女人』後記｣(『関于女人』前掲､ p.306)で､ 次のように述べている｡ ｢もし

この世に女のひとがいなかったらどうなるのだろうか｡ 思うに、世界は少なくとも次のも

のを失うだろう｡ 十分の五の『真』、十分の六の『善』、そして十分の七の『美』を｡｣

容の一部を整理したものである。




