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【 翻　訳 】

林徽因「華氏 99 度の中で」

池　澤　實　芳

3人はそれぞれの肩に，美
メイ

豊
フォン

楼
ロウ

という料理屋の名前が書かれた大きくて丸い黄色の簍
かご

［竹で編
んだ底の深い籠］を天秤棒で担

かつ

いでいた。6本の足は，跳ねた泥がこびりついた布靴を履いていた。
直射日光で燃え滾る大通りから，方向を転じて 1本の路地に入っていった。
「ちょいと，御免なさいよ。── 34号甲はどのあたりでござんしょう？」酸

スアン

梅
メイ

湯
タン

の屋台の前で，
向こうから飛ばして来たお抱え人力車 ── ワイヤー・ホイールがキラキラまぶしく光っていた──
を避けて，塀の角の日陰にしゃがんでいた老人に，張

チャン

家のお屋敷の場所を尋ねた後，汗みずくの
この 3人の担ぎ人夫は懸命に前に進んでいった。泥だらけの布靴を履いたその 6本の足は，無条件
に，機械的な運動を繰り返していた。
人力車に乗っていた盧

ルーアルイエ

二爺は，さっと視線を走らせた時に，黄色の簍
かご

の料理屋の名前を見て，そ
の中に入っているものが豪華な料理だと正確に見て取ったので，自然に，自分の昼飯のことを考え
た。家の飯は味気ない，料理はありきたりだし，細君は不細工だ，お前はその細君に，家のコック
に問題ありということさえ切り出す勇気もない。ここ数日，暑くてかなわないし，しかも今日はも
う 22日ではないか，細君ときたら何でも給料のことに結びつけやがるし，ガキどもが騒ぎだせば，
家でなんか昼飯を食ってなどいられるもんか！
「美豊楼飯

ファン

庄
チュアン

」という黄色い簍に書かれた黒い文字は，馬鹿でかかった。さっきの 3人目の担
ぎ人夫は，黄色い簍を右に左にとゆらゆら揺らしながら，実にしんどそうに担いでいたが……
美豊楼の料理は悪くはないし，義

イー

永
ヨン

居
チユィ

のタンメンも実にうまい……それなら義永居のタンメン
にするか？　それとも市

シーチャン

場の万
ワンフア

花齋
チャイ

の軽食にするか？　東
トン

城
チョン

にいくか，西
シー

城
チョン

にいくか？　誰を
誘っておしゃべりするかな？　南方からやってきた逸

イー

九
チオウ

新
シン

はどこに住んでたかな？　孟
モン

さんが
知ってるんじゃなかろうか，和

ホーチー

記理髪店で電話を借りることにするか？　盧二爺はそんなことを考
えながらも，ためらいながら，人力車の振動に身を任せていた。どうやら彼は和記で電話を借りる
ことに腹が決まったらしかった。店の小僧さんたちの挨拶が聞こえてきた。「……二

アルイエ

爺，お早い御
出でですね。……お電話をお使いですか，どうぞ，こちらへ！……」
腕を伸ばして，彼は金時計の時刻を一睨みすると，2つの小さな針が別々のところを指していた。
しかし，明らかにどちらの針も我先にと 12時にさしかかろうとしていた。この時間帯，車夫は座
席の主人が落ち着きがなくそわそわしていると感じたので，梶棒をさらにしっかり握りしめ，背中
を丸めて，勇ましくダッシュした。二爺は内心相変わらず，麺にするか，それとも軽食にするか，
東城へ行くか，それとも西城へ行くか迷っていた。人力車はすでに前方の数台の人力車を追い越し
ていた。自転車に乗った女が，彼の左側をすばやく追い越していった。スナップカメラのように，
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瞬間的に，鮮やかな色が，足先と太もも，腰や背中，横顔，目，髪の毛が，それら全部が盧さんの
目に飛びこんできた。そういえば誰かが言っていたな……盧さんは女たらしだ！　と。女が嫌いな
男がいるもんか。まさか目をつぶったまま，道行く美人を見ないやつがいるっていうのかい！ 

「市
シーチャン

場だ。急げ。」盧
ルー

さんは車夫に目的地を指示した。そこで，かなり値段の違う麦わら帽子をそ
れぞれにかぶっている主人と車夫は，同じ太陽の下を，東

トンアン

安市
シーチャン

場へと急いだ。
×　　　　　　　×　　　　　　　×　　　　　　　×

黄色の何段もの簍
かご

から，確認されながら，取り出された沢山の美しい皿や果物，軽食が，大きな
台所の中庭に並べられてあった。立って監視しているのは，料理屋の二

アル

掌
チャン

櫃
クイ

［二番番頭］と張家
の大

ターシー

師傅
フ

［料理長］だ。2人とも太っていたので，それぞれ手に大きな蒲
がま

の団
うち わ

扇を持っていた。大
師傅は，食い物を嗅ぎつけて近づいてきた大きな赤犬を団扇でパシッと叩いた。
「こいつめ，実に憎たらしいやつだ！」この言葉で，大師傅は，犬を罵りながら，二掌櫃への挨
拶代りとしたのである。
「まったく。こん畜生，こいつはまったく憎たらしい」お人よしの二掌櫃も，汚い言葉で犬を罵っ
た。
犬はつまらなそうに尻込みしてゴミ箱の山の所へ行き，前日の残飯の骨や肉の臭いを嗅いだ。
乳母が孫

まご

坊ちゃんを抱いて入って来た。乳母は，七
チーシャオナイ

少奶［七男の妻］が毎月 6元銀貨で雇ってい
るのだ。乳母は，孫坊ちゃんを抱いて台所や門番の詰所や，正門や通りに出てきては，乳を与えた
り遊ばせたりした。今日の台所は，いつもと違っていた。料理屋のコック長が何人かの小僧を伴っ
て，竈

かまど

の周りで忙しそうに炒め物をしたり肉をみじん切りにしたりしていた。乳母は是非とも孫坊
ちゃんに見せなくてはならないと思った。はたして，見知らぬ者や犬や台所のテーブルの美しいド
ライフルーツや果物やデザートや軽食を見て，孫坊ちゃんは非常に嬉しくなって，乳母に抱かれな
がら飛び跳ねたり，食べたいと指をさしたりした。乳母は飛んでいるハエどもを追いはらいながら，
サンザシのゼリーを 1つまみ掴

つか

み，坊ちゃんの口の中に入れてやりながら，小僧たちに挨拶した。
急に，趙

チャオナイナイ

奶奶を探しに中庭に来た陳
チェン

升
ション

の姿を目にした乳母は，彼にウインクして，にこにこし
て聞いた。「何をそんなに急いでいるの？」そんなことを聞きながら彼女は，胸元を開け子供に乳
を飲ませた。
「荷担ぎ人夫が外でチップをくれと言ってるんでね。」陳升の言い方がいつもの穏やかな口調でな
かったのは，忙しすぎるせいかもしれなかった。老婦人の今回の誕生祝いは，先月の四

スーシャオナイ

少奶［四男
の妻］の孫

まご

坊ちゃんの満
マンユエ

月酒
チオウ

［満一月のお祝いの酒宴］よりも，たしかにずっと忙しかった。
いま，あの 3人の粗野で無教養の担ぎ人夫は外庭［表門を入ってすぐの庭］のエンジュの木陰に

しゃがんでいる。真っ黒いタオルで頭を拭いながら，全身に汗が噴き出た代価を待っていた。1人
が中庭［母屋の南側の庭］を覗いて，華麗な景色をちらっと盗み見た。
中庭の混乱と台所の混乱は，当然完全に異なっていたのだが，しかし，それらの混乱の主要な原

因は同じで，69年前の今日のためだった。69年前の今日，江南のある富豪の家で，また絹織物や
金銀でくるまれた小さな命が生まれた。今年のような汗の流れる天気の夏を 69回経験して，そして，
同じように絹織物や金銀が必要な 11個の命が生まれた後で，その命は長寿にして福運のある女性
と称された。その女性は，今朝，2人の年配の召使いに支えられながら，ベッドの前にすわった。
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そして白髪交じりの疎らな鬢の毛をさっと梳かし，お椀に半分ほどの量のハム入りのお粥を前にし
て，首を横に振った。
「趙
チャオ

媽
マー

，こんなに沢山は食べられませんよ。おまえ，鍋の中の食べ物を，七
チー

少
シャオナイ

奶の雲
ユンちゃん

乖乖［孫娘］
に食べさせておやり。……」
すでに歴史の頁に書きこまれている 70年のエピソードが，今日の中庭でどのくらい披露される
かは，誰もわからない。事実は，今日，実に美しく着飾った男女が慶祝に来ることである。つまり
このような長寿を保つことができる女性を慶祝することであり，しかもこの慶祝のために，すでに
料理屋が多くの生き物の寿命を断ち切ったことである。生き物の肌や肉でこの慶祝者たちの胃腸を
満たすために。

2日前から，この中庭は，このことのために様相を一変させた。瓦の軒より 1丈［約 3.3 m］余
りも高い真新しい仮設のお祝い小屋が建った。その両脇の喜の赤い文字のガラスの窓が，横丁の東
側の和

ホーシュン

順車廠の敷地からはっきりとよく見えた。前日の夜6時頃，人力車夫の息子の小
シアオ

三
サン

と環
ホアン

子
ツ

が，
ゴミを捨てに外に出た時に，お祝い小屋が見えたので，そのことを彼らの母親に伝えた。「張家で
はお祝い小屋が建てられてるぞ。孫

まご

坊ちゃんの誰かが嫁さんを娶るんだろうか？」彼らの母親はこ
のことを話すために，靴の型紙を手に取り，陳

チェン

大
ター

嫂
サオ

の家に出かけていった。餃子を作っている彼
女を見て，にこにこ笑って得意になって言った。お年寄りが長寿のお祝いをするんだね ── 何と
幸福なんだろう ── 彼女は張

チャン

老
ラオタイイエ

太爺といっしょになって以来，何十年も家を切り盛りしているの
だものね。昨日，彼女は張家の三

サンシャオナイ

少奶のところに呼ばれていくと，当日はお手伝いをお願いします
と言われたのだ。
お祝い小屋の下には，円テーブルが 7，8卓しかなかった。さらに四角い腰掛けが片側に積み重なっ

てあった。数人の下男が鶏の毛の箒を持ち，昼前まで忙しそうにしてようやく 5卓を並べ終えた。
また，内孫やら，老婦人の兄弟姉妹の孫やら，嫁にいった娘たちが連れてきた外孫やら，子供たち
が多くいて，その子供たちの皆が皆，かなりやんちゃだった。李

リー

貴
クイ

がこちら側で何卓か並べると，
あちら側へと若様たちが引っぱっていって汽車ごっこをして遊んだ。気温はひどく暑かった。蝿の
多さは避けられなかったから，軽食や干

ひ が し

菓子を先にテーブルに並べるわけにもいかなかった。氷も
すぐに融けてしまい，簍

かご

の下の氷が融けて水浸しになっていた！　サイダーの瓶が廂
シアンファン

房［北京の
伝統家屋・四合院の東西の建物を指す］の廊下に所狭しと並べられていた。五

ウーシャオナイ

少奶はそれを見て，
だめだわ，だめ，全部冷やさなくてはならない，と叫んだ。
全部冷やさなくてはならない！　まったく，今日の食品は全部並べると，まるで食料品マーケッ
トのようではないか，4つの冷蔵庫に，まったくすき間がないくらい詰め込まれていた。新しく買っ
てきたこの氷は，どこに置いたらいいのか？　李貴は 2つの緑の素焼きの鉢を手で持ちながら，ひ
そかにこの宴席の難問をぶつぶつと不平をこぼした。
趙媽は外庭まで伝言しに来て，陳升が不興顔で 3人の担ぎ人夫にチップをいくらほしいのかと聞

いているのを耳にした。
「多寡は，旦那にお任せしますだ」1人が言った。
「暑い日なんで，多めにお願

ねげ

えしますだよ」別の一人が，さきほどの横丁の入口の酸梅湯の屋台
を思いだして，喉の渇きを感じ，乾燥した唇をすぼめた。
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×　　　　　　　×　　　　　　　×　　　　　　　×
この喉の渇きは実に耐えがたい。楊

ヤン

三
サン

は，盧
ルーアルイエ

二爺を東安市場の西門口に引いていくと，さきほど
のあの「喜

シー

何とか堂
タン

」の入口で，王
ワン

康
カン

が人力車のサドルに腰掛けて昼寝をしていたのをはっきり見
たのを思いだした。王康は先月末，楊三から 14 吊

ティアオ

［1吊は，制銭（穴あき銭）100枚または銅貨
10枚］の金を借金していて，いまでもまだ返そうとしていなかった。彼を避けようと気を配って
ばかりいるのだ。今日，債権者が博打好きの債務者に出会って，内心さまざまな思案 ── 楊三は
腹が空くと，いつもより腹の虫が悪くなるのだ ── をめぐらした。気温が暑すぎて，太陽はまっ
たく火を噴きそうだ。このくそ暑さに我慢ができる奴などいるものか！　さきほど人力車に乗って
いた二爺は，ひたすら力いっぱい足踏みベルを鳴らしつづけていらっしゃった。金魚横丁を歩く学
生たちが多く，あっちにぶつかりこっちにぶつかりして，まったく本当にあの混みようったらなかっ
たわい。楊三は汗を拭くと，片手でぐいっと梶棒を掴むと，もと来た道へと空車の向きを変えて，
借金の取立てに王康を探しに向かった。
「8吊がだめなら，6吊を返せ，それがだめなら，くそったれ野郎，何発かぶん殴ってやろうか！」
楊三は首筋に火で焼かれているように太陽に焼かれていた。「4吊ちょっとで，俺は羊肉を買って，
うまいものを食うぞ。ネギ入り烙

ラオ

餅
ピン

も悪くねえぞ ── 糞暑い日には酒を飲んじゃ悪いんじゃない
のかな？などと言う奴もいたが，少しぐらいなら大丈夫なんだよ ── よく眠れるってもんじゃな
いか。盧二爺は食事をするために市場に行った。行けば，必ず何時間もかかるんだからな……」
喜
シー

燕
イエン

堂
タン

の入口に絹布が掛かっている。数人の楽隊メンバー ── 大きな銅の太鼓を傍らに置いて，
銅製のラッパを膝に挟んでいた ── は，赤い制服を着て，入口にすわり，茶を飲んでいた。楊三は，
どこかの家でお祝いがあるのだとわかった。どうせ 1週間に 2日の吉日は欠かせないのだから，ま
さにこの喜燕堂は，どの週もお祝い用の花馬車が来ているし，その馬車の中から，両脇を介添えさ
れながら若く美しい花嫁が出て来ないわけはないのだ。今日の花馬車は，まだ傍らに停まっている
が……
「王康め，確かにあいつだ！」楊三は王康が天秤棒の売り物の中から，瓜を買っているところを
見た。
「金持ちだって，俺たち文無しだって，嫁取りに違いはないんじゃないかい？」どんなに大金を
出して女を娶っても，女のほうじゃ，あれがほしいだの，これがほしいだのと文句をいうのは相場
が決まっとるわな ── このご時世じゃ！　いい嫁っ子だって？　てやんでい！　あんたは，そん
な嫁がいるとでも思ってるんかい？　もっと手におえないんじゃないかね！　金をくれと要求する
わ，酒を飲むなと怒りやがる！　子供ができたらできたで，おまんまの面倒を見てやらなくちゃな
らねえし，着るものだって着せなくちゃならねえーしよ……」
王康の話はまさに「与太を飛ばす」代

しろもの

物で，人が口にできない話でも，彼は言えるのだ。一群の
車夫は，彼の話をそれぞれに面白がって，やんややんやと囃したてた。李

リー

栄
ロン

は手に大きな餅
ピン

［小麦
粉を捏ねて平たく焼いたもの］を持って，彼の最も出来合いの馬鹿話で，その何人かの若い者の笑
いを誘った。李栄は昔，金持ちの家のお抱え車夫 ── 残念ながら，主人が南に帰ったため，失業
してしまったが ── をしていたことがあった。彼は文字が読めるし，新聞が読める。彼は新しい
名詞を使って議論することもできるのだ。「文明結婚は，これまでとは違ってるんだ。近頃じゃ「自
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由」や「平等」を重視するようになった」。それからさらに，タブロイド紙の離婚を扱ったニュー
スを引用しては冗談を言った。
楊三は嫁を取ったことがない。彼は結婚したいのだが，彼に嫁を世話する前に，老

ラオチアル

家児［両親］
はすでに死んでしまった。外で同棲するようなことは，彼はしたくなかった。2，3日前，小屋掛
け屋の女将さんが，彼のところに申し分のない娘がいるんだがと，媒酌の労を取ろうとした。しか
しここ数日，なぜかその話が立ち消えになってしまった。今日，楊三は，人力車夫たちが話してい
る冗談を聞いているうちに，不愉快な気持ちになった。太陽の下で笑ってしわくちゃになっている
王康の顔を見て，彼はよけいに腹が立ってきた。
楊三に気づいていない王康は，相変わらず冗談に興じていた。手には食べ残しの瓜があった。黄

色の瓜の種が，まるで不揃いの歯のように，上を向いて不揃いに並んでいた。
「康

カン

やん！　近頃どこに行ってやがったんだい？　俺のところじゃいまも食い扶持の金を待って
いるんだぞ！」楊三は一気に怒りをぶちまけた。
声を聞いて，王康はぽかんとして後ろを見た。「あれ，何の話じゃろうかな？」彼は借金を踏み
倒す魂胆なのだ。「飯が食いたいなら，手

てめ え

前の巾着の金を使えばいいんじゃねえが！なんなら，自
分の金を出して，あの中に入ってよ」彼は喜燕堂を指さした。「上げ膳据え膳ってもんだろが。」王
康の口は滑らかで，思わず楊三を嘲笑した。
周囲の人たちも，つられて笑いだした。
借金踏み倒しに対する怒りのビンタを食らわせようと準備していたので，拳がすばやく王康の顔

に命中した。必然的に取っ組み合いが，青い幕が張られた屋台から始まって，まっすぐ人力車が停
めてある場所まで拡大した。まるで殴られた犬がワンワン鳴いているかのように，往来する自動車
の警笛が鳴った。道路の真ん中を走る何台もの人力車が，みな停まった。汗だくの車夫が，立て続
けに叫んだ。「左に寄れ！」「車に気をつけろ！」短気な奴らは，文句たらたらだ。「こん畜生，こ
のくそ暑い日に，よりによってこんな場所でよ !!」
巡査は持ち場を離れた。子供たちが取り囲んだ。茶を飲んでいた軍楽隊のメンバーは，全員が立

ちあがって見物だ。女たちはびっくりして，しきりに叫んだ。「大変よ。前の方で何かあったんだよ！」
楊三は喉を張りあげ，叫びながら王康に聞いた。「14吊を，お前 ── お前は持ってっちまった
んじゃねえのか ──」
叫び声は波のように，取っ組み合っている二人から発されて伝播し，周囲のさまざまな人の口に

伝播していった。「俺の言うことを聞けよ……」「奴らを引き離せ……」「まったく道を塞いじまっ
てよ……足元に気をつけなよ」五月蝿い声の中には，手を腰に置いて遠くから叫んでいる者もいた。
「いいぞ殴れ，いい拳骨だ！」
喜燕堂のホールには，金色の喜の文字が縫いつけられた赤い掛物や，何対かのお祝いの対

つい

聯
れん

が掛
かっていた。新婦がちょうど号令に従って，立て続けに深々と，お辞儀をしていた。周囲の客は，
外の騒ぎの原因が何かを窺うかのように，一斉に顔を外に向けた。もともと新婦は心臓がどきどき
高鳴っていたのだが，この騒ぎでよけいに均衡を失ってしまった。心臓が早鐘のように上昇したか
と思えば，たちまちまた一気に沈みこんだために，手に抱えていた生花は，それにつれてしきりに
震えた。雷の音が，彼女の耳や心臓に響いていた。……
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「新郎，新婦 ── 三礼」──「……三礼」。阿
アー

淑
シュー

は茫然自失の中で腰を曲げ伸ばし，伸ばしては
腰を曲げた。昨夜，彼女は泣いた。彼女の母も泣いた。一連の経験から得た教訓 ── 老人に対し
て忍耐しなくてはならないとか，年下の者には仲良くしなくてはならないとか，どんなことも謙譲
の心を忘れないようにとか ── を取り出して彼女に贈った。どうやら生活とは，我慢と譲歩で成
り立っているかのようではないか！
彼女の苛立ちは， 舅

しゅうと

姑
しゅうとめ

や相
あい

嫁
よめ

との確執に悩んでいるのではなかった。近年，婚姻問題につい
ては，誰もが熱心に討論している。彼女には，それらの討論の道理が実際問題に出合った場合には，
道理と実際とが，なぜまったく無関係になってしまうかということがわからないのだ。彼女のこの
結婚の実際は，彼女が新聞や新文学で討論している婚姻問題や家庭問題や恋愛問題に多くの関心を
傾けてきたけれども，そのために問題が減少するというものではなかった。
「25歳になりました……」誰かが阿淑の年齢を尋ねた時に，彼女の母はいつも憂鬱そうに小声で
その人に返事した。その後は，溜息ともつぶやきともわからぬものになった。
この旧式の家庭で，阿淑がすでにとっくの昔に結婚適齢期を過ぎているのを，彼女は知っていた。

彼女を嫁がせようと焦っている両親の顔を見ると，彼女は堪らない気持ちになった！　彼らは毎日
彼女のために似合いの婿を選んだ ── 実際は選ぶなどというものではなかった！── 反対，反対，
彼女はあくまで反対したが，だがそれは消極的な無力な抵抗にすぎなかった。彼女自身，絶対に選
ぶ機会がないことを，乃至は割に似合いの人に接触したり，理想的な人物にめぐり会う機会がない
ことを，はっきり知っていた。彼女は 3年間もがいた。3年間という時間は短くはない。彼女の父
から見れば，それは信じられない長さだった……
「余

ユィ

家の使いの者が縁談を持ってきたが，お前，阿淑と相談してくれないか。私のこの身体は見
る間に悪くなっていく，こんな湿度の高い日は……」父の話はいつも声が大きく，わざと彼女に聞
こえるように言う。時には，食卓でもっとひどい癇癪を起こす。「この 60元の金で，この大家族を
養うんだからなあ！　息子や娘を養うには足りないし，そのうえ寄付もしなくてはならないんだろ
う？　思い切って餓死するか！」時には，もっと直接的に，もっと堪らないほどになる。「これは
誰の新しい褂

クアツ

子［単衣の中国服］なんだ？　阿淑，おまえは流行の服なんぞを着てどこへでも出か
けてるが，行っていかん。それでは嫁ぎ先が見つからない ── 外で友達などを作るのは，私が許
さない。我が家はそういう卑賤な人間ではないのだからな！」……気が弱い母は俯いて裁縫をして
いるふりをする。「母はあなたにもう少し我慢するように忠告します……お父さんは体が近頃良く
ありません……娘は一生実家にはいられないんだし……あの家は悪くはありませんよ。まずまずの
官職に就いています。前妻に子供がいないので，後妻とはいえないですよ。……」
理論と実際とはまったく別物であるらしい。理論は，婚姻はこれこれこうあるべきだとのたまう。

だが，今日，阿淑はそんなにたくさんのことは忘れてしまった。実際はといえば，彼女が一度首を
縦に振り，見知らぬ，異姓の，異性の人に，彼女の家の中に入ってもらい，さらには彼女の傍で，
一回食事をするという手続きを経ただけで，父と母のこの 2，3年間の ── あるいは 5，6年間だっ
たかの ── 難題が突然，父母らにとっては極めて現代的に，解決してしまったのだ。
阿淑のこの婚約に関する疑いと恐れで，常に彼女の父は，まるで子供のように，自分で自分を慰

めた。阿淑の縁談は実に幸運だよ，そう言う時にはいつも阿淑にこの話が聞こえていることを望ん
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だ。どういうわけか，阿淑はその言葉を聞いていつも父を憐れみ，嬉しそうなふりをして父を慰め
ようと思った。母はもっと可哀想だった。阿淑の婚約以来いつも彼女にすまなく思い，常にかすれ
た声で言った。「母としての私の気持ちに免じて，許して下さいね」
母の気持ちに免じて，許して下さいね！　その日，彼女は，初対面のその異姓の，異性の人に会っ

た。低俗の典型であるその男は，好きになれる人ならいいのだがという彼女の脆弱な希望をこなご
なに打ち砕いた。彼女は茫然とした。自殺してもいいだろうか，婚姻に失望して自殺してもいいだ
ろうか？　果たして次のようなことを，大胆に，父に伝えられるだろうか。この婚約を破棄しても
いいですか？　この家庭の（愛の看板の下での）苛酷な刑罰を逃れて，冒険をしに出かけ，あちこ
ち放浪してもいいですか？
彼女は話す勇気がなく，しばらく泣いた。母も涙を流した。その後，母は言った。阿淑よ，あな

たはこの数日で痩せましたね，泣かないで，母もただ一つの思いしかないんですよ。……いまは，
一礼，一礼しながら，幸せとお別れしなさい，事態はもはや対処の仕様もない手遅れの状態なので
すから。
喧騒のどよめきはますますはっきり聞こえてきた。花嫁の介添えは，新婦のために指輪を嵌めて

やると，また進行係が，儀礼の命令を叫んだ。
朦朧とした中で阿淑は，外の喧騒を空想しはじめた。人力車夫が電車［下層の人々の乗り物］を

破壊しているのかしら，自動車が人を轢いたのかしら，それとも学生の請願運動を，当局が軍事警
察を派遣して弾圧しているのかしら……でも，阿淑は，なぜ私はこんなふうに焦っているのかしら，
いまの私は死んだ人と同じではないか，生活の波が私にかからなくなってしまったのよ，まるで死
刑執行を前にした人間のようだわ，と思った。でも，死刑執行を待つにしろ，結婚を迫られている
にしろ，映画の中でならこういうどうしようもない時には，人の心を慰める予想外の脱出が必ず用
意されているんだけれど。非合法に，あるいは特赦で，または星の瞬く夜に馬に乗った恋人が駆け
つけてくるとか……しかし，誰が彼女の恋人なのかしら？　九

チオウ

哥
コー

に決まってるわ！　政治や法律
を学び，新思想を重視する九哥が，従妹の阿淑の結婚の知らせを耳にしたら，どうするかしら？　
彼は両親の決めた婚姻を憎んでいる……でも彼は関心を持ってくれるかしら？　彼らは交際しなく
なって何年にもなる。山東に住んでいた時には，隣人だった。幼い男の子と女の子が無邪気に，一
日中いっしょに遊んでいただけなのだ。空想など役に立たない。そもそも九哥は北

ペイピン

平［1928～ 49

までの北京の呼称］に住んでいないのだから。2年前に彼は一度帰ってきたことがある。本屋の前
で美しい女学生の手を引いている彼の姿を見たことを，彼女は覚えている。その時，彼女は九哥の
視線を避けてしまった。流行遅れの服装をしていたのが恥ずかしかったからだ。彼女は九哥のガー
ルフレンドと比較されたくなかったのだ。
手がだるくなり心も切なく感じた。全身が震えている。阿淑は大勢の人たちに取り囲まれながら，

奥の部屋に退いて休んだ。女客たちは新婦の前後で，互いに挨拶を交わしては，互いにみんなの衣
裳や化粧に注目した。何人かの客は，遠慮なしに新婦を批判し，不満をあからさまに口にした。「新
婦はひ弱すぎるわね」何重顎にもなっている太った女が，扇子で扇ぎながら，傍らの六

リウイー

姨に話しか
けた。阿淑は本当に，彼女自身が即座に粉々に砕け散ってしまうのではないかと思った。この太っ
た奥さんはまるで石臼のようだし，その前にいる六姨はまるで鉄の杵

きね

が横たわっているかのような
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気がした。阿淑は震える両手で，シルクのハンカチをぐいっとひっぱった。彼女は，年配の下女が
彼女の頭の造花を絶えずいじっている音が聞こえた。
オーデコロンの匂いとともに部屋に入ってきたのは，六

リウイー

姨の 2人の娘たちの，錫
シーチアオ

嬌と麗
リー

麗
リー

だった。
彼女たちの装いは，すでに多くの羨望の視線を浴びていた。映画スターのような柳の眉の持主の錫
嬌は，深紅の唇の中の真っ白い歯を覗かせながら，片手で掴み取った瓜の種を齧っていた。彼女は
密かに妹の服の前おくみを引っぱり，一人の客の傍へ向けて口をすぼめてみせた。麗麗はすぐに笑
顔を赤らめ，絹のハンカチを取り出し，口を隠して人の群れを押しのけながら廊下に出た。すでに
着席していた男の客たちを眺めた。そのうちの何人かは，早くも箸で楽しそうに肥えた鶏肉を取り
分けながら，冗談を言いあっていたが，麗麗の笑い声を耳にしたため，即座に笑い声の方へ振り向
いた。彼らの視線はみな彼女に釘付けになった。麗麗が左右に腰を振ると，柔らかい長

チャンシャン

衫［衫は
単衣の服，長衫は足の甲に届く長い衫］の裾がふわっと広がった。彼女は肌色のストッキングに包
まれた長い足を露出させながら，反対側へ歩み去った。
肩にテーブルクロスを掛け，両手には 4枚のオードブルの小皿を持って，キッチンから出てきた，
藍色木綿の大

タークア

褂［単衣の丈の長い中国服］を着た若いボーイは，危うく麗麗にぶつかりそうになっ
た。オーデコロンの匂いを嗅いだボーイは，不躾にもちらりと横目で彼女に視線を投げた。昨夜，
彼は料理を運んだ時に，女優のあの雲

ユン

娟
チュアン

が主賓席から彼に向かって微笑んだ。人造ダイヤのイア
リングが，ブランコを漕いでいるように左右に揺れていた。彼が最も忘れがたかったのは，雲娟の
隣りにすわっていた張

チャン

四
スーイエ

爺が，彼女の玉のように白い腕をつかんで乾杯を促した姿だった。にこ
にこ微笑んだほろ酔いの目，雲娟が三

サン

鮮
シエン

湯
タン

の丼を持った彼に微笑んだのは明らかだった。彼は，
丼をテーブルに置いた後も，まだ心臓がどきどき高鳴っていたのを覚えている。夜，彼は寝つけな
かったので，中庭の木のベンチに横になり涼んだ時，思わず歌が口をついて出た。「孤王［宋の太祖・
趙匡胤の自称］は……酒に酔い……」［京劇『斬黄袍』の一節］歌っているうちに，ようやく気持
ちが落ち着いた。また今日，にこにこと微笑むあんな娘さんが，柔らかい衣裳をまとっているなん
て。ボーイは俯いて徳利を取りにいきながら，まるで誰かを恨むかのような怒りが心の奥から湧き
あがってきた。

×　　　　　　　×　　　　　　　×　　　　　　　×
「逸
イー

九
チオウ

，何を飲みますか？」おごるつもりの盧
ルー

さんは，こう尋ねた。
「では香桃アイスクリンを頂きましょうか。」
「うまい軽食でも取ってきたらどうだい。孟

モン

さん」主人はまたもう一人の客に声をかけた。昼飯
の問題はどうやらこれで解決したといえる。天気が暑いため，またあまりに遅く起きたために，盧
さんは軽食店の前に掛かっている「衛生アイスクリン，コーヒー，ミルク，各種軽食」という魅力
的な看板を見て，中に入って時間をつぶそうと決めた。逸九と孟さんを雑談に誘うことができて，
盧さんはあきらかに満足だった。

3人の中で，逸九は一番若く，一番モダンである。中学時代には流暢な英語を話し，部屋の壁に
はレナとかジェニーとかの写真が掛かっていた。映画雑誌から注意深く切り取ったもので，丸い形
のや四角形の写真が，壁いっぱいに愛嬌を振り撒いていた。── 彼は上海で 2年を過ごしたが，
ダンスの腕はさらに磨きがかかった。盧さんは自分の足をしげしげと見て，逸九にダンスホールに



143― ―

池澤訳 : 林徽因「華氏 99度の中で」

案内してもらい，彼の弟子になろうと思った。
「今日の午後だけど，どの映画がいいのかな？」孟さんは，新聞を手に取って眺めた。
隣の座席の恋人風の男女は，向かいあってすわり，リラックスして互いを見ていた。男は温和な

顔で，黙ってタバコを吸っていた。女の横顔はちょっと魅力的な輪郭だった。かなり長い睫毛が動
いていた。顔は常に笑顔がこぼれていた。彼女の青い紗の長

チャンシャン

衫は，ふっくらして瑞々しい肩や腕
を覆い，神秘的な優雅さがにじみ出ていた。2人は静かにアイスクリンを食べていた。すべてに対
して完全に満足しているようだった。
盧さんと孟さんは時局を語っていた。盧さんは役所の人間なので，常に次のようなことが口をつ

いて出る。「特別な情報があるんだがね，こうしてみると，さらに内部に原因があるぞ」，そこで一
つ一つより詳細な原因の検討を行ない，深く政治の波の内部に分け入った。
逸九は女の睫毛と，笑窪を見て，何年も前に築山の後ろで共に鬼ごっこをした瓊

チオン

の 2本のお下げ
を思いだした。一本を前に垂らし，もう 1本を後ろに垂らし，それらのお下げが飛び跳ねていた姿
をだ。瓊が死んで 6，7年がたつので，誰ももう彼女のことを話題にしなかった。今日のこの青い
長衫の女は，意外にも彼の心の内奥から瓊の面影を湧きあがらせた。不思議な，淡い記憶は，活発
な瓊の姿を呼び起こした。極めて旧式な家庭の中で育った彼女はやんちゃだった。キセルを手に持っ
た二

アル

舅
チウ

舅
チウ

［母方の叔父。瓊の父］が激しい口調でやってきて，彼女のさまざまな遊びをやめさせた。
しかし，瓊は声を潜めて小さな声で笑うだけだった。激しく降る雨で，中庭が水で溢れだした時に，
また瓊は大胆になり，ズボンの裾を膝頭までたくしあげて，裸足で，水の中に入り魚を捕まえるま
ねをした。油断して，彼女は滑って転んだ。そこでやはり，逸九が行って彼女を抱きあげてやった。
そういえば，瓊とほとんど同じ年頃の娘に，阿

アーシュー

淑がいた。彼女はお向かいに住んでいて，彼らはい
つもいっしょに遊んだ。突然，逸九は，無口で痩せた小さな阿淑を思いだした。
「阿淑がもうすぐ結婚すると聞いたので，母から表

ピアオ

姨
イー

［母方の従妹］の家に挨拶に行くようにと
言われたが，阿淑が誰のところに嫁に行くのか知らないんだ！」彼は表姨の家に行くのを恐れてい
るらしい。ここ数年の無沙汰が彼を億劫がらせているのだ。一昨年，彼らは一度会ったことがある。
流行遅れの服を着ていた阿淑には，彼女特有の美しさ，一種の聡明さが感じられた。……不思議な
ことに，今日のこの青い長衫の女は，なぜ彼にこんなに沢山のことを連想させるのだろう……
「逸九，きみはかなり聡明で，能力があるし，女を喜ばせる術を知っている。きみ，ひとつ試し
てみてはどうだろう，きみに王

ワン

さんを紹介してあげよう。」
疲れていた逸九は，急に苦悶を感じた。
盧さんは，不満そうにテーブルの端を指で弾いた。「孟さん，きみはつまらぬことは言ってはい

けない。逸九という坊ちゃんは映画の俳優になりたいのかもしれないぞ！」すべての面で落ちこぼ
れている盧さんは，あか抜けた年下の若者を嘲笑することで，うっぷんを晴らした。
青い紗の長衫の女とその友人とは食事を済ますと，立ちあがった。男の手は女の腕を支えながら，

静かに彼ら 3人のティーテーブルの前を通って，店の外へと出ていった。盧さんと逸九は女の美し
い足とゆったりとした足の運びに気づいた。打ち解けた 2人の雰囲気が，無言のうちに醸しだされ
ていた。
「彼らは恋人だな！」
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「恋人であればいずれ夫婦になってもらいたいものだね」
「あの女は別嬪だったんじゃないかい？」
3人同時にそんな話をした。それぞれが違った感想をもった。
午後の熱気が，もわっと窓から入ってきた。3人の友人は，のど越し爽やかな食べ物を沢山腹に
収めてしまうと，もうどうにも手持ち無沙汰になってしまった。
「映画館に行って，「人生問題」とか「社会問題」とかを研究してみませんか？」逸九は，テーブ
ルの上の空のカップを見ながら，盧と孟の 2人に出かけようと催促した。心の中には相変わらず瓊
の姿が浮かんでいた。活発，美，健康，それらすべては舞台裏の死後の世界に幻のように消えてし
まい，一様に流れ去る時間が，死の実在を計算しているのだ。今日のような，偶然の回想は，瓊が
活発な命を持っていたことを証明する唯一の証拠とみなせるのではないだろうか。
東安市場の入口は，まるで拡大された蟻の行列のように，人力車の頭と尻尾がつながって道端に

置かれていた。すでに楊三は，いつもの停車場所にはいなかった。
「区1に行こう，よし，区に行こう！　わしらは，どっちが正しいか区に行って白黒をつけようぜ！」
まさにこのようにして，2人の巡査に取り鎮められ，とうとう王康と楊三は，殴り合いの喧嘩を収
束させた。

×　　　　　　　×　　　　　　　×　　　　　　　×
マダム劉

リウ

は唐
から

傘
かさ

を差しながら，居住まい正しく人力車に乗り，考えた。仕立て屋の金さんはあま
りに不注意すぎる，今日のこのシルクのブラウスの裾はやはりしっくりこないし，襟も小さすぎて，
息ができないほどきつい，今日がこんなに暑くなるなんて予想もしなかったけれど，それを知って
いたら薄物の服を着てくるんだったわ。仕立て屋の急ぎ仕事はやはりだめだわ。実

シー

甫
フー

は，いま，い
ちだんと向かっ腹を立てているだろう，女どもは面倒だから嫌なんだ，と。毎回，付き合いがある
と，そのつど必ず彼の小言を聞かなければいけない。今日の張

チャン

大奥様の 70歳の誕生祝いは，いつ
もの交際のように気軽なものではないんだぞ……などと言うのだから。
正面から水色の服を着た若いお嬢さんがやってきた。いまの流行の衣裳に，マダム劉は目を大き

く瞠らせ，注目した。
「マダム劉，どちらへ行かれるのでしょう？」水色の服のお嬢さんは，にこっと笑いながら，遠
くから彼女に一声呼びかけると，通りすぎていった。
「あの人の服は，なぜサイズがぴったりなのかしら！」マダム劉は，不機嫌そうに唐傘を持ちあ
げた。
「ブッ，ブゥー……」自動車の警笛ラッパが，耳をつんざくように響いた。
「停まれ。」人力車の車夫はギュッとハンドルを掴むと，前進する勢いの車体を停めた。自動車が
通って行った後に，2人の無骨者を連れて，マダム劉の車の脇から一人の警官が出て来た。一本の
白縄で一つの腕から別の腕へと縛られていた。巡査は縄の端を持ち，厳しい顔で歩いていた。一人

 1　区 : 北京の「警察の組織」について，『老舎事典』（1988年 12月，大修館書店）は，次のように記す。「解放
前の北京では行政区画は大きく “内城” “外城” “郊区”の三つに分かれ，更にそれぞれを “区”に分けていた。
警察行政の面からは北京全体を管轄した “公安局”，各区ごとに “公安支局”，その下にいくつかの “公安分所”，
更にその下にいくつかの “段”を設けるという組織形態をとっていた。」該書 p. 113．
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の無骨者は明らかに車夫だった。手には相変わらず空車を引きながら，ぶつぶつとつぶやいていた。
凝った車体は，各パーツの白銅がみな磨かれて光り輝いていた。車体後方の銅製のプレートには
「盧

ルー

」の文字が刻まれていた。事件を起こし巡査に引きたてられるとは，これは一体全体どこの家
の車夫だろうか。マダム劉はいまいましそうに，車夫たちはよく事件を起こす憎むべき輩だが，ど
うせ彼らは区に行けば，主人が手を回すから，保釈されるに違いないのだ，と考えた。……
「左へ寄れ！……左へ寄れ！」威張っている劉家の車夫は，他所の車の後ろに押されてしまった
のが気に食わなかった ── 旦那は局長であり，奥様はこれから金持ちの宴会に出かけるのだ。そ
のうえ人力車は新しく，取り付けてある 2つのガス灯は銀色の光を発していた ──……バン，ひ
じ掛け板が別の人力車の側面部に接触したかと思うと，すでにかなり前方に猛スピードで走り去っ
ていた。マダム劉の花柄の唐傘は，日の光の中でゆらゆらと風を受けながら，通りの真ん中を北へ
滑っていった。
横丁の出入り口の酸

スアン

梅
メイ

湯
タン

の屋台から，3人の担ぎ人夫が離れたばかりだった。酸っぱくて冷やっ
こい一杯の水は，短時間のうちに彼らを愉快にさせた。泥にまみれた 6本の足は，また燃え滾る大
通りへと踏みだした。酸梅湯売りの爺さんは，小さな鶏の羽毛のはたきを脇の下に挟みながら，握っ
ていた数 10個の銅貨を数えていた。彼は暗い目玉を剥いて，通り過ぎていく唐傘を見た。あれは
張家に行く客だなとわかった。彼は，今日は張家の誕生祝いの客が多い，そのお客の車夫たちが必
ず屋台に来て冷たいもので渇きを癒しているのだ，と思った。
「2 吊

ティアオ

……3吊！……」彼は指を動かしながら，一重ねの銅貨を屋台の美人印のタバコのカート
ンの中にしまい入れた。今日はこの氷の量で足りるだろうか。彼は何枚ものハスの葉と，灰黒色の
ボロ布を開けて，いつもと変わらぬ彼の暗い目玉で，磁器製のかめの中の氷の塊をじろりと観察し
た。「暑くなければ，飲む人は少ないけんど，暑くなると，氷の融け方も速くなるからのう！」何
事も悩みの種というのはあるものである。彼は溜息をついて，目を吊りあげて通りすぎていく自動
車を見た。自動車が巻きあげた埃が，老人と彼の屋台に覆いかぶさった。

×　　　　　　　×　　　　　　　×　　　　　　　×
寒暖計の水銀が，朝から上昇して，95度［摂氏 35°C］の目盛りの黒い線を超えた。お祝い小屋
の下のやや涼しい日陰の地面には，さまざまな人物が集まっていた。医者の丁

ティン

先生もその中の一
人だった。
丁先生は，張

チャン

大奥様の内
ネイチースン

侄孫［妻の兄弟の息子の男の子供］である。ドイツで医学を学び帰国
したばかりだ。医術に優れ，てきぱきこなし，イケメンでもある。いま，すでに社会的な名声が高
まっている。彼が医者だというので，同席している人たちは，コレラや腸チフスや予防注射や細菌
といった北平市の衛生問題について話しあった。これらの話柄は，すべて八

パー

宝
パオ

東
トンクア

瓜や瓦
ワー

塊
クアイユイ

魚，
鍋
クオティエ

貼鶏
チー

，炒
チャオ

蝦
シア

仁
レン

をガツガツと腹に飲み込みながらの討論だった。
「先生の病院で，予防注射を実施しているのは実に結構ですね。我々は数日後に，御面倒でも教
えを乞いに行きたいと思います。」話し手は，もしも彼に予防注射をする決意があることを細菌が
聞いたら，さぞや気落ちすることだろう，と思った。
「お待ちしています。」
厨房からオードブルが一碗運ばれてきた。丁先生は躊躇した後，このオードブルを食べる権利を
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放棄しようと決めた。
子供たちはお皿の周囲に置かれた小さな氷の塊を奪っていき，口の中でころがして遊んでいた。

その他の客たちは，このオードブルを喜ぶ者も少なくなかった。気温が実に暑い！
張家の数名の若奥様たちは，その場にふさわしい装いをしていた。頭には赤い花を挿し，古い礼

教の風習を相変わらずかたくなに遵守していることを表した。中庭の中でぐるぐる回りながらホス
ト役を務めながら，各人は内心自分の今日の晴れがましさを知っていた。何週間も前から今日の準
備をしてきたのだ。彼女たちの理想とする今日の各種の成功は，すでに着々と，目の前で実現した。
とはいえ，この重要な今日のために，各人は皆順番に悔しい思いをしてきたし，腹も立てたことが
あるし，知恵と腕を使ってもきたし，思い通りにならない多くのディテールを我慢してもきたのだ
けれど。
大奥様は小刻みに喘ぎながらも，引き続き彼女の寿命を維持している。雑然として不鮮明な思い
出が，頭の中で現れたり消えたりした。蘭

ラン

蘭
ラン

が 7歳のあの年は……阿
アー

旭
シュイ

を上海へ病気治療に送っ
ていったあの年は，本当に暑かったのう……四

スー

宝
パオ

を生んだ時は湖南にいたんじゃった，そして出産
し，病気になり，兵乱があり，旅もしたし，嫁も娶った，無秩序かつ無規則に，思い出は次々に彼
女の記憶の下で湧き起こった。
「大奥様に誕生祝いのご挨拶をしたいので，お取り次ぎ頂けませんか」
はて，これは誰の声だろうか？　とても大きな声だこと！居眠りしていた大奥様は目を大きく開

けて，化粧の濃い婦人が彼女にお辞儀をして挨拶するのを見た。マダム劉
リウ

 ── マダム劉とは誰の
ことじゃろか，まったく！今日は客が多すぎるで，大いに骨が折れるわい。大奥様は趙媽につかま
り，立ちあがると返礼した。
「お楽にして下さいな。外に出てすわりましょうか。」二少奶は客を伴い出て行った。
あのマダム劉は誰じゃったろうかな……はて？　……　大奥様はまた思いだそうとしたが，はっ
きりした像は結べず，入口の敷居を眺めながら，またさまざまな回憶の中に落ちていった。
入口の敷居にすわっていた小間使いの寿

ショウル

児は，中庭の柘榴を眺めながらぼんやりしていた。彼女
は酒席が早くお開きになることを熱望した。そうすれば使用人たちが昼飯を食べられるのだ。彼女
はお腹がぺこぺこに減っていた。早朝から，目に触れたものは，ほとんどすべてが美味しい食べ物
だった。しかし，彼女は相変わらず腹を空かせながら，入口の敷居にすわって大奥様に呼ばれるの
を待っていた。彼女はまた前庭に行って賑わいを見たかったのだが，前回殴られたことを思いだし，
極力我慢するしかないとあきらめた。空腹の中でも，やはり彼女には忘れることのできない喜ばし
い出来事があった。それは，大奥様の誕生祝いに，大

ターシャオナイ

少奶から銀のブレスレットをもらったことだ。
大奥様の背中の按摩のためだるくなった腕は動かすのが億劫だったけれど，それでもやはり，彼女
は絶えず得意げに手を挙げて，新しいブレスレットを揺らしていた。
午後の太陽が，東側の廊下に斜めに射した。裏庭はしばし静寂の中に眠っていた。幼

ヨウ

蘭
ラン

は，書斎
の中で，羽

ユィ

に泣きながら当り散らした。
「あなたたちは私を苛めているわ。前回，球技の試合で，私は見に行かなかったのよ。なぜ行か
なくてはならないの？　どうせ私は誰かさんから歓迎されないんですもの，……慧

ホイ

石
シー

は言おうとし
ないけど，でも私は，あなたが阿

アー

玲
リン

といっしょに楽しそうに遊んでいたのを，知ってるわ。」すす
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り泣く声が，かすかに廊下から聞こえてきた。
「もうすぐお客が来るよ，みっともないから……泣かないで……僕の言うことを聞いて……絶対
そんなことはないんだからね。僕たちは従兄妹だよ，僕たちが親しいのは，誰もが知ってることだ
よ。きみは僕の蘭

ラン

だよ。ずっと，ずっと，僕の愛しい最愛の人だよ……きみは僕を信じてくれるよ
ね……」
「あなたは私を騙してるわ。私は……これからはもう，あなたのことなんか，信じないわよ……」
「きみはまた僕を傷つけるんだね。ひどいじゃないか……」
声はかすかになって，かなりやわらいだ。またすこし時が経った。ようやく軽やかな笑い声がし

た。小間使いは相変わらずひどく空腹だったし，相変わらず入口の敷居にすわったまま動けないで
いた。彼女は，幼い外孫のお嬢さんや羽

ユィ

孫坊ちゃんがずっと喧嘩していて，泣きわめいている声を
聞いていたが，理解できなかった。しばらくして，彼らは，またにこにこ笑いながら，いっしょに
書斎から出て来た。
「僕は，お祖母さんの奥の部屋に顔を洗いに行くことにするから。寿

ショウル

児，僕に洗面水を汲んでき
てくれないか。」
寿児は水汲みを命じられると，嬉しそうに立ちあがった。どんなことでも，眠っている大奥様が

起きるのをすわって待っているよりは，いいことなのだ。
「夕食は皆といっしょに食べるから，先に食べずに，僕が戻るのを待っていて下さい」羽はそう
言うと，大股で駆けていった。
裏庭は急にまた，蒸し暑い静寂の中に落ちた。柳の枝の影が，漆喰の壁に絵の如くに映った。太

陽の赤は，さながら臙脂色の口紅かと思われた。まるで舞台の背景のように，壁の外の空は青々と，
雲一つなかった。かすかに行商人の呼び売り ── スイカ売りや，寝

ね

茣
ご

蓙
ざ

売り ── の声が，とぎれ
とぎれに聞こえてきた。

×　　　　　　　×　　　　　　　×　　　　　　　×
担ぎ人夫は力を振り絞って，彼の子供に母ちゃんを探して来いと叫んだ。まもなく日が沈む。母

ちゃんはまだ戸口にすわって，布靴の靴底を刺し子縫いをしていた。明るさが残っている日暮れま
でに，急いで靴の片方を作り終えるつもりなのだ。彼女の亭主は，一月に靴を二足履きつぶす。時
にはもう一足必要になる。さきほど亭主は帰宅して，気持ちが悪いと言い，オンドルの上に倒れ寝
てしまい，なかなか起きてこなかった。彼女は靴底を置いて，少しばかり生姜を買いに近所の売店
に行き，おしゃべりをした。
断続的に唸っていたが，担ぎ人夫は苦痛を感じはじめた。あの冷たい物を飲むべきではなかった

のだ。この大
たいしょ

暑［7月 23日頃］の日には，熱いお茶を飲んだほうがよかったのだと，とっくに知っ
ていたのに！　昏睡状態の中で彼は茶碗，湯呑み，茶をサービスする給仕，お碗，小皿，果物が雑
然と大きな丸い籠を取り囲んでいるのを見た。彼はまた張家の台所を見たような気がした。あっと
いう間もなく，腹がまるで麻縄に締めつけられるような痛みが走った。彼は狂ったように嘔吐し，
危険な病状へと悪化していき，死との格闘となった。
担ぎ人夫の妻は，うろたえながらも，子供に薬屋へ薬を貰ってくるように叫んだ。その薬屋は，

夏はしばしば暑気あたりの薬を無料で分け与えていた。……
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隣近所では次第に担ぎ人夫の家で大変なことが起きたと知った。新聞を読んだことがある者は，
おそらくコレラだから，注射しなければならないと言った。禿の張さんは，大通りの東端の西洋医
の丁家を知っていた。彼は小

シアオクアツ

褂子［単衣の上衣］を羽織ると，ボタンをかけながら，走った。丁先
生の表札は高々と掲げられてあった。ペンキ塗装も新しい観音開きの正門は，閉まっていた。禿の
張さんは，呼び鈴を探して懸命に押した。また，門のすき間から長いこと覗いていた。するとよう
やく人が出てきて門を開けてくれた。いったい，何事じゃね？　門番は禿の張さんを眺めて腹を立
てた。禿の張さんは丁宅の門番を見ながら言った。「すみませんのう。門番様，俺たちの街

チエファン

坊［町内］
の担ぎ人夫の李

リー

さんが暑気あたりになってしまったんで，俺は薬を貰って来てほしいと頼まれたん
だがのう。」
「丁先生と薬剤師の先生は「誕生祝い」のために出かけていて留守だよ。ここにはほかの者はい
ないから，そのことなら処方は無理じゃぞ ?!」門番はもごもごと口ごもった。「それならお向かい
の益

イー

年
ニエン

堂
タン

で聞いてみたらどうかな。」正門は見る間に閉められてしまった。
禿の張さんはまた走って，益年堂に走っていった。そして，どこかの子供が暑気あたりの薬をとっ
くに持って帰った，と聞いた。禿の張さんは宗教を，外国の病院の薬を信じていた。彼はまた向こ
うの病院に駆けて行き問い合せた。しばらく待つと，無料で診療する施療院ではないし，しかも感
染症患者を入院させない，との返事がようやく返ってきた。医者は夜にはみな帰宅してしまってい
るし，助手は上司の許可がなければ自由に外出することができないとのことだった。
「一番いいのは，区役所に報告して，衛生局の人間を訪ねることだな」事務長は，彼にそう伝えた。
しかし，衛生局はどこにあるのだろうか……
禿の張さんが失望して自分の家に帰ってきた時には，辺りはすっかり暗くなっていた。彼は李さ

んの奥さんの泣き声を聞いて，病人は危篤状態にあると知った。中庭の磁器の円筒形の容器の中か
ら強烈な薬の匂いがしていた。彼はドンと地団太踏んで，「俺らのように運の悪い者は……」彼は
すでにどんなふうに金を募り，彼の友人の亡骸を納棺するかを考えていた。孝子［喪主］に一軒ご
とに拝礼しに行かせよう！
空が暗くなってきて，張宅の横庭は，さらに賑やかだった。水

アセチレン

月灯の下には多くの子供が集まり，
手品師が袍

パオツ

子［中国式の丈の長い上着］の中から金魚の入った大きな金魚鉢や，皿に載った王
ワンムー

母蟠
パン

桃
タオ

2を取り出し，大奥様の前に献上するのを見ていた。子供たちはみな金魚が本物かどうか確かめ
に近寄った。大奥様は嬉しそうに笑った。
旦那様が熟知し贔屓にしたことがある名優が自主的に芝居をプレゼントしようということで，中

央の中庭の前に舞台が作られた。使用人は部外者の有象無象が中へ押し寄せてくるのを忙しそうに
阻止していた。旦那様が上海から帰ってきたのは，この 2年間の間では初めて ── 今回，母親の
節目の誕生祝いの手前，帰って来ないのは，あまりにばつが悪すぎた ── だった。ここ数日，相
場は不安定だし，労働者どもが活動しているという噂があるし，本来なら上海を離れるのは安心で
きないのだが，しかも工場の趙

チャオ

さんが頼りにならないのが，旦那様の一番の心配の種だった……

 2　王
ワンムー

母蟠
パン

桃
タオ

: 寿桃を指す。誕生祝いに贈られる桃。果物の桃を用いることもあるが，一般には桃の形をした
饅頭で，本物の桃のように赤い色をあしらう。「昔，西王母が誕生祝いをした時に，不老長生の “蟠桃”（仙桃）
をお祝いしたという伝説を真似たもの」（前掲書『老舎事典』，p. 355）
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中庭の舞台では，まさに幕が開くところだった。また廊下の灯りを見ると，廂
シアン

房
ファン

［正房の南の
東西両側の建物］から牌の音や，扇風機の音，サイダーの栓を抜く音が聞こえてきた。旦那様は，
すべてのことが円満に進行している，とわかった。誕生祝いが終われば，彼は明日には帰ることが
できるのだ。
「伯父さんはどちらへいらっしゃるの？」渡り廊下の向かいから，美しい女の子が近づいてきた。
彼はポカンとして見た。慧

ホイ

石
シー

は ── 彼の弟の娘だ ── もうこんなに大きくなったのか？　旦那様
は感傷的になって，早死にした弟の死後に生れた娘を見た。彼女は父親にまるで生き写しだった。
……父親にまるで生き写しだ……
「慧石なのかい。綺麗になったね。伯父さんは見ても気づかないほどだったよ。」
慧石は，ただただ笑っているだけだった。大伯父が冗談を言うなんて，彼女は，とても意外だわ，

と思った。と同時に彼女は，まるで感電したかのように，伯父さんの目の中の慈しみの感情に触れ，
悲しみが彼女に声を出せなくさせてしまった。
相変わらず彼女は，笑うだけだった。
「いつ卒業なのかな？」大伯父は彼女に聞いた。
「来年です。」
「卒業したら伯父さんの所に来て住むかい。」
「素敵だわ。」
「上海が好きかい？」
彼女は首を横に振り，「北

ペイピン

平のほうが好きです。でも，仕事が見つかるなら，言うことないわ。」
伯父さんが立ち去ると，センチメンタルになりやすい慧石は，急いで寝室に戻って，泣きたいと

思った。しかししばらく涙をためていたが，すぐに泣くのをやめた。また鏡の前で化粧をして，微
笑んだ。彼女は伯父さんのあの優しい態度が好きだった。母はいつも伯父さんと伯母さんを不満に
思っていて，常々彼らが嫌いだと話していた。しかし彼女自身はやはりこの伯父さんが好きだと思っ
た。
肉親の間柄というのは不思議な親しみがあるのかもしれないし，自分の気持ちを理解してもらっ

たことに対する感謝のためかもしれない，慧石は，この伯父さんをもっと好きになったとわかった。
廂房の中で電話のベルが鳴った。
「丁
ティン

家からですか，丁先生と話がしたいのですか？　ちょっとお待ち下さい。」
丁先生は運が向いてきた。一

イー

牌
パイ

三
サン

翻
ファン

であがったのだ。彼は得意げに立ちあがって，電話に出た。
「はい，はい。わかりました。しばらくしたらすぐに彼に車を回させて，張家に迎えに来させな
さい。何ですって？　暑気あたりの薬がほしいって？暑気あたり，熱中症だって？　彼を平

ピン

済
チー

医
イー

院
ユアン

に行かせなさい。」
「実に暑い日だわ。今日，熱中症の患者は，きっと多いだろうねえ。」五少奶は，麻雀卓にすわり
煙草を吹かしながら，丁先生が電話から戻るのを待った。「午後 2時には，かっきり 99度［摂氏
37.2度］になったからねえ！」彼女は眼を大きく開いて，深刻だという表情をしてみせた。
「過去には，こんなに暑い年はなかった。99度の暑さは，北平では本当にすごいことだよ」ある
お客が白檀の扇子をさっと扇ぐと，急いで親になろうとした。
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ガチャッと，丁先生は電話機を置いた。
×　　　　　　　×　　　　　　　×　　　　　　　×

新聞社は今や次第に賑やかになった。植字工は汗を流し機械室の前で忙しくしていた。編集者は
デスクの前で，ニュースの校正をしていた。当市のニュースは各区役所から送られてくる。編集者
はそれらの記事にざっと目を通し，張家の名優が芝居をプレゼントしたという記事をじっくり読む
と，先ほど妻と市場でアイスクリンを食べた後に，路上の喧嘩に出遭ったことを思いだし，またそ
の殴り合いの記事を読んだ。そこでごく自然に「西四牌楼三条横丁盧家の車夫・楊

ヤン

三
サン

 

が……」というニュースの中の楊三，王
ワン

康
カン

のバトルが非常に感動的で，「区に扭
ご そ う

送され訴訟沙汰と
成る」に至ったと書かれていた。
いくつかの小さな記事を読み，彼は担ぎ人夫がコレラに罹り数時間で命を落とした一節に，思わ

ず目をとめた。昼間，アイスクリンを食べに行ったのは，ヤバかったかなと思った。
×　　　　　　　×　　　　　　　×　　　　　　　×

楊三は，暑くて臭い拘置所の中で気が滅入っていた。彼が問題を起こしたニュースを，御主人は
当然知ったはずなのに，なぜまだ保釈してくれないのか，と考えていた。王康はまた別の部屋で南
京虫の餌食になりながら，不貞寝していた。
「……誰かね。こちらは盧宅だがね。王さんと話がしたいのだが。……」盧さんは人力車が差し
押さえられてしまったために，すでに何度も電話をかけた。夕食時に，彼は妻の愚痴を聞いていた
……あの楊三たら，本当に，あまりになってませんよ。きっと酔っぱらってるんですよ，3日に 2

回はもめ事を起こんですからね。
「……そうなんだよ。大事な用事があるので，王さんをお願いします。宴会に出かけたんですか？　
後で彼に盧宅に電話をかけるように伝えてもらえませんか！　忘れず頼みますよ！」
この実に暑い夜に，まさか家の中に閉じこもって妻の愚痴を聞いているとはなあ。楊三は，また

帰ってこないので，外で車を雇わなくちゃならない。盧さんはうんざりして，ベッドに横になって
新聞を読んだ。片方の手で蒲の団扇をつかみ取り，蚊を追い払った。
　  【訳出のテキストには，1934年 5月『学文』第 1巻第 1期掲載の林徽音「九十九度中」を使用した。訳出に際し，
幸いにも景慧先生に不明な語句等のご教示を賜りました。謝意を表します。】

【訳者メモ】

林徽因の短篇小説「華氏 99度の中で」（原題「九十九度中」）は，彼女の代表作である。「華氏
99度の中で」を読むと，なぜか，1926年 3月の，日本帝国主義に抗議，請願に赴いた北京の各界
の人民に対して，段祺瑞政府の野蛮な虐殺行為（いわゆる三・一八虐殺事件）に抗議した魯迅の雑
文「花なき薔薇の二」（無花的薔薇之二）の「人と人との魂は通じあわぬもの」や「死地」（死地）
の「人と人との苦痛は，容易に通じあわないものだ」という一節を思い起こす。なぜそういう連想
が働くかといえば，この作品で林徽因は「通じあわない」人々の苦痛や魂を描いているからであり，
理知的に冷静に描くその客観描写の背後に，まっとうに働く貧者や社会的弱者への共感が隠されて
いるように思われるからである。貧者や弱者への共感は，林徽因の散文「窓子以外」（1934年 9月
5日『大公報』「文藝副刊」第 99期）からも窺われる。
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以下に，この作品の評価を，（1）1990年の現代文学辞典と，（2）林徽因と同時代の 1935年 8月
18日付『大公報』文芸欄「小公園」第 1769号に「書報簡評」として掲載された李健吾（劉西渭の
筆名で発表）の書評「「九十九度中」　林徽因作╱載「學文」創刊號」を紹介し，読解の指標に資し
たい。なお，『大公報』「小公園」掲載のこの李健吾の書評は，最後の一文を削除した形で，翌年，
文芸評論集『咀華集1）』（1936年 12月，上海文化生活出版社）に収録された。李健吾は，林徽因の
この作品について，現代性，情熱を抑制した理知的筆致に着目している。
（1）　『中国現代文学詞典』（1990年 12月，上海辞書出版社）の記述
「九十九度中」
短篇小説。林徽因作。1934年『学文』第 1巻第 1期掲載。華氏 99度の酷暑の中，北平市内の
各階層の人物の生活姿態及び喜怒哀楽等の各画面を描いた。富豪紳士商人は老人の誕生祝いに大
げさに騒ぎ立て，大宴会を催すため，下女下男が大忙しとなる。高官や貴人はお抱えの人力車に
乗りあれこれ思案する。車夫は焼け焦げる路上を，汗を流しつつ奔走する。金持ちはホテルで豪
華な結婚式を挙げ，担ぎ人夫の妻は粗末な軒の下で夫の悲惨な死に慟哭する。一流の医者は安閑
と酒を飲みマージャンに興じ，貧乏人は危篤の友人のためにあちこち薬を求めに走り回る等々。
作品は強烈な対比の手法を運用し，一本の主線が首尾一貫し，映画のシーンにも似た画面を繋げ
ることにより，真実に一枚一枚，生き生きとした現実の生活の構図を描き出した。

（2）　劉西渭「「九十九度中」　林徽因作╱載「學文」創刊號」（1935年 8月 18日付『大公報』文芸
欄「小公園」第 1769号に「書報簡評」として発表）

　　内容と形式をどのように分けられるのかが，私にはわからない。将軍の鎧は，鎧にすぎず，将
軍ではない。だから鎧を脱いでも，将軍は依然として呼吸をしている。将軍を殺しても，鎧甲は
依然として存在している。これは適切な比喩ではない。たとえば「ドストエフスキーはしばしば，
あたかも制服を着ていない将軍のようにみなされている」原注 1）がごときは，ドストエフスキー氏
の偉大さを妨げるものではない。だから，鎧は形式ではなく，修辞である。形式と内容が分離で
きないのは，皮と肉が分離できないようなものである。形式は基本的なもので，決定的なもので
ある。修辞は，適切に用いれば，美しさを増すが，度を過ごせば美しくない。白粉や紅を塗りた
くるのは，典雅かもしれないが，実際は低俗となる。偉大な作家は，修辞の効果ではなく，森羅
万象の完璧な調和を追求する。作家はあるいは偏向しすぎるかもしれない。しかし，作家は意図
的に「偏向」するのではない。その「偏向」は作家の全人格の存在にすぎない。だから，批評家
は唯々軽率を恐れるから，これを軽々しく「偏向」とは呼ばないで，たとえば，力強さ，深刻，
緻密などの異なる言葉を探し象徴するのである。作家の作品（全人格が生みだした作品）は，作
家の全部の生活に基づいている。そして作品の方向を支配するものは，その多くが作家の先天的
な気質による。一つの作品と気質との調和は，しばしば完全な符合を示す。

　　人生ほど単純なものはないし，また人生ほど複雑なものもない。そのすべてはどのような場所
に立って観察するかが重要である。客観的だが，しかし作家の気質に依拠している場合や，主観
的だが，しかし作家がその主観の多くを理性で制御している場合もある。また完成は，選択また
は取捨に待つ。それを言い換えれば，技巧である。一つの文学作品が他の作品と異なるのは，物
語の違いにあるのではなく，物語の運用の違いにあるのだ。プロットの違いにはなく，プロット
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の支配の違いにあるのだ。修辞の違いにはなく，作者と作品の一致による違いにあるのだ。
　　思想あるいは背景の相違のために，読者はある材料の使用を否認できるが，しかし絶対にそれ
らの存在を抹殺する権利はない。

　　一つの作品の現代性は，材料（私たちは形式と内容の文字を避けるほうがいい）に由来してい
るだけではなく，その大半は観察，選択，技巧に由来しているのである。

　　このことがまさに民国 24年［1935年］に，私がどうしても 23年の一篇の短篇小説，つまり『学
文』第 1期［1934年 5月発行］に発表された，林徽因2）女士執筆の「華氏 99度の中で」という
小説を紹介したい理由である。私は，この小説を読んだ読者は多くないと信じる。たとえ読んで
も，注目した人は少ないのではないだろうか。ある国立大学文学部の教授が，一万五千字にも満
たないこの作品がまったく理解できないのだという告白を，私は直接聞いたことがある。彼は有
り余るほどの教養を有している。しかしその彼に欠けているのは，少しの想像を働かせることで
ある。真正の創作は，よくあることだが，陳腐な公式で縛ることができない。傑作とは，伝統の
遵守などには拘らない，しかし，かと言って傑作は伝統を捨て去ることができない。なぜなら真
正の伝統は，しばしば束縛であるだけではなく，安定した踏み台にもなるからでもある。しかし
それらの初歩的な条件を別にすれば，傑作は必ず個性を主張しなくてはならない。一人の作家と
もう一人の作家とは，すでに人間性において極めて大きな違いを形成している。各自の天賦に基
づき，作家は観察する。個性豊かな観察は，全身全霊の活動であり，怠惰を許さない。観察から
選択へ，選択から創作へと，長い一連のこの精神活動は，想像的作品の誕生を完成させる。そし
てその間の過程は必然であり，絶対に偶然なものではない。だからこそ，このような過程を辿っ
ていくなら，作品自身が劣悪で，裂け目があり，各パーツを引きはがすことができる制服と同じ
ように，一字一字引きはがすことのできてしまうもの以外は，絶対に形式と内容から一つの作品
を解釈することは難しいのだ。

　　一つの作品は，材料のために，あるいは技巧のために，または材料と技巧を兼ね備えているが
ために，必ず自立できていなければならない。一つの基本的な起点は，つまり人生に対する作者
の見解の相違である。見解の相違により，一つの作品は極めて伝統性に富むことができるし，ま
た極めて現代性に富むこともできる。

　　私が以上のような回り道をしてきたのは，私たちの過去の短篇小説の作品中で，より偉大な風
格を有し，よりリアルな材料を具えている作品は多いけれども，ただ「華氏 99度の中で」だけが，
最も現代性に富んでいるのだということを証明するためである。唯一この作品には，人生を抱き
かかえられない一本の木とみなすという，独自の，特別な見解が示されていて，「華氏 99度の中
で」は，まさに人生の横断面なのである。非常に蒸し暑い北平を舞台に，作者は一日の種々様々
な事柄を私たちの眼前に披露した。一見組織がないように見えるが，実は組織がある，一見脈絡
がないように思われるが，実は脈絡がある。一見ストーリーがないように見えるが，実はストー
リーがあり，しかも実に多くのストーリーを有している。一見技巧がないように思われるが，実
はいたるところに創意，工夫を凝らしている。これは無定見な通常の人生が，本来の姿が，作品
全体の活動の中で，一つの複雑な有機体が示されているのである。作者はその狡猾で鋭利な筆鋒
により，私たちを作品世界に導いていく。大きな料理屋の担ぎ人夫の後ろから，平凡な賑やかな
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世界に入り込む。失恋する者や，愛し合う者や，誕生祝いをする者，結婚する者，幸せを享受す
る者，日射病で死ぬ者，借金取り，退屈している者等々……すべて実に懇ろに，また実に冷静
に ── 私はまったく透明だと言いたい。この複雑な端緒の中に，作者はひそかに一つの対比を
伏線として張る。そしてこの対比は，作者の宣伝のためではなく，人間に対する作者の同情を表
すために用いられている。一人の女性の細密にして含蓄のある感情は，すべてがここで軽やかに
共鳴を起こし，また清らかに澄んだ波紋のように軽やかに広がる。

　　不思議なのは，私たち多くの男子が自分自身の迸る情熱を制御できない時代に，最も切れ味鋭
い澄明なレンズ（理知）で，人生の一断面を撮影し，しかも実にスリムな紙幅（枚数）に縮小し
た，このような女性作家がいたことだ。私が聞きたいことは，ただ彼女が現代のイングランド小
説の影響をどの程度受けたのかということだ。どんな作品でも突然何の脈絡もなく，孤絶の存在
として誕生したものはない。だから先行の作品から何らかの影響は受けているのだ。とはいえ，
しかしやはり一つの独自の見解に基づき書かれた「華氏 99度の中で」は，非常に高い造詣に達
している。民国 23年の多くの短篇小説の傑作の中で，この作品が最も優れて美しい収穫の一 

つ原注 2）であると，私は信じる。

注

原注 1）　「ドストエフスキーはしばしば制服を着ていない将軍とみなされている」: 7月 25日付
の本欄の融穀氏の「論曲直」3）を参照のこと。
原注 2）　私が「の一つ」と述べるのは，同時に巴金，張天翼，靳以，蕭乾らの短篇小説を考え
ているからである。「華氏 99度の中で」の境地とは異なるけれども，彼らはみなそれぞれ独自の境
地を有している。たとえば，沈従文の長篇の「湘行散記」の各節を切り分けて何篇かの短篇小説と
みなすことができるなら，当然，「華氏 99度の中で」を「の一つ」とみなすべきであろう。ともあ
れ，ここ 2年間の短篇小説の収穫は実に豊作である。
1）  咀華集 :「咀華」は四字成語「含

がんえいしょ

英咀華
か

」（韓愈「進学解」）の略で，文章の精華をじっくり吟味
するの意である。つまり，該書が文芸評論集であることを示す書名となっているのである。

2）  林徽因 :「華氏 99度の中で」発表時の署名は，林徽音である。林徽因への改名は，夫の梁思成
との共著，1935年 3月『中国営造学社刊』5巻 3期掲載の「晋汾古建築預査紀略」が最初である。
作品発表時の署名は林徽音だが，李健吾のこの書評執筆時には，すでに筆名を林徽因と改めて
いたため，李健吾は林徽因という筆名を記したのである。

3）  融穀「論曲直」は，天津『大公報』1935年 7月 25日付の「讀者與編者」欄の「十八」，融穀「論
曲直 ── 「形式與内容」的討論」を指す。融穀は該文の末尾近くで次のように述べている。「ド
ストエフスキーはしばしば「まるで制服を着ていないかのような将軍」として言及される。も
ともとドストエフスキーの作品は，粗礪を以て有名だが，しかしやはり程度の差はある。制服
は実際はあるのだが，欠けているのは勲章や肩章の類で，絶対に曲に信奉する人の「裸ん坊」
とは，同日には論じられない。」
■以下に李健吾について若干補足しておく。まず，『集英社　世界文学大事典』（1997年 7月）

には，李健吾を次のように紹介している。
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中国の劇作家，批評家，フランス文学者。筆名は劉西渭。精華大学西洋文学科在学中に小説・戯
曲を発表，卒業後 1931～ 33年にかけてフランス留学。帰国後曁南大学などで教えるいっぽう，評
論『咀華集』（1936），『咀華二集』（42）を書く。抗日戦中も上海にとどまり，日本憲兵の拷問も経
験した。戦後「文芸復興」を編集，解放後はフランス，ロシア文学の翻訳・研究のほか，戯曲・演
劇評などがある。文革では河南省の五・七幹部学校に行く。文革後にも戯曲数編がある。短編集『罎
子』（31），散文集『切夢刀』（46），『フロベール評伝』（37）など著作多数。（丸山昇）
この集英社の大事典に付加すべき事柄は，次の a）～ c）の 3点である。つまり，a），李健吾の筆

名・劉西渭の名称の由来は不明だが，その由来を推量すれば，その由来の一つはフランス留学（留
学西欧）だろうが，もう一つは，李健吾が少年時代に父・李岐山の部下だった史可軒の家塾（渭水
の西にあった）に入ったことが考えられること。b），林徽因と李健吾の交流に関して，林徽因が李
健吾に注目したこと。c），長篇小説としては中国で初めて，李健吾が意識の流れの手法で小説を書
いていること。

a）　李健吾は，1912年年末に父が閻錫山に迫害され北京の監獄に収監された後，6歳の時，故郷
の西曲馬村の関帝廟に設けられた村学（農村の寺子屋式私塾）に入学した。その後，父は出獄し，
1914年春，陝西都督・陸建章の要請で西安に赴き，実権のない少将諮議となった。この時，父は
李健吾を，父の部下で団長を経験したことのある史可軒の私塾に入れた。私塾は，渭水の西岸にあ
る興平県馬堪村にあった。1915年夏秋の間，袁世凱の帝制復活の運動を討伐する討伐軍参加を画
策した父は李健吾を，天津付近の良王庄駅駅長をしていた趙という友人の所に避難させた。1915

年 12月，袁世凱は帝制宣言するが，翌 16年 3月，帝制を取消し，6月袁世凱病死により，段祺瑞
政府が誕生。李健吾の父李岐山は原職に復帰し，少将諮議となった。父は一家を北京に呼び寄せ，
生活は安定した。私塾や村学しか出ていなかった 11歳の李健吾は，厂甸北師大附属小学校三年生
クラスに中途入学した。

b）　陳鐘英，陳宇編「林徽因年表」（『中国現代作家選集　林徽因』（1992年 5月人民文学出版社）
所収）の 1934年の項目に，林徽因が後輩の李健吾に注目して，激励するため面会を求めたという
記述がある。当時，文芸界で注目された 1934年 1月『文学季刊』創刊号掲載の論文「包法利夫人」
の著者・李健吾に対して，林徽因は，面識のないこの青年作家を激励する長文の手紙を書き，面会
したい旨を伝えたという。

c）　1933年 11月に李健吾は，約 13万字の長篇小説『心病』（上海開明書店）を出版した。執筆
は 1930年の精華大学在学中である。この小説の特徴は，「この小説が，新文学史上最初に意識の流
れを用いて完成させた長篇小説であることにある」（韓石山『名家簡伝書系　李健吾』1999年 10月，
中国華僑出版社）。意識の流れの手法は，「李氏自身［李健吾を指す］が，ウルフ夫人等の影響を受
けたと述べている」（1934年 2月 7日付「文藝副栞」第 14期掲載の佩弦「讀「心病」」，佩弦は朱
自清の筆名）が，短篇小説の嚆矢は，おそらく 1928年 2月『桃園』（上海開明書店）所収の廃名「追
悼会」である。林徽因「華氏 99度の中で」にも採り入れられているが，1920年代後半から 30年
代にかけて，西洋文学とくにイギリスのウルフやマンスフィールドに関心のある中国の作家たちは，
小説創作の際，盛んに意識の流れの手法を採用していたことが窺われる。


