魯迅小説における比喩表現の研究

２０１５年３月
新潟大学大学院
現代社会文化研究科
劉

靚

魯迅小説における比喩表現の研究

はじめに .................................................................... 4
第一章 序論 .................................................................. 6
第一節 五四時期における文体の問題........................................... 6
第二節 魯迅小説の文体研究................................................... 7
１．物語論の角度から行われた研究........................................... 7
２．修辞学と物語論......................................................... 8
３．小説研究における視点................................................... 9
第三節 本論に使用する修辞理論と分類......................................... 9
１．直喩と隠喩 ............................................................ 9
２. 換喩と提喩とその他.................................................... 10
第四節 本研究の研究対象と研究目的.......................................... 11
１．研究対象 ............................................................. 11
２．研究目的 ............................................................. 11
第二章 『吶喊』における比喩表現.............................................. 13
第一節「狂人日記」における隠喩の実体化 ...................................... 13
１．はじめに ............................................................. 13
２．
「狂人日記」の文体..................................................... 14
３．
「狂人日記」における比喩表現 ........................................... 22
４.まとめ ................................................................ 29
第二節「薬」における内的焦点化と比喩表現 .................................... 31
１．はじめに ............................................................. 31
２．先行研究及び問題点.................................................... 31
３．
「薬」における比喩表現................................................. 32
４.おわりに .............................................................. 40
第三節「故郷」における比喩表現と「私」による語り ............................ 41
1

１．先行研究及び問題点.................................................... 41
２．
「故郷」のプロット..................................................... 42
３.「故郷」における比喩表現............................................... 42
４.まとめ ................................................................ 53
第四節「阿 Q 正伝」における「精神勝利法」と比喩表現 .......................... 54
１. 先行研究及び問題点.................................................... 54
２.「阿 Q 正伝」における比喩表現 ........................................... 57
３. まとめ ............................................................... 77
第五節「白光」における外的・内的視点と比喩表現 .............................. 78
１．
「白光」の物語内容..................................................... 78
２．語り視点と比喩表現.................................................... 78
３．
「白光」における比喩表現............................................... 78
４．まとめ ............................................................... 87
第三章 『彷徨』における比喩表現.............................................. 88
第一節「祝福」における隠喩と直喩の関連 ...................................... 88
１．物語構造 ............................................................. 88
２.「祝福」における比喩表現............................................... 88
３. まとめ ............................................................... 99
第二節「酒楼にて」における隠喩的な叙述 ..................................... 101
１．比喩表現の作品全体における働き ....................................... 101
２.「酒楼にて」における比喩表現 .......................................... 102
３.まとめ ............................................................... 111
第三節「孤独者」における隠喩による転意 ..................................... 112
１ .作品の構成 .......................................................... 112
２.「孤独者」における比喩表現............................................ 113
３．まとめ .............................................................. 127
第四節「傷逝」における比喩と象徴........................................... 128
１.「傷逝」の語りにおける問題............................................ 128
２.「傷逝」における比喩表現.............................................. 129
３. おわりに ............................................................ 148

2

結語 ........................................................................ 149
主要参考文献 ................................................................ 153
謝辞 ........................................................................ 160

3

はじめに
1918 年に魯迅が「狂人日記」を発表したことにより、中国近代文学の幕が開けられた。
その後、魯迅は数多くの小説を著し、実質的に「文学革命」の成果を挙げた。「狂人日記」
は魯迅の創出した新しい文体で書かれ、封建社会と儒教の旧道徳を批判した。その後、魯迅
は「孔乙己」
、
「薬」などの口語体の小説を書きあげ、小説上の現代口語文体確立に貢献した。
当時中国において、小説は正規文学として認められなかったが、魯迅は小説の重要性を提
起し、小説史の研究を行った。
『中国小説史略』1と『中国小説の歴史的変遷』2を書き、近代
中国において小説研究の基礎を築き上げたのである。この二著以外に、
「六朝小説と唐代伝
奇文とはどのような区別があるか」3、
「三蔵取経記について」4等の論文も書いている。また、
『中国小説史略』の準備資料として、
『古小説鈎沈』5、
『唐宋伝記集』6および『小説旧聞鈔』
7

も挙げられる。
魯迅は『中国小説史略』を創作する前に、18 世紀に中国で発達していた考証学の影響を

受け、約十年の時間をかけて小説の資料研究をしていた。しかし、伝統的考証学の方法とは
異なり、魯迅は各時代の小説の資料を集め、各版本を校正した上で、小説の研究を展開した。
各時代の小説の文体と表現を考察し、自らの見解と評価も加えた。また、「漢文学史綱要」
8

を書下ろし、古典詩文の文体に関心を示し、儒教に批判な態度を呈示している。
魯迅は、中国の伝統的な修辞技法を踏まえた上で、近代小説の研究をはじめたと考えられ

ている。その一方で、留学先の日本において、数多くの欧州や日本の作家の作品と触れ合う
経験をしたことが、彼の小説研究や小説創作にも影響を与えた。盧守助によると、魯迅の『中
国小説史略』は塩谷温が著する『支那文学概論講話』からの影響を受けた9。塩谷温はドイ

1
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魯迅は 1910 年から北京大学、北京師範大学などにおいて、中国小説史の講義をした。1924 年から
1924 年にかけて、その講義の内容に基づき、
『中国小説史略』が編成され出版され、現在 2005 年人民
文学出版社『魯迅全集』第 9 巻に収録される。
1924 年に西安で行われた国立西北大学と陝西省教育庁が開催した「中国小説的歴史変遷」を題とする
講義の記録であり、現在 2005 年人民文学出版社『魯迅全集』第 9 巻に収録される。
本篇は最初、1935 年に『文學百題』に編入された。現在、2005 年人民文学出版社『魯迅全集』第６巻
「且介亭雑文二集」に収録される。
本篇は最初、1927 年に『北新週刊』に発表された。現在、2005 年人民文学出版社『魯迅全集』第 3 巻
「華蓋集」に収録される。
1912 年に編成され、1938 年に出版された。現在 2005 年人民文学出版の『魯迅全集』第 8 巻に収録さ
れる。
1927 年に出版され、現在 2005 年人民文学出版の『魯迅全集』第 10 巻に収録される。
1926 年に出版され、現在 2005 年人民文学出版の『魯迅全集』第 10 巻に収録される。
現在、2005 年人民文学出版社『魯迅全集』第 9 巻に収録される。
盧守助「魯迅『中国小説史略』を中心に」
『東アジア：歴史と文化』21 号 2012 年 3 月。
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ツへの留学経験があり、また小説史研究において、森槐南からも影響を受けた。つまり、魯
迅の『中国小説史略』は塩谷温を通して、間接的に欧州や日本の森槐南から影響も受けてい
るという見方も示唆されている。
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第一章 序論
第一節 五四時期における文体の問題
魯迅が中国最初の白話（口語）小説「狂人日記」を創作した 1918 年は中国文学革命期で
ある。1916 年に胡適、銭玄同らが雑誌『新青年』を舞台に白話文学を提唱し、話し言葉とし
ての白話の優位性を前提とし、文言（文章体）から白話（口語体）へ移行させようとする方
針であった。一方、当時中国において、文言と白話の対立、方言と標準語の問題が存在する
中、統一の基準を作るには様々な困難があり、新しい小説の創作も多岐にわたる選択に直面
する。
中国では古来、小説は特に士大夫階級によって、否定される存在であった。民国時代に入
っても、白話小説を軽んじる考えは暫く続いていた。一方において、周代から文言は知識人
に使用され、正統的文章とされていた。
増田渉は中国の小説について、次のように述べている。
「中国の小説は表現上、用語の面
から二つに大別される。文語的表現方式によるものと、口語的表現方式をとるものとの二種
がある。前者は晋・唐に発達した短編形態の小説であり、後者は宋・元以来発達し、明・清
時代に盛んであった長編形態の小説である」10。ここに言う、
「文語的表現方式」とは、つま
り「文言」のことであり、
「口語的表現方式」は「白話」のことである。口語である「白話」
は、北宋から庶民文化としての「講釈」に用いられ、その台本は「話本」と言われ、白話小
説の原型である。
中国近代文学を生み出した「文学革命」は、正統的文章が文言から白話に変化する転換期
でもあった。大原信一によれば、当時、正式の文書は「古代文言を基礎として白話に譲歩し
ながら同時に西洋や日本から輸入された新語をおりこんだ文体（現代文言）が支配的であっ
た」11。また一方では、白話文が発展し始め、文芸の領域から学術的出版物や翻訳本など種々
の文書にひろまり、社会的地位を高めていった。しかし、白話文の中には、過度に欧化した
ものや、文言的要素のなごりの濃厚なものもあったため、十分に口語化されたものとは言え
なかった。
1917 年に胡適は『新青年』の第一号に「文学改良雛議」を発表し、中国文学表現の正統と
された文言を、口語的な表現に改めることを文学改良の要点とした。同年 2 月、陳独秀は、
10
11

増田渉 『中国文学史研究』岩波書店 2001 年 334 頁。
大原信一「『大衆語』論争と共通語の問題」
『人文学』69 号 同志社大学人文学会 1964 年。
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『文学革命論』を発表し、
「貴族文学」「古典文学」を打倒し、
「写実文学」を建設すること
を唱えた。更に、彼は「文学改良」を「文学革命」という高さに引き上げ、文学界の改良を
政治的な性質に変化させている。このようにして当時、中国では陳独秀や、胡適らを中心に
文学革命が行われ、言文一致文学が提唱された。
一方、
「白話」は口語に由来するため、白話文運動が行われる中、白話が依拠すべき方言
が議論された。地域的偏差による方言は標準語を作る最大の障害となるが、方言は排除され
る存在ではなく、むしろ、標準国語の存立根拠であるとする考え方が共通であった。但し、
標準語の基礎とされる方言の選定問題を巡っては議論が行われた。そして、1920 年代から
各派の論者はその出身地によって、国音派と京音派という二極に分けられ、対立していた12。
魯迅は新文化運動の最初から参加したわけではなかったが、1918 年に、
『新青年』の第 4
巻第 5 号に小説「狂人日記」を発表し、本格的に小説家として活動し始め、そして「狂人日
記」によって、実質的に新文学運動に参加した。実際、魯迅は「狂人日記」において、新し
い文体を創出し、文言と白話が混合した文体で書いている。また、方言文型と方言の言い回
しも存在する。この点で、魯迅の文体は、当時の主流派とは距離を保ちつつ、独自の文学的
観点を包含しているものと捉えることができる。この意味でも、魯迅の作品研究においては、
その文体および表現を分析することに重要な意義が認められる。

第二節 魯迅小説の文体研究
１．物語論の角度から行われた研究
魯迅は小説史研究と小説創作を行い、また新しい文体を創出したが、魯迅小説の文体につ
いての研究は限定的である。1970 年代のヨーロッパで始まった文学研究の方法としての物
語論が、陳平原の『中国小説叙事模式的転変』13を契機として、80 年代末から中国文学への
応用が部分的に試行され始めた。
「物語論」とは、英語では narratology、中国語では「叙事
学」と言われる。作品の語りの構造を分析することにより、作品の文学的な構成と意図を究
明するために有効であると考えられる。
日本での数少ない試みとして、中里見敬14・平井博15両氏は、限られた魯迅作品について
12

この部分は村田雄二郎の「五四時期の国語統一論争―「白話」から「国語」へ」
（
『転形期における中
国の知識人』汲古書院 1999 年）を参照した。
13 陳平原『中国小説叙事模式的転変』上海人民出版社 1988 年。
14 中里見敬『中国小説の物語論的研究』汲古書院 1996 年。
15 平井博「叙法から見た魯迅の一人称小説―唐代伝奇、晩清小説と対照しつつ―」
『人文学報』273 号
東京都立大学人文学部 1996 年、
「魯迅小説の言説分析のために」
『人文学報』311 号 2000 年。
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研究を行っている。更に、景慧は魯迅の三つの小説集に関して物語論による研究を実施した
16

。ところが、この三氏ともに参考にしたジュネットの物語分析理論17は、フランス語文法

を基本とした動詞の文法から借用した「時制」
「叙法」
「態」等の範疇に基づいて体系化され
ているため、明示的な文法範疇としての「時制」が設けられていない中国語文法体系による
魯迅の小説テクストへの応用は、曖昧さを生じやすい場合がある。その曖昧さを補う為に、
本論文では修辞学の角度からの研究を行い、修辞学と物語論の二つの理論の融合を提案し、
魯迅小説の文体の特徴を究明することを試みる。

２．修辞学と物語論
近年、中国において魯迅の小説における修辞法のうち、比喩表現に関する論文は数多く現
れた。それらの研究において、魯迅の比喩の使用法に対する評価は高いが、物語構造や語り
手との関係についての緻密な研究はまだそれほど行われていない。日本では、川本栄三郎が
比喩の形式や、物語論と比喩表現の角度から、魯迅小説における比喩表現を考察しているが、
その研究は限定的であり、魯迅作品における比喩についての全体的な研究はまだ行われて
いない。
比喩表現とは、伝えようとする事物に対し、類似した他の事物の属性を借りて伝達する表
現であり、本来伝達しようとする事物から他の事物への転換行為が行われる。一般的には、
この時、抽象的な事柄を具体的に表わそうとするため、感覚的なイメージが発生し、表現が
豊かになり、書き手の感性や世界の捉え方などがそこに現れてくる。魯迅の場合は、
『吶喊』
中の「狂人日記」
、
「阿 Q 正伝」等の作品において、
「現実」を「非現実」に置き換える心的
過程が比喩表現の使用によって表現されている。また、『彷徨』における諸作品において、
比喩表現に使用される各イメージの間には相互関係があり、作品の構成と文体に緊密に関
係している。これらのイメージの関係により、作品が象徴性を持つことから、作者の創作意
図を探ることができる以上に、作者の無意識の領域に触れることも想定できる。

16

景慧「魯迅小説の物語論的研究：『吶喊』から『故事新編』へ」 一橋大学博士論文 2001 年。
ジュラール・ジュネット著 花輪光・和泉良一訳『物語のディスクール』書肆風の薔薇 1985 年、ジ
ュラール・ジュネット著 和泉良一・神郡悦子訳『物語の詩学―続・物語のディスクール』書肆風の薔
薇
1985 年。

17
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３．小説研究における視点
魯迅小説における比喩表現を分析する際には、語り手の視点の問題が重要である。つまり、
分析対象である比喩表現は、作者の心境を反映したものか、それとも登場人物である語り手
や主人公の言葉であるかを区別する必要がある。この区別を徹底することにより、作者が比
喩表現を使用する際の特徴の一端を捉えることができるであろう。
ジョナサン・カラーによると、物語の場合、
「作者は読者によって読まれるテクストを作
る。読者はテクストから語り手、つまり語る声を推論する」18。そして、語り手と語り視点
の問題が現れる。語り手が物語内部に存在する「一人称小説」、及び語り手が物語外部に存
在する「三人称小説」が存在する。一人称の場合は、登場人物の内心を表出することを想定
しているが、一方で、三人称小説にも内的焦点化描写により、登場人物の心理活動を表す技
法がある。『吶喊』における諸小説において、語り視点は比喩表現と関連している。また、
語り視点が単一ではなく、複雑化する現象も起きている。
更に、
『彷徨』における諸作品のように、物語の中にさらに物語が埋め込まれる場合、つ
まり「枠物語」という状況もある。そのため、語りは複雑な様態を呈していると推測できよ
う。この場合、語り手はあくまでも物語世界の中に位置するため、作者と区別される必要が
ある。また、物語の構成からも比喩表現を考察する必要がある。ストーリーの進行や物語の
構造によって、比喩表現は作者によって意図的に設置される。そのような比喩表現を分析す
ることにより、作品の解明に役に立つと考えられる。

第三節 本論に使用する修辞理論と分類
比喩表現について、中村明は以下のように 12 種類に及ぶ分類を行っている19。

１．直喩と隠喩
直喩と隠喩は、たとえるもの（喩詞）とたとえられるもの（被喩詞）を類似性に基づいて
結びつけた比喩である。直喩には比喩指標と呼ばれる「ような」
「みたいな」といった比喩
であることを明示する語が含まれており、たとえるもの（喩詞）とたとえられるもの（被喩
詞）を区別したうえで明示する点が特徴であることから、「明喩」とも呼ばれている。
直喩は「～のようだ」等の語句を用いて比喩であることを明示するのに対して、隠喩は
比喩であることを明示しない。また、隠喩（メタファー）には「転化」の語義もあるよう
18
19

ジョナサン・カラー著 荒木映子・富山太佳夫訳 『文学理論』 岩波書店
中村明『比喩表現の理論と分類』 秀英出版 1976 年。
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2003 年

129 頁。

に、形に現れない被喩詞が喩詞に転化される過程が起こる。

２.換喩と提喩とその他
換喩と提喩は隣接性によって成立する比喩表現である。魯迅の小説においては、人物の名
前に関して換喩と提喩が多く用いられている。換喩と提喩の使用によって、人物の特徴が強
調され、読者に強い印象を与える。魯迅は小説において、人物の描写を数多く行っているが、
その際、比喩の使用により、語り手の「人」に対する認識を理解することができる。
中村明の分類によると、前述の四種類の比喩以外に、次のような比喩も考えられる。
(1)諷喩はまた「寓喩」とも呼ばれ、伝えたい事柄をそっくり他の事柄に移しかえ、そこに
ほのめかされた本義をそれとなく感じさせようとするものである。
(2)活喩は「擬人法」とも呼ばれ、無生物を生あるものに、特に人間以外のものを人格化し、
人間になぞらえて表現するものである。
(3)引喩は古人の言や成語・格言・ことわざ、あるいは人口に膾炙した詩歌や句など、他人
のことばを引いて自分の文章を飾り、趣を添えようとする技巧である。
(4)張喩は、
「誇張法」とも言われるように、事実を極度に拡大または縮小して強調しよう
とする場合である。
(5)声喩は、事物の様子を音声的印象に移し表すところから「擬態法」と呼ばれることもあ
る。
(6)字喩は、
「字装法」とも呼ばれる喩法で、文字の形状や構成部分の関係などを利用して、
その語の意味にふくらみを持たせたり、趣を添えたりするものである。
(7)詞喩は、広義には、詞に基づく喩法で、掛けことば・地口・語呂のほか、枕詞・序詞を
含めるが、狭義には、枕詞と序詞は「縁装法」として別に立て、それ以外をさす。
(8)類喩は、
「類装法」とも呼ばれる喩法で、関連語を散りばめることにより、その文章の
本旨の背後に何かの影を添わせる技法である。
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第四節 本研究の研究対象と研究目的
１．研究対象
本研究では、魯迅の小説集『吶喊』、
『彷徨』の中に含まれた 25 の小説20から、特徴ある比
喩の使用法を示している 9 篇を選出し、研究対象として取り上げた。テクストとしては、出
来る限り初版本の復刻版21を用いるが、入手できなかったものについては『魯迅全集』
（人民
文学出版社 2005 年）を使用する。日本語訳は学習研究社出版の『魯迅全集』22をはじめ、
竹内好訳の『魯迅文集23』
、及び、藤井省三訳『故郷/阿 Q 正伝24』も使用したが、筆者の比喩
分析に対応するように、適宜書き直した部分がある。
研究対象の選定理由は以下の通りである。1923 年 8 月に出版された『吶喊』においては、
1918 年から 1922 年にかけて 14 篇の作品が収められている25。口語体が用いられた中国最初
の近代小説「狂人日記」においては、一人称の語り手「私」の存在と内的焦点描写は画期的
な手法である。そして、
「故郷」になると、
「私」の語りの視点が複雑化する構造を呈するが、
「阿 Q 正伝」において、語り手「私」と阿 Q との関係が問題視される。一方、魯迅の最初の
三人称小説「薬」及びその後の封建知識人を描く「白光」において、内的焦点化と比喩表現
との関係が問題になる。
1926 年 8 月に出版された『彷徨』には、1924 年から 1925 年にかけての 11 篇の作品が収
められた。最初の「祝福」の中で、語り手「私」の立場は物語において重要な手掛かりとな
っており、同じように、
「私」が語り手となる枠構造を持つ「酒楼にて」と「孤独者」を取
り上げ、比較した。最後に、語り手と主人公が同一である作品「傷逝」を考察すると、比喩
表現と作品全体の象徴体系が関連している様態が提示されている。
以上が、研究対象 9 篇を選んだ理由である。

２．研究目的
物語論と比喩表現の理論を踏まえた上で、作品構造と語り視点の関連を探り、小説の比喩

『吶喊 』において、
「狂人日記」
、
「孔乙己」
、
「薬」
、
「阿 Q 正伝」
、
「風波」
、
「故郷」
、
「小さな出来事」
、
「頭髪的故事」
、
「端午節」
、
「白光」
、
「明天」
、
「兔と猫」
、
「鴨の喜劇」
、
「村芝居」がある。
『彷徨』にお
いて、
「祝福」、
「酒楼にて」、
「傷逝」
、
「幸福な家庭」
、
「長明灯」
、
「石鹸」
、
「弟兄」
、
「示衆」
、「高老夫
子」
、
「孤独者」
、
「離婚」がある。
21 魯迅『魯迅著作初版精選集』中央編訳出版社 2012 年。
22 丸山昇（訳者代表）
『魯迅全集』学習研究社 1984 年。
23 竹内好『魯迅文集』 筑摩書房 1977～1979 年版と 2009 年版。
24 藤井省三『故郷/阿 Q 正伝』光文社 2014 年。
25 「不周山（補天）
」は神話を題材にした作品であり、他の作品とジャンルが異なるためが含まれない。
20
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表現の特徴を捉えることを通して、魯迅小説における修辞法の実態を究明することが本研
究の目的である。特に、一人称小説と三人称小説における内的焦点化における比喩表現、及
び小説内部に使用される比喩表現の各イメージの関係性を明らかにすることを主眼とする。
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第二章 『吶喊』における比喩表現
第一節 「狂人日記」における隠喩の実体化

１．はじめに
魯迅の「狂人日記」
（1918）は、中国における最初の近代白話（口語体）小説と言われてい
る。当時、中国においては「文学革命」が進行しつつあった26。文学革命提唱の先駆けは胡
適の「文学改良芻議」27である。胡適はそこで白話文学を提唱し、
『三國志』
『水滸傳』
『西遊
記』等一連の白話小説を称揚し、それらの作品で用いられている白話文を使用することを提
唱した。陳独秀は胡適の「文学改良芻議」を受け、
「文学革命論」28を書いて、文言（文語体）
で書かれた古典文学を打倒し、明瞭で通俗的な社会文学を建設することを唱えた。さらに、
周作人は「人の文学」を発表し、
「人道主義を根本として、人生の諸問題に対して記録研究
する」ことを主張した。このようにして、文学革命運動は知識人によって、表面的にはヨー
ロッパ文学を範として、中国の旧文学を批判する方向で進められた。しかしながら、このよ
うな文学革命は、魯迅にとっては、
「甘い夢」に見え、それに対して「あまり情熱は感じて
いなかった」29と述べている。
「狂人日記」によって、魯迅は本格的に文学革命に関わり始めたが、魯迅自身は、文言を
完全に否定する白話一辺倒の態度を保持したわけではない。たしかに「狂人日記」において
封建的礼教と家族制度を批判した内容は、文学革命のスローガンと一致している。しかし、
文体からいうと、文語とも口語ともつかぬ魯迅独自の文体が「狂人日記」において形成され
ている。このような文体は、魯迅の文学革命に対する態度も反映していると考えられるが、
同時に、
「狂人」の複雑な内面を表現するのに有効な文体として考案されたとも考えられる。
魯迅が「狂人日記」を執筆するまでには、日本留学→初期文筆活動→沈黙という段階があ
った。1902 年から 1909 年の日本での留学生活において、魯迅は翻訳活動を行い、その過程
でロシアや東欧作家の作品に出会った。一方、留学地である日本の文学界では自然主義文学
が盛んな時期であったが、彼はむしろ夏目漱石などの作家から影響を受けた。魯迅自身は、
26
27
28
29

駒田信二「中国の『小説』概念」
『対の思想―中国文学と日本文学』勁草書房 1987 年 319 頁。
胡適「文学改良芻議」は 1917 年 1 月に『新青年』第 2 巻第 5 号に発表された。本稿は増田渉著『中
国現代文学選集 3 五・四文学革命集』
（平凡社 1963 年)287～305 頁を参考した。
陳独秀「文学革命論」は 1917 年 2 月、
『新青年』第 2 巻第 6 号に発表された。本稿は増田渉著（『中
国現代文学選集 3 五・四文学革命集』平凡社 1963 年）309～314 頁を参考した。
魯迅「自序」
『自選集』
（1932 年）
『魯迅全集』第 4 巻人民文学出版社 2005 年 468 頁。
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「狂人日記」創作の準備として、
「むかし読んだ百篇ばかりの外国の作品と、ごくわずかの
医学知識30」をあげている。
1909 年に帰国した魯迅は、その後まもなく 1911 年に辛亥革命を経験し、1913 年に文言
（文語文）による短編小説の処女作「懐旧」を発表以後、ほぼ 5 年間執筆活動を中断してい
た。そして 1918 年に、
「狂人日記」が誕生し、中国で「近代文学」の幕が開くことになる。
「狂人日記」はこれまで様々な角度から論じられてきたが、その比喩表現について詳細に
論じたものはない。本論においては比喩表現を中心としてその文体を論じ、この小説に込め
られた魯迅の文章観と小説観を問い直すこととしたい。

２．「狂人日記」の文体
「狂人日記」については、その「食人」というテーマなどをめぐって数多くの研究が行わ
れてきた。直接魯迅に師事したこともある中国文学者増田渉は以下のように述べている。

「文学革命」の作品としては、はじめ口語詩がつくられ、胡適などの新詩が『新青年』
に載せられていたが、それはすべて「試み」の域を出ないものであった。1918 年 5 月『新
青年』に魯迅の小説「狂人日記」が出て、はじめて「文学革命」は作品的実践のかがや
かしい第一歩をふみ出したのである。これは表現形式としては口語体であり、思想的に
は儒教的家族主義の人間侵害をテーマにしたヒューマニズムに支えられていた。31

また、文学革命に関して、
「口語文の主張は、……その実質的内容は（19）18 年 5 月、魯
迅の『
「狂人」日記』の発表によって与えられた。その文体の清新さ、内容の深刻さによっ
て、まさに中国近代文学の出発点となった」32とも評している。文学革命において、魯迅は
白話運動の推進者である。1918 年に書いた雑文の中では、白話に反対する人を「現在の屠
殺者」33と評している。
魯迅の文章は、1918 年に「狂人日記」を創作し『新青年』への執筆を始めることを境とし

30
31
32
33

魯迅「我怎么做起小説来」は 1933 年 6 月に上海天馬書店の『創作的経験』に発表された。本稿は
『魯迅全集』第 4 巻(人民文学出版社 2005 年) 526 頁から引用した。
増田渉「文学革命の推進者」
『中国文学史研究』岩波書店 1967 年 59～60 頁。
丸山昇・伊藤虎丸・新村徹 『中国現代文学事典』東京堂出版 1985 年 237 頁。
魯迅「随感録五十七」
『熱風』
（『魯迅全集』第１巻）人民文学出版社 2005 年 366 頁。
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て、前期の文言文の時代と後期の白話文の時代に分けることができる34。川本栄三郎は「狂
人日記」における言語を瞿秋白の観点を引用し、
「現代の中国文とならねばならない」
「新式
白話」と定義している35。しかし、魯迅が「狂人日記」で意図した白話は当時胡適が主唱し
た白話とは主旨が異なる。胡適は唐宋以来の白話文学の伝統を踏まえて「白話文學之爲中國
文學之正宗，又為將来文學必用之利器，可斷言也（口語文学が中国文学の正統であり、また
口語が将来の文学に必ず使用すべき利器であることは、断言できることである。）
」36という
観点を示した。胡適は、旧体制における中心的文体であった文言文を否定し、白話文をそれ
に代わる近代的な文体としたのである。一方、「狂人日記」の文章は、文言文と白話文が混
在している。この混在を「狂人」の内面の表現として見れば、魯迅は文学改革について、文
言文か白話文かの二者択一よりも、文学作品の伝達性や人物の内面を提示することをより
重要視していると考えることができる。最初、魯迅自身は「我那時對於『文學革命』
，其實
並没有怎様的熱情（私は当時文学革命に対しては実際のところ、あまり熱情を感じてはいな
かった）
」37と述べているが、
「狂人日記」が発表された後にも、積極的に『新青年』に投稿
し、様々な試みを行った。魯迅は後年、自らこの小説について、以下のように述べている。

在這裏発表了創作的短篇小説的、是魯迅。従 1918 年 5 月、《狂人日記》
、《孔乙己》
、
《藥》等、陸續的出現了，算是顕示了“文學革命”的實績，又因那時的認爲“表現の深刻
と形式の特異さ”，頗激動了一部青年讀者的心。38
ここで創作の短編小説を発表したのは、魯迅である。1918 年 5 月から、
「狂人日記」
、
「孔乙己」
、
「薬」などが続々と現れ、
「文学革命」の実績を示し、当時、
「表現の深刻と形
式の特異さ」が認められたため、一部の青年読者の心をかなり激しくゆさぶった。

また、魯迅は『吶喊』の序において、銭玄同に勧められて「狂人日記」を書いた理由を以
下のように述べている。

34

35
36
37
38

「魯迅の文章」
（
『中国語学事典』江南書院 1985 年）では三つの時期に分けられている。
本稿は、川本栄三郎「魯迅の文章の変遷と変位」
『歴史と文化』(岩手大学人文社会科学部 1981 年)か
ら引用した。
川本栄三郎「魯迅の文章の変遷と変位」
『歴史と文化』岩手大学人文社会科学部 1981 年。
胡適「文学改良芻議」は 1917 年 1 月に『新青年』第 2 巻第 5 号に発表された。本稿は増田渉著『中
国現代文学選集 3 五・四文学革命集』
（平凡社 1963 年）287～305 頁から引用した。
魯迅「自選集自序」
『南腔北調集』
（
『魯迅全集』第 4 巻）2005 年人民文学出版社 468 頁。
魯迅「『中国新文学大系』小説二集序」
『魯迅全集』第 6 巻（人民文学出版社 2005 年）246 頁から引
用し、字体は繁体字に切り替えた。
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是的，我雖然自有我的確信，然而説到希望，却是不能抹殺的，因為希望是在于将來，
决不能以我之必無的証明，來折服了他之所謂可有，于是我終于答應他也做文章了，這便是
最初的一篇「狂人日記」
。39
そうだ、私には私なりの確信を持っているが、しかし希望ということになれば、抹殺は
できない。希望とは将来にかかるものであり、ないにちかいないという私の証明で、あり
得るという彼（銭玄同）の意見をときふせることはできない。そこで、私もとうとう何か
書くことを承知した。これが最初の一篇《狂人日記》である。

「狂人日記」の文体は当時の文学革命の方向性と合致していたが、それは同時に、近代小
説における主人公の「内面」の表現に見合う文体として作り出されたものであった。上に引
用した「表現の深刻と形式の特異さ」において、
「深刻」とは「思い入れが深くて切実であ
る」という意味であるが、
「形式の特異さ」とは、文語と口語の併用あるいは、文語でも口
語でもない文体を指す。
魯迅自身は文学作品の創作時の文体の選択について、以下のように述べている。「我做完
之後，總要看両遍，自己覚得拗口的，就增删几箇字，一定要他読得順口，没有相宜的白話，
寧可引用古語，希望總有人会懂，只有自己懂得，或連自己也不懂的生造出来的字句，是不大
用的。
（書きあげたあと、二度ぐらいは読み返してみる。自分で読んで口調がととのわない
と思うところは、字を削ったり増やしたりして、すらすら読めるようにする。ピッタリした
口語が見つからぬ時は、いっそ古いことばを使う。きっと誰かわかってくれる人はいるはず
だから。ただ、自分にしかわからぬか、または自分にさえわからぬような未熟な字句は、な
るべく使わない）
」40。これは、彼の小説全般についての発言であるが、自己の文体確立のた
めの苦心が見られる。
「ピッタリした口語が見つからぬ時は、いっそ古いことばを使う」と
いう主張の中には、当時の文章改革、白話運動に対する彼自身の態度が伺える。魯迅は、古
語を完全に否定する白話一辺倒の態度を持していたわけではないのである。
魯迅はまた､中国の文章を改革するために、外国語に基づく表現を積極的に取り入れるこ
との必要性をもしばしば主張している。1931 年に発表した「翻訳についての通信」の中で
は、次のように述べている。

39
40

魯迅『吶喊』
「自序」
（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社 2012 年 Ⅷ頁。
魯迅「我怎么做起小说来」
『南腔北调集』
（
『魯迅全集』第 4 巻）人民文学出版社 2005 年 526 頁。
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這様的訳本，不但在輸入新的内容，也在輸入新的表現法。中国的文或話，法子実在太
不精密了，
（中略）這語法的不精密，就在証明思路的不精密（中略）
。要医這病，我以為只
好陸続吃一点苦，装進異様的句法去，古的，外省外府的，外国的，后来便可以据為己有。
遠的例子，如日本，他們的文章里，欧化的語法是極平常的了。41

このような訳本は、単にあたらしい内容を輸入するばかりでなく､新しい表現法をも輸
入している。中国の文あるいは言葉は、その法則があまりにも不精密です、
（中略）この
文法の不精密ということは思考方法の不精密ということを証明します（中略）。この病気
を治療するためには、私は次々と苦いものを食べ、異様な句法を詰め込んでいくしかない、
古いものでも、他省や他県のものでも、外国のものでも詰め込むより仕方がないと思いま
す。後になれば、それが自分自身のものになっています。遠い例としては、たとえば日本
ですが、彼らの文章には欧化した文法がきわめてあたりまえのものになっています。

つまり、魯迅は、
「文法の不精密」すなわち「思考方法の不精密」を正すために、古語や
方言、外国語等を積極的に文章の中に取り入れようとしているのである。
しかし、
「狂人日記」の文体は、
「狂人」によって書かれたものとして仮構されており、
「思
考方法の不精密」を正すための文章というより、むしろ、「狂人」の心理を精密に表現でき
る文体が選ばれていると考えるべきであろう。
この作品については、物語論の角度から、数多くの研究が行われており、中里見敬、平井
博、千野拓政らによる研究42は、語り手が独白する、または語り手が回想をするという形に、
この小説が異彩を放つ理由を見だしている。ここでは、比喩表現を中心に、
「狂人日記」に
おける魯迅の文体を検討する。

２－１．
「序」
：文言と白話について
「狂人日記」は、作品の外枠の語り手である「余」によって語られる文言による「序」と、

41
42

魯迅「关于翻译的通信」
『二心集』
（魯迅全集』第 4 巻）人民文学出版社 2005 年 391 頁。
中里見敬「魯迅『傷逝』に至る回想形式の軌跡―獨白と自由間接話法を中心に―」
『日本中国學會報』
第 46 集 日本中国學會 1994 年。
平井博「叙法から見た魯迅の一人称小説―唐代伝奇、晩清小説と対照しつつ―」
『人文学報』273 号
東京都立大学人文学部 1996 年。
千野拓政 「文学に近代を感じるとき 魯迅『「狂人」日記』と「語り」のリアリティー」
『接続』第
1 号 ひつじ書房 2001 年。
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「狂人」の「我（私）
」によって綴られた日記を「余」が「撮録」した白話を主とした日記
本文から構成されている。ここでは、「序」が文言で書かれていることの意味を考えてみた
い。
「序」には日記の由来が説明されている。
「余」は友人兄弟の一人が大病に罹ったと聞き、
故郷へ戻ったとき見舞に寄る。しかし、病になったのは友人の弟のほうであり、既に病から
癒え、某地へ官吏の候補として赴任していったと聞かされる。友人は弟が病中に綴った日記
を提示する。その日記を見ると、弟の病気はいわゆる「被害妄想狂」であったらしい。
「余」
はこの日記を医学研究の目的のために公表することにする、というものである。
周知のように、文学革命以前の中国の小説は多く白話で書かれていたが、中国の儒者たち
は小説に対して一種の侮蔑的な態度を取っていた。吉川幸次郎は、「中国小説の地位」にお
いて、過去の中国の社会に於ける小説は、「価値的な存在ではなくして、反価値的な存在で
あり、文化ではなくして、むしろ非文化であった」とし、清の史学者銭大昕の『潜研堂文集』
からの次の文を引用している。

ま

古より儒・釈・道の三教有り。明よりして以来は、又た一教を多せり。曰く小説。小説
演義の書は、未だ嘗て自ら以って教えと為さざれども、而も士大夫と農工商賈と、之に習
聞せざるは無く、以って児童婦女の字を識らざる者に至るまで、亦た皆な聞いて之をまの
あたりに見るが如し。是れ其の教えたる、儒・釈・道に較べて更に広き也。
（中略）
釈と道とは、猶お人に勤むるに善を以ってすれど、小説は専ら人を導くに悪を以ってす。
あき

姦邪淫盗の事、儒・釈・道の斥らかに言うに忍びざる者をば、彼は必ず相を尽くし形を窮
い

め、津津として道うを楽しむ。殺人を以て好漢と為し、漁色を以て風流と為し、喪心病狂、
忌憚する所無し。43

吉川によると、過去の中国において、倫理は必ず実在の経験の中に求められるべきもので
あり、小説は空想の所産であって、空想は倫理ではないことと、小説は口語で綴られている
が、口語は不完全な言語であり、
「特殊な節度と均斉と装飾とを持った文語のみが、完全な
言語であるという二つの原因で、(特に士大夫階級において)小説はすでに否定されるべき
存在であった」44。民国時代に入っても、上述のような白話小説を軽んじる考えは暫く続い

43
44

吉川幸次郎「中国小説の地位」『吉川幸次郎全集』第 1 巻 筑摩書房 1968 年 201～210 頁。
吉川幸次郎「中国小説の地位」『吉川幸次郎全集』第 1 巻 筑摩書房 1968 年 204 頁。

18

ていた。当時の知識人にとっては、文言が正統的なものであり、白話は非正統的であった。
道理は文言に属すると見なされていたのである。魯迅自身もまた、「狂人日記」を書くまで
は、このような文言で評論（
「摩羅詩力説」等）と小説を書いていた（
「懐旧」）
。
「狂人」日記の「序」も、それまで正統的と考えられてきた文言で書かれているが、しか
し、これまでの文言とは性質が根本的に異なり、文言にまつわる価値観の転倒がなされてい
る。すなわち、新島淳良が述べているように、この「序」は、当時の考証家や新聞のパロデ
ィーであった。

「狂人日記」文言序について見てみると、「月日は記さざれど、墨色と字体とも一様な
らざれば、その一時に成しにあらざるや必せり」というのは、当時それだけが唯一の学問
であった考証学の文体のパロディであった。
（中略）また、
「いまこれを抄して一篇となし、
医家の研究材料に供せんとす」とあるのは当時のジャーナリズムの文体のパロディであ
る。45

一見、従来の文章観を踏襲しているように見える文言で「狂人日記」を始めながら、魯迅
は、それをパロディーとすることによって、これまでの白話と文言にまつわる価値観を逆転
させたのである。

２－２.日記本文の文体
「狂人日記」の日記本文は方言、白話、文言、が混じっている特殊な文章である。

２－２－１.方言の使用
「狂人日記」において、日記の文章は「狂人」が書いた言葉とされているため、方言は「狂
人」の出身地を表すであろう。日記体の本文においては、中国の紹興方言（呉方言）が使用
されている。曾建生が「狂人日記」に使用された言語について、詳しい分析46を行っている
ので、それを参考にしながら、
「狂人日記」における方言の使用を見てゆく。
「狂人日記」においては、方言的言い回しと方言文型が用いられている。

45

46

新島淳良『魯迅を読む』晶文社 1979 年 40～41 頁。
曾建生「解読魯迅小説応有的几種言語観―以『「狂人」日記』為例」
『語文学刊（高教版）』第 5 期
2005 年。
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（１）方言的言い回し（/の前は呉方言、/の後ろは標準語である。
）
①暁得/知道（知っている）
、停一会/過一会（間もなく）
、不住的点頭/不停的点頭（しきり
にうなずいた）
、先従他起頭/先従他開始（まず彼から）、母親知道没有，母親想也知道/母親
想必知道（おふくろは知ってたろうか、おふくろもたぶん知ってたろう）
、死也不肯跨過這
一歩/堅决不肯 （死んでもこの一歩をふみこえそうとしないのだ）。
②名詞の後ろに「子」がつく単語。例えば、椽子/椽条（垂木）、妹子/妹妹（妹）
。
③形容詞の畳詞が多いが、標準語にはこのような用法がない。例えば、白厲厲（白くてぴ
かぴか）
、黒漆漆（まっ暗）
、気憤憤（ぷりぷりする）。
④助詞「着」と「了」の混用。例えば、
「果然我大哥引了一個老頭子慢慢走來」という文が
ある、日本語に訳すと、
「兄はひとりの老人を案内して、のろのろはいって来た」となる。
しかし、現代中国語において、概ね、「着」は現在進行形であり、
「了」は完了形である。

（２）方言文型
①呉方言において、肯定文は「動詞＋得＋目的語＋補語」であり、否定文は「動詞＋得＋
不＋補語」である。文中に、
「豈能瞞得我過47（おれがだませるものか）」という文があるが、
現代中国語において、
「瞞得過＋目的語」は「だます」という行為を「最後までやりとおす」、
否定形は「瞞不過」であり、
「最後までやりとおせない」という意味になる。呉方言の場合
は、
「瞞＋得＋目的語（我）＋過」という構成であり、現代中国語の順番と異なり、目的語
が「得」と「過」の間に入る。
②比較文について、呉方言は標準語のような「名詞 A＋比＋名詞 B＋形容詞」という文型
以外に、
「比＋名詞 A＋形容詞＋名詞 B」という文型もある。
「狂人日記」には例えば、
「怕比
蟲子慚愧猴子，還差得狠遠狠遠（虫が猿にくらべてはずかしいより、もっともっとはずかし
いでしょうね。
）
」という文がある。
「怕比蟲子慚愧猴子（虫が猿にくらべてはずかしいより）」
はまさに、呉方言の「比＋名詞Ａ（蟲子）＋形容詞（慚愧）＋名詞Ｂ（猴子）」という文型
に当てはまる。この文は標準語では、「蟲子比猴子慚愧」となる。

このように、
「狂人日記」においては、呉方言の用法と文型が存在している。上に述べたよ
うに方言の使用は、
「狂人」の出身地を示す目的があると考えられるが、当時の白話化の状
47

これは呉方言の肯定形と言えるが、朱徳熙はこの文を宋元白話と考えている(曾建生の論文による)。
この考えは一理があるが、本論ではこの文を方言と考える。

20

況も考える必要があるかもしれない。文学革命が展開され、白話を推進した際に、知識人の
間では、どこの地方方言を普通話の基礎とすべきかということについてはいまだ議論の過
程の中にあり、決定されていたわけではないからである。
1903 年に、魯迅は科学知識の普及によって人々を迷信から覚醒させる目的で、ジュール・
ヴェルヌの「月世界旅行」を中国語に翻訳した。魯迅はこの小説を文語体（文言）で著し、
前述したような呉方言による白話を用いなかった。1918 年に、
「狂人日記」を始めとして、
魯迅は数多くの小説にこの方言の言い回しを使用した。したがって、
「狂人日記」における
方言は、単に狂人の出身地を意味するだけではなく、魯迅が文学革命のために作った文体で
あると言えよう。但し、
「狂人日記」に使用された文体は、魯迅のその他の小説や評論の文
体と区別する必要がある。なぜなら、「狂人日記」における文言と白話、方言と標準語の混
用は新文化運動の時代背景を反映しているからである。

２－２－２.五四時期及び当時の白話
五四運動時期及びその後の白話は、中国古来の言語が発展した産物である。その中には、
文言からの影響もあれば、宋元明清白話も存在している。具体的には、以下の例を見てみよ
う。
（１）
「狂人日記」の中では、女性を指す場合、
「他」が使用されている。しかし、現代中
国語標準語において、人称代名詞「他」は男性に限る。五四運動以前、人称代名詞は性別の
区別はなかったが、五四運動以後、書き言葉において、人称代名詞は性別の区別が現れた。
つまり、
「狂人日記」の「他」は、五四運動以前の使い方を採用している。
（２）
「那」で疑問を表す。
（現代中国語で「哪」を使用する。
）
（３）
「的」を以って動詞と補語を繋ぐ。
（現代中国語では「地」を使用する。
）
（４）疑問の場合、
「麼」を使用する。（現代中国語では「吗」を使用する。
）
（５）推測の場合、文末に「罢」を使用する。（現代中国語では「吧」を使用する。）
（６）その他。例えば、何以（現代中国語では「为什么」を使用する）
，叶（現代中国語で
は「页」を使用する）等の例がある。

中国近代文学を生み出した「文学革命」は、文言が白話文・口語文に変化する転換期で
もあった。当時、正式の文書は古代文言を基礎として白話に譲歩しながら、同時に西洋や
日本から輸入された新語をおりこんだ文体（現代文言）が支配的であった。一方、白話文
21

が発展し始め、文芸の領域から学術的出版物や翻訳本など種々の文書にひろまり、社会的
地位を高めていった。しかし、白話文の中には、過度に欧化したもの、文言的要素のなご
りの濃厚なものもあったため、白話文が十分に口語化されたものとは言えなかった。

３．「狂人日記」における比喩表現
日記本文は、長さの不揃いな十三節から構成されている。語り手「私」は、あるとき月を
見て突然、周囲の視線を恐れ始め、しだいに周りの人間が自分を食べようとしているのでは
ないかと恐れる。そして、中国の歴史上に実在する「食人」への恐怖を感じ、極度なパラノ
イアに陥る。最後に、狂人は、現実からの脱出の願望を「子どもを救え」という言葉で表し、
この日記が終わる。このように、
「食人」は歴史的な根拠を見出され、
「狂人」の脳裡で固定
観念となり、ついに狂人はパラノイアに陥ることになる。比喩表現は、この「狂人」の言説
の中に現れている。以下、
「狂人日記」本文に現れる比喩表現を、直喩と隠喩に分け、その
本文における機能を考えてゆくことにしたい。

３－１.直喩
（１）
「宛然」を比喩指標とする直喩文
①

進了書房，便反扣上門，宛然是關了一隻鶏鴨。48
書斎へはいったら、外から鍵をかけやがった。まるで鶏かあひるでも追い込んだみた

い。

「宛然」は「仿佛」と同じく、
「～のようである」
、或いは「～のように見える」という意
味である。
「宛然」は旧小説や古典詩文に使用された比喩表現の形式である。例えば、明末
の『初刻拍案驚奇』などの小説の中には使われている。
（「閣中供養觀世音像，像照水中，毫
髮皆見，宛然水月之景，就名為觀音閣。
（閣中に観音像が供養されている。その像が水に投
影され、細かいところまではっきりと見えた。それが宛も水に月が映る景色のようだったの
で、観音閣と名付けられた。
）49」
）しかし、現代白話ではほとんど使われていない。このこ
とは、
「狂人日記」本文の文体に前代の小説の語法が紛れ込んでいることを意味する。
48
49

魯迅『吶喊』
（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社 2012 年 4 頁。
凌蒙初「塩官邑老魔魅色 會骸山大士誅邪」
『初刻拍案驚奇』巻 24 から引用し、訳文は筆者がつけた
のである。宋代以来の説話、話本に基づき、明代末期に馮夢龍が『喩世明言』
、
『警世通言』
、
『醒世恒
言』
、凌蒙初が『初刻拍案驚奇』、
『二刻拍案驚奇』を編集した。
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上に挙げた「狂人日記」の直喩文例において、「宛然」は比喩類似を作り上げている。実
際、
「狂人」は自分が閉じ込められた状況が、
「鶏か鴨」に類似しているという意識がある。
この比喩表現において、被喩詞は直接的に現れていないが、前後の文脈によると、
「私＝「狂
人」
」であるのがわかる。
「私」が「鶏や鴨」のように閉じ込められたというのである。「狂
人」は、陳老五（
「狂人」の家の使用人と推測できる）によって家に連れてこられ、書斎に
入ると外から鍵をかけられてしまう。書斎があり使用人がいることから、
「狂人」の家は地
主・読書人階級であることがわかる。その使用人によって閉じこめられたことは、「狂人」
が封建家族における地位を失ったことを意味する。そして、
「狂人」の自分が「家禽」のよ
うに扱われているという意識は、自分が飼育され、いつか食われてしまうという「食人」へ
と発展する意識の萌芽であり、
「食人」の妄想の伏線となっている。

（２）
「同 …一様」を比喩指標とする直喩文
②

陳老五送進飯來，一碗菜，一碗蒸魚；這魚的眼睛，白而且硬，張着嘴，同那一夥想

喫人的人一様。喫了幾筷，滑溜溜的不知是魚是人，便把他兜肚連腸的吐出。50
陳老五が飯を運んで来た。野菜が一皿、蒸し魚が一皿。この魚の眼は白くてこちこち
で、ぱっくり口をあけてるところは、あの人間を食いたがってる人間どもとおなじだ。
少し箸をつけてみたが、つるつるぬらぬらして、魚だか人だかわかりゃしない。呑み込
んだものを洗いざらい吐き出してしまった。

③

你們要不改，自己也会會喫盡。即使生得多，也會給眞的人除滅了，同猟人打完狼子

一様！——同蟲子一様！51
おまえたち、もし改心しないと、自分も食われてしまうぞ。いくらたくさん産んだっ
て、みんなまっとうな人間にほろぼされてしまうぞ。猟師が狼を狩りつくすとおなじよ
うに――虫けらとおなじように！

「同 …一様」
（…と同様に）は本来比較表現であり、原理上は比較に基づいている。
「狂人
日記」には、
「同 …一様」は全部で 9 回現れるが、そのうち、以上の二例の比喩表現以外は
すべて比較表現である。
50
51

魯迅『吶喊』
（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社
魯迅『吶喊』
（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社
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2012 年 7 頁。
2012 年 17 頁。

現代白話文において「まるで…のように」という直喩は「像…一様」
「如…一様」という形
で喩詞となるのが普通であるが、魯迅の小説にはこの例はあまり見られない。
「同 …一様」
の「同」は「像」や「如」より、
「同じ」を意味する傾向が強いため、
「同 …一様」は類似
性がより強い比喩表現であると言える。
上に挙げた②は魚を「人を食いたいと思っている人達」に、③は、「改心」せず人を食う
人間を、猟師に狩り尽くされるであろう「狼」や、
（人間に踏み潰されるであろう）
「虫けら」
に喩えている。
「狼」や「虫けら」を喩詞とすることにより、食うものも最後には食われて
しまう人間の状況を説明する働きが見える。この場合、
「人間」と「動物」との類似性は外
見的類似ではなく、状況的類似と言えよう。
文例②において、
「狂人」は蒸し魚を食しており、
「この魚の眼は白くてこちこちで、ぱっ
くり口をあけてるところは、あの人間を食いたがってる人間どもとおなじだ。」と思う。そ
して、箸をつけてはみるが、たちまち呑み込んだものを吐き出してしまう。死んで調理され
た「蒸し魚」は人間に食われる境遇にあるが、それを「人を食いたいと思っている人達」に
喩える、つまり、食べる人間を食べ物に喩えるのは、異様な比喩であり、読むものに違和感
を与える。
「狂人」は「食人」を行っている人を自らが食べようとしているかのように考え
ているのである。それは自分自身も食人を行っているのかもしれないという意識である。自
分が食人の対象であるだけでなく、自分自身が人を食う人間であるかもしれないというこ
とに対する意識が現実への違和感となり、嘔吐するのである。この部分は、作品の後半に現
れる自分も人間を食ったことがあるかもしれないという考えの伏線ともなっている。
文例③では、進化論の観点を「狂人」の言葉に組み込んでいる。この部分は、魯迅の比喩
の使い方として重要と言えよう。
「狂人」の主張は一種の進化論である。
「狂人」の進化論で
は、努力をすれば進化し、よくなろうと努力しなければ進化しない。
「狂人」にとって、人
間の進化における最終段階は、食人をやめた「本当の人間」である。
魯迅に限らず、当時の多くの知識人が若い頃、進化論の影響を大きく受けたことは、よく
知られている。魯迅は、日本留学中の 1907 年に、
「人の歴史」という文章を書き、月刊誌『河
南』第１号に発表した。これは、ヨーロッパにおける生物進化論の概要を中国に紹介した初
期の重要な論文とされている。やがて、適者生存、自然淘汰等のダーウィンの理論は、生物
学界だけでなく、人間の生き方や民族の将来という思想や政治の領域における理論として
理解された。進化論の考えは魯迅思想の原点とも言える。瞿秋白は、のちの魯迅研究に大き
な影響を与えた『魯迅雑感選集』
「序言」で「魯迅は進化論から階級論へと進み、紳士階級
24

の反抗児・二君に仕える者から、無産階級と労動大衆の真の友人、そして戦士へと進化して
行った」52と述べている。
魯迅はほかの小説においても、比喩文に「進化論」にまつわる観点を入れている。例えば、
小説「傷逝」
（1925 年）において、
「ハックスリーが『宇宙における人類の位置』を確定した
ように、ここにおける私の位置は犬と鶏の間にすぎないことを自覚した」という文がある。
ハックスリーは 1863 年に発表した『自然における人間の位置』において、人間の起源につ
いての考えを明示した。魯迅は 1898 年に、南京江南陸師学堂付属鉱務鉄路学堂に入学し、
近代科学やドイツ語の授業を受けた以外に、ハックスリーの作品を読んで、進化論的な発想
の基礎を作ったと言える。しかし、
「傷逝」において、子君は食べ物を先に犬に与えてから、
涓生に食事を出す。そして、その食べ残したものを鶏に与えるという内容がある。進化論に
おいて、人類が生物進化の頂点に立つことに対して、「傷逝」においては、主人公は自分の
位置が鶏の上、犬の下にあると自覚して、自らの地位の低さを強調した。また、主人公が科
学的な観点を借りて、同棲生活における自分の状況を分析することは、現実に対して一種の
失望の感情を抱えたものと考えられる

（３）
「似的、一般」を比喩指標とする直喩文
④

他便變了臉，鐵一般靑。53
彼はサッと顔色を変えた。血の気のまったくない顔だ。
（鉄のように青くなった）
。

⑤

獅子似的凶心，兎子的怯弱，狐狸的狡猾……54
獅子のような凶暴さ、兎の臆病、狐狸の狡猾……

文例④の「鉄のように青い」という表現は、小説前半に何度も現れる「鉄靑」という言葉
と同じ意味である。
「鉄靑」とは「人の顔色が黒くなった、極度に怒っている状態」という
意味である。また、中国語には「青面獠牙」という成語があり、歯をむき出した凶悪な顔つ
きの意味であるが、比喩として（鬼神・人間の）面相が凶悪であったり、形相がすさまじい

52

53
54

瞿秋白「『魯迅雑感選集』序言」
『魯迅雑感選集』上海青光書局 1933 年 7 月。本稿は中井政喜「1926
年 27 年における魯迅の民衆像と知識人像についてのノート（下）
」
『名古屋外国語大学外国語学部紀
要』41 号(2011 年)から引用した。
魯迅『吶喊』
（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社 2012 年 13 頁。
魯迅『吶喊』
（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社
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という意味を表している。
ここで注目したいのは、文例⑤である。文例⑤の「獅子似的凶心」は「似的（のような）
」
を使用した直喩で、後半の「兎子的怯弱，狐狸的狡猾」は隠喩である。
「似的」には、
「喩詞
A＋似的＋被喩詞 B」
（A のような B）
、あるいは「喩詞 A＋似的＋（形容詞、動詞等の述語 B）
」
（A のように、B である）という二つの用法がある。例えば、魯迅の小説では以下のような
例がある。

（１）
「喩詞 A＋似的＋（形容詞、動詞等の述語 B）
」（A のように、B）文型
他的思想仿佛旋風似的在脳裏一回旋（「阿 Q 正伝」
）
旋風のように思考が彼の頭をかけめぐった。
他説着，狮子似的赶快走進那房裏去。
（「白光」）
彼はそうつぶやいて、獅子のようにすばやく部屋へととび込んだ。

以上の二例において、
「似的」の後ろは動詞文である。

（２）
「喩詞 A＋似的＋被喩詞 B」
（A のような B）文型
他惘惘的向左右看,

全跟着螞蟻似的人,

而在無意中,

却在路旁的人丛中発現了

一个吴媽。
（
「阿 Q 正伝」
）
（阿 Q）悲しそうな眼を左右に向けて、ぞろぞろ蟻のようについてくる群衆を眺めた。
思いがけず路傍の群衆にまじって、呉媽の姿があった。
他看見一地月光，仿佛铺滿了无縫的白，玉盤似的月亮現在白雲間，看不出一点缺。
（「石
鹸」
）
地上は一面に月光を浴びて、縫い目のない白紗を敷きつめたよう、空には白い雲間に玉
盆のような月がかかり、一点の欠けもなかった。

以上の二例おいて、
「似的」の後ろは名詞である。
「似的」の前の名詞は喩詞で、後ろの名
詞は被喩詞である。つまり、日本語に訳すと、「A＋のような＋B」という文型になる。
しかし、前文で挙げた「獅子似的凶心」
（獅子のような凶暴さ）においては、
「凶心」は「獅
子」に属しているため、両者は「喩詞」と「被喩詞」の関係には当たらず、不完全な直喩に
なっている。後半の隠喩の部分「兎子的怯弱，狐狸的狡猾」
（ウサギのように臆病で、狐の
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ようにずる賢く）においては、
「怯弱」と「狡猾」は中国語では両方とも形容詞なので、本
来的には「～的（の）
」の後ろに接続することはできない。このように、文例⑤の直喩と隠
喩の使い方は、極めてまれな例である。
「的」と「似的」を逆にして、
「獅子的凶心，兎子似
的怯弱，狐狸似的狡猾」とすれば、正しい比喩表現になる。このような誤表現がなぜなされ
ているかは不明であるが、
「狂人」の内面の表現としてみれば、その混乱した状態を表すた
めに、作者が意図的に誤った言い方をさせたとも考えられる。
次に、隠喩について考えてみよう。

３－２.隠喩の実体化
「狂人日記」において、語り手が「狂気」に陥ってゆく過程は比喩表現の機能と深く関わ
っている。隠喩表現においては、喩詞と被喩詞が「～のような」という比喩指標を持たず直
接的に結び付けられる。
「狂人日記」においては、
「私」の意識の中で、想像・不安が現実に
転化し、
「私」はついに「狂人」となるのであるが、その過程は「私」の表象において、隠
喩として用いられた表現が、語り手である「私」の思考の中で実体化してゆくことと平行し
ている。このようにして、
「狂人日記」においては、
「私」の言説の中での隠喩使用が、
「食
人」の想像が現実へと変化する転換点となっていると言えよう。
「狂人日記」
（三）に、以下の文がある。

⑥

你看那女人「咬你幾口」的話，和一夥靑面獠牙人的笑，和前天佃户的話，明明是暗號。
我看出他話中全是毒，笑中全是刀。他們的牙齒，全是白厲厲的排着，這就是吃人的家夥。
55

あの女が「おまえさんに食らいついてやる」と言ったのと、あの青い顔、歯をむき出し
た連中が笑ったのと、こないだの小作人がしゃべったことは、てっきり暗号なのだ。そう
だ、わかった、やつらのいうことは、みんな毒だ、笑には刃が隠されているのだ。やつら
の歯はみんな白くぴかぴかだ。あれは人間を食う道具だ。

女の「おまえさんに食らいついてやる」という言葉は怒りの隠喩表現であり、
「靑面獠牙」
は成語であり、獰猛そうな顔を意味する隠喩であるが、
「獠牙」は文字通りでは「むき出し

55

魯迅『吶喊』
（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社
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た歯」の意味である。この文字通りの意味が、
「狂人」の心の中で悪人の心臓や肝臓を食べ
たという小作人の話と結びつき、彼らの話がすべて毒であり、彼らの笑いがすべて刀である
という隠喩が実際の殺人と結び付き、また、彼らのむき出した歯は食人の道具であるという
形で実体化してゆくのである。

３－３.引喩
また、日記本文中において、以下の成語が使用されている。
⑦「食肉寝皮」
（肉を食し皮に寝る）
か

⑧「易子而食」
（子を易えて食す）

⑦と⑧は成語などを引用する引喩と考えられる。⑦は『春秋左伝』「襄公二十一年」にや
はり比喩として用いられている言葉であり、⑧は『春秋公羊伝』
「宣公十五年」に典拠を持
ち、実際的行為としての食人を意味していた言葉であるが、魯迅当時には、強い憎しみを表
す比喩（
「食肉寝皮」
）や、悲惨な生活を現す比喩（「易子而食」）として使われていたもので
ある。それを、
「狂人」は字義通り「食人」の意味に捉えているのである。引喩として用い
られている成語を文字通りの意味に取ることによって、成語が歴史的事実として意識され、
実体化されてゆくのである。このように「狂人日記」では、隠喩・引喩表現であるものが事
実としてとらえられてゆくことが、
「狂人」の精神異常として描かれている。ここに、この
小説における比喩表現の使用の独自性があると考えられる。
ここで挙げた比喩の「実体化」には二つの意味が含まれている。第一は非現実の現実への
転化である。最初、
「狂人」は古家の帳簿を踏みつけたことから、村人に悪人と思われると
いう疑念が生じる。また、村で悪人が殺されその心臓と肝臓が食べられたという話を聞き、
次第に、
「狂人」は被害妄想に走り、
『本草綱目』や歴史書にある「食人」の文字を現実とし
て捉え、ついに自分が食べられるという妄想に陥る。つまり、引喩・隠喩の実体化を契機と
して、
「狂人」の脳裏で非現実の世界が現実へ移行し、想像が現実となるのである。
「実体化」
の第二の意味は、抽象的な物の具像化である。村人の話がすべて毒であり、彼らの笑いがす
べて刀であるという隠喩により、抽象的な事象が具像化され、狂人の狂気の内面を表出する。
このようにして、狂人が自らの世界を脳裏に築き上げ、
「食人」社会と対抗するようになる
のである。
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４.まとめ
「狂人日記」は中国近代文学の幕開けを告げた小説である。魯迅自身、
「
『狂人日記』意在
暴露家族制度和礼教的弊害（家族制度と礼教の弊害を暴露する）56」と創作意図を明らかに
しているが、この小説はその方向に沿って読まれてきた。確かに、「狂人日記」において、
魯迅が「食人」というモチーフを用いて旧社会を鋭く批判をした内容や、新たに創造した口
語文の「文体」は、当時の青年に大きな影響を与えた。
しかし、日記特有の一人称の独白体は、第一義的には、主人公の内面の表出に関わってい
る。狂人は最初周囲の視線に不安を感じ始め、次第に自分も食べられてしまう可能性がある
と考え始める。そして最後には、カニバリズムを儒教伝統と結びつけるようになる。この小
説における魯迅の比喩使用において独特な点は、一般の比喩のように、比喩が文章の装飾的
な機能を持つだけではなくて、ある事態を他の事態に置き換えるという隠喩の機能を、架空
の事態を現実と考える精神異常の心理描写に用いている点にある。比喩が狂人の妄想を描
くために必要不可欠な根幹的部分となっている点が、この小説の比喩として特筆すべき点
である。このような魯迅の比喩の使用法は、これまで指摘されたことのない点である。
この小説は、竹内好の言うように、
「人間を圧迫する古い制度と意識への呪いが、救いの
ない絶望感（自分も人を食った）からほとばしっていて、不気味な狂人心理の表現の深刻さ
によって芸術的表象にまで高められている57」と評価することができる。しかし、その狂人
心理の表現の中心的部分が比喩の実体化として描かれていることに留意しなければならな
い。カンニバリズムへの恐怖を中国の食人伝統と結び付け、それを「家族制度と礼教の弊害」
の諷喩とすることによって、この小説を「家族制度と礼教の弊害」を糺すものとして読むこ
とを可能にしたのは、隠喩・引喩・諷喩という比喩の力によっているのである。
本節は、主に修辞学における比喩表現の角度から、「狂人日記」の文体について分析を行
った。日記体の本文は、魯迅が創始した文体であり、文学革命において、胡適らの古語を完
全に否定する白話一辺倒の文体とは異なる。魯迅はこの文体を「狂人」の内面の表出のため
の文体として創出した。
「狂人日記」で日記という体裁の「私」物語を書いた魯迅は、その
後も「私」を語り手とする小説を数多く残している。
「孔乙己」、
「一件小事」、
「頭髪的故事」、
「故郷」
、
「阿 Q 正伝」
、
「兎和猫」
、
「鴨的喜劇」、
「村芝居」、
「祝福」
、
「酒楼にて」、
「孤独者」
、
「傷逝」であるが、これらは小説集『吶喊』と『彷徨』に収められている。魯迅は「私」を
56
57

魯迅「
『中国新文学大系』小説二集序」
『魯迅全集』第 6 巻 人民出版社
竹内好『魯迅入門』講談社文芸文庫 1996 年 153 頁。
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語り手とする他の小説においては、「狂人日記」の文体を用いて書いてゆくわけではない。
それぞれの「私」にふさわしい文体が創出されてゆくのである。
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第二節 「薬」における内的焦点化と比喩表現

１．はじめに
1919 年 5 月、五四運動のさなかに、魯迅は「狂人日記」
「孔乙己」につづいて、第三作目
である「薬」を発表した。この作品は四節からなる短編小説であり、秋冷の頃から翌年の清
明節までの約半年の間の出来事が描かれる。前の三節はある秋の夜明け前から、客が茶館に
集まる頃までの一日以内の事である。茶館を経営する老栓は肺結核を患った息子を救うた
めに、革命家の夏瑜が処刑されると聞き、夜明け前の刑場へ出かけて行き、死人の血を塗っ
た饅頭を食べさせると結核が治るという「迷信」を信じて首切り人から血染の饅頭を買い、
家に持ち帰って息子に食べさせる。無論この「迷信」によって小栓の命を救うことはできな
い。第四節では、清明節墓地で小栓の母華大媽と夏瑜の母が出会い、それまで繋がりのなか
った死者の二人の母がそこで結び付けられる場面が描かれる。

２．先行研究及び問題点
「薬」についての先行研究には、主に語り視点と構成という二方面から論じたものがある。
まず、語り視点について、平井博は、次のように述べている。「内的焦点化（作中人物の
声も響かせるという形での物語内容の物語行為への融合を含めた）で語られる人物が、華一
家の華老栓、小栓、華大媽の 3 人に限定されていることに、姿を見せない語り手の意図を察
知するのは容易なことだろう」58。
「姿を見せない語り手の意図」は小説における語りの視点
と関連している。この作品は、華一家三人への内的焦点化的な語りで成り立っており、茶館
イコール華家に対しては世間の外的焦点化的な語りによって語られている。
この小説については、許欽文は、
「物語の発展は、夏瑜の革命を赤い糸とし、その他のエ
ピソードはそこから派生したものである。表だってあらわれてはいないが、「烈士を食う」
ということが赤い糸なのである」59と言って、
「狂人日記」の食人との関係を示唆している。
さらに、魯迅と同時代の作家である茅盾は「薬」に、魯迅の悲憤が「二重である」と指摘し
て次のように述べている。
「病態社会の中の不幸な人々の一人が、
「薬」を求めて生命を救お
うとした。ところが、このいわゆる「どんな肺病だって、なおること請け合いさ」という「薬」
は、インチキなまじないと同じだったばかりでなく、その「霊効」の根源という人血は一人
58
59

平井博 「魯迅小説の言説分析のために」
『人文学報』311 号
新島淳良『魯迅を読む』晶文社 1979 年 136 頁。

31

2000 年。

の革命家の血であった。しかも病態社会の中の不幸な人々のために捧げられた血であった。
ここにおいて魯迅の悲憤は二重である」60。
人血饅頭については、
「狂人日記」において「食人」の一例として「狂人」が挙げている
し、また、殺されて心臓と肝臓を食べられた革命家についても同様に「狂人」によって言及
がなされている。食われるものとしての「狂人」自身と革命家を結びつけた部分であるが、
その「狂人」の後身として、夏瑜という「むほん人」革命家を描いたと考えられる。一人称
小説である「狂人日記」とは異なり、「薬」は魯迅が試みた初めての三人称小説であり、非
顕在の異質物語外61の語り手による物語という叙法を採用した。新島淳良は、
「狂人日記」が
狂人である「私」の内部世界を描いたのに対して、
「薬」においては、
「重点は狂人と外部と
のかかわりあいを、外から客観的にえがくことにあった」62と述べている。しかし、この作
品には、革命家夏瑜への直接的な描写はなく、語る角度は作中人物の目線に寄り添い、内的
焦点化描写が行われていて、外的焦点化による客観描写とはなっていない。
平井博は「薬」における言説分析を行い、「語り手による物語の作中人物の召喚＝物語内
容の物語行為への溶融が、いくつかの場面で極めて効果的にあらわれること」63を検証した。
平井の研究は作品における内的焦点化描写の存在することを提示する一方、作中人物に対
する内的焦点化描写が作品主題とどのような関連を持つかについては述べていない。この
作品においては、特に第一節における老栓、及び第四節における華大媽への内的焦点化描写
が行われており、語りに老栓及び華大媽の主観が投影されている。またそのような叙述にお
いて使用されている比喩の中に作者自身の視線も読み取ることができる。
本稿では、比喩表現が、語りの視点や小説のテーマとどのように関連をもち、また比喩表
現自体にどのような特色があるかを解明するのを主眼とする。以下具体例を挙げ分析を進
める。

３．「薬」における比喩表現

３－１．第一節では、華老栓が自分の息子の病気を治すために処刑場に行き、そこで処刑さ

60
61
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れた人間の血に染まった饅頭を薬として受け取る場面が描かれる。作品の冒頭から、語り手
（この物語では最後まで姿を見せない）によって情景と人物の会話が報告されるが、処刑の
場面や処刑場にいる人物は老栓の目を通して描き出されている。したがってそれらには、老
栓の主観が投影されている。ここで、
「覺……仿佛」或いは、
「仿佛」によって、老栓の内面
心理の報告としての内的焦点化が行われる。具体的に、以下の例を見てみよう。
まず、老栓が薬の人血饅頭を取りに行く際の様子が描かれる。

①

老栓倒覺爽快，仿佛一旦變了少年，得了神通，有給人生命的本領似的，跨歩格外高

遠。64
老栓には、それがむしろ快く、まるで自分が急に少年になり、神通力を得て人に生命を
与える天分をさずかりでもしたように、思いきり大股に歩いた。

この比喩表現において、喩詞は、
「自分が急に少年になり、神通力を得て人に生命を与え
る天分をさずかりでもしたように」である。その中で、
「少年」と「人に生命を与える天分」
は「生命力」と関わっている。
この比喩は、文法的に非現実の仮定といわれる表現である。喩詞と被喩詞は「自分」であ
り同一で、自分が老人の範疇に属するのに「少年」になり、自分自身が若返っただけでなく、
生命を与える神になったような気分になっている誇大妄想的な非現実性に基づき、この比
喩が成立している。小説では、囚人の血を塗った饅頭によって子供の命を救おうとするとい
う親の迷信的行為を描いているが、その迷信的心理が、非現実の仮定による比喩によって表
現されている。この比喩には、それが非現実の仮定であることによって非現実性を意識させ
ることにより、そのような迷信的行為への作者の批判的視線（茅盾の言う「悲憤」）を混在
させていると感じられる。

次は老栓が「薬」を手に取った時の表現である。

他的精神，現在只在一個包上，仿佛抱着一個十世單傳的嬰児，别的事情，都已置之度

②

外了。他現在要將這包裏的新的生命，移植到他家裏，収獲許多幸福。65
64
65
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彼の心は、今はただひとつの包みに集中していた。まるで十代も血がひとすじだけ伝
わっている大事な赤ん坊でも抱いているように。ほかのことは一切頭になかった。かれ
はいま、この包みのなかの新しい生命を我が家へ移植して、たくさんの幸福を収穫した
いのだ。

「まるで十代も血がひとすじだけ伝わっている大事な赤ん坊でも抱いているかのように」
という比喩も①と同様に非現実の仮定としての比喩である。囚人の血が塗られた饅頭とは、
老栓にとっては「十代も血がひとすじだけ伝わっている大事な赤ん坊」なのであり、この喩
詞には、祖先からの血の相続を迷信的なまでに重要視する中国の民衆の考え方が表現され、
①と同様にそれに対する魯迅の批判的視線も混在している。
この「赤ん坊」のような饅頭を息子に食べさせることが、今度は、
「この包みのなかの新し
い生命を我が家へ移植」するという隠喩によって表現される。この隠喩表現においては、
「赤
ん坊」とされた「生命」が、
「移植」され、そこから幸福が「収穫」されるという隠喩によ
って、植物のイメージが付加される。隠喩によって表現されるということは、すなわち、そ
れが、老栓の心中では現実として起こっているに等しいこととして描かれているというこ
とである。また、この生命力をもつ植物のイメージは、この小説の結末にある墓に生える「銅
線のよう」な「枯れ草」とは対立的なイメージであると考えられる。
以上の二つの比喩表現から、老栓の心理において、彼の迷信的行為は、非現実の仮定によ
る比喩表現によって成立し、またそのような非現実の仮定が隠喩の使用によって老栓の中
で現実化されているのが描かれている。つまり、老栓の悲劇の根底には「迷信」があるが、
そのような行為の内的心理においては比喩の現実化が起こっているのが示されているので
ある。ここに作者自身の批判的視線が混じっていると言えよう。

第一節では、老栓の心理活動を描く一方、処刑を見る群衆も描かれている。具体的な例は
以下の通りである。この場合も、語りは老栓への内的焦点化による視線から行われている。

③

一個還回頭看他，様子不甚分明，但很像久餓的人見了食物一般，眼裏閃出一種攫取
的光。66

66
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しかも、そのひとりはこちらをふり向いた。姿はよくわからなかったが、その眼から、
長いこと飢えていた人間が食物を発見した時のような、強奪の光がきらめいていた。

この部分には、事態の説明はなされず、老栓の視線により、死刑執行を見物して喜ぶ群衆
の姿が描かれている。
「長いこと飢えていた人間が食物を発見した時のような」という比喩
は、直接「狂人日記」の「食人」に結びつくものであり、中国人群集の革命家の死刑に対す
る欲求が一種の「食人」であることを示すと同時に、そのような群衆の「食人」欲求への恐
怖をも感じさせるものとなっている。前述のように、「狂人日記」には、中国での食人の例
として「狂人」が言及するものの中に、処刑後その心臓と肝臓が食べられた革命家の徐錫林
と血染めの饅頭を食った肺結核患者の男の例があげられていた。

從徐錫林，又一直吃到狼子村捉住的人。去年城裡殺了犯人，還有一個生癆病的人，用
饅頭蘸血舐。67
徐錫林から、またずっと狼子村で捕まった男まで食い続けたんです。去年、城内で犯人
を殺した時も、肺病やみの男が、饅頭に血を浸して舐めました。

「薬」においては、死刑は群集のために戦った革命家を対象とするものであり、そのよう
な革命家に敵意を持ちその死刑を喜ぶ群集の無知をも描いている。
魯迅はそのような無知な群衆に対して、批判的な態度を持っている。そのことが次の二つ
の例から読み取れる。

仰起頭両面一望，只見許多古怪的人，三三兩兩，鬼似的在那裏徘徊；68

④

顔を上げて左右を見回すと、たくさんのあやしげな人間が、二三人ずつ、幽霊のように
うろついている。

⑤

那三三兩兩的人，也忽然合作一堆，潮一般向前赶；69
二三人ずつ、うろついていた連中も、たちまち一塊となって、これまた潮のように前進

67
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した。

この二つの例は、処刑を見る群衆を描く表現である。④では、群集を「幽霊」に喩えてい
るが、幽霊のコノテーションは、不気味なもの、実体のないもの、成仏できていないもの、
救われないもの、害をなすもの等である。死刑を見る群衆に革命家に対する同情心がなく、
生きた人間界から切り離されていることを意味するであろう。⑤では、群集を「潮」という
自然物に喩えているが、この自然物には意思がなく、何者かに支配された自動的な動きがあ
るだけであることから、群衆の無思考で、自然の原理のような超越的な力に支配されている
現状が描かれている。ここには処刑を見る大衆に対する魯迅の批判的な視線がある。

⑥

老栓也向那邊看，郤只見一堆人的後背；頸項都伸得很長，仿佛許多鴨，被無形的手揑
住了的，向上提着。70
老栓もそのほうに眼を向けたが、見えるのは群衆の背中だけだった。どの首も思いきり
上へ伸びて、まるであひるの群れが、眼に見えぬ手で首すじを吊されたような恰好だった。

この比喩においては群衆が「首すじを吊されたような」「あひる」に喩えられているが、
これは、あひるが食物に給されるために殺される時のイメージであろう。このあひるの比喩
は、前述のように、
「狂人日記」でも、食人を暗示する比喩として用いられていた。
「食人」
欲求をもって死刑を見る群集は、また、いずれ殺され（食われ）る者たちでもあるという「食
人」のモチーフが込められた比喩である。

⑦

「喂！一手交錢，一手交貨！」一個渾身黑色的人，站在老栓面前，眼光正像兩把刀，
刺得老栓縮小了一半。71
「そら、金と品物と引きかえ！」全身まっ黒な男が、老栓の前に立っていた。剣の刃の
ような眼光に刺し貫かれて、老栓はからだ半分も縮みあがった。

「全身まっ黒な男」は黒い服を着ていたと言う意味であろうが、イメージとしては全体が
黒い影のような不気味さを感じさせる人物である。この男は死と結びつく「剣の刃のような
70
71
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眼光」によって老栓の体を「刺し貫く」
。この比喩は老栓の視点から描かれており、この男
が単なる囚人の死刑執行者というだけではなく、老栓に対しても死をもたらすものとして
のイメージを持っている。この作品のタイトルは「薬」であり、病気の人間の生命を回復さ
せるものであるが、第一節ではそれを与えるものが逆に不気味で、「死」をもたらす人間に
よって与えられることが描かれおり、この「薬」が死を含意することが示されている。

３－２.第二節では、小栓が「薬」を服用する時の様子が、小栓の視線で描かれている。具
体的に、次の二つの例を見てみよう。

小栓撮起這黑東西，看了一會，似乎拏着自己的性命一般，心裏説不出的奇怪。72

⑧

小栓は、その黒いものをつまんで、しばらく眺めていた。まるで自分の生命を手にした
ような、何ともいえぬ奇妙な感じだった。

⑨

他的旁邊，一面立着他的父親，一面立着他的母親，兩人的眼光，都仿佛要在他身裏注
進什麼又要取出什麼似的；便禁不住心跳起來，按着胸膛，又是一陣咳嗽。73
自分の横には、一方に父親、一方に母親が立っている。ふたりの視線が、まるで自分の
からだに何かを注ぎこみ、それからまた何かを取り出すようである。思わず知らず心臓が
高鳴り、彼は胸をおさえて、ひとしきりまた咳きこんだ。

⑧において、
「薬」をつまんで、
「まるで自分の命を手にしたようで」という比喩は、小栓
の身体に「命」がないことを暗示しつつ、「命」が形のある物質的な存在として描かれる。
この部分は小栓に対する内的焦点化を用いて描かれているが、小栓が老栓と②の人血饅頭
に対する思いを同じくする心理が描かれている。
⑨において、小栓の両親の視線について「まるで自分のからだに何かを注ぎこみ、それか
らまた何かを取り出すようである」という比喩表現を用いているのは、両親が小栓に「命」
の力を吹き込もうとしていることの表現であろうが、しかし、
「それからまた何かを取り出
すようである」というのは小栓の「命」を救うという願望だけであるならば、「まるで自分
のからだに何かを注ぎこみ」だけでよかったはずである。「何かをとりだす」というのは、
72
73
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病気を取りだすという意味であろうか。いずれにしても、この比喩によって、両親や小栓に
とっては、
「命」がやり取りすることのできる物質として存在しているかのように描かれて
いる。
「病態社会」では、人の命は売買、あるいはやり取りすることのできる物として扱わ
れる。ここにも作者の批判的な視線が読み取れよう。

３－３.第四節では、一～三節から半年近くたった清明節の共同墓地で、瑜児の母夏四奶奶
と小栓の母華大媽が、出会う場面が描かれる。比喩表現は、墓場における情景の描写に現れ
る。具体的には、以下の通りである。

兩面都已埋到層層疊疊，宛然闊人家裏祝燾時候的饅頭。74

⑩

どちらも今では、土墳がぎっしり並んでいて、金持ちの老人の誕生祝いに供えられる
饅頭の山そっくりである。

文例⑩は、
「土墳」を「金持ちの老人の誕生祝いに供えられる饅頭」に喩えた比喩表現であ
る。第一節と第二節では、命を落とした革命家の血が塗られた「饅頭」が結核を患った小栓
を救う「薬」となるのではないかと期待された。第四節では、「土墳」は明示的には墓であ
り死を意味するものであるが、比喩としては逆に生命を暗示するものとして、「金持ちの老
人の誕生祝いに供えられる饅頭」に喩えられている。この比喩は、（革命家を含む）罪人や
貧乏人の死が、金持ちの老人の生命の糧となることを暗示しており、強烈なアイロニーを含
んでいる。これは、
「狂人日記」の「食人」のテーマと呼応するもので、革命家魯迅を髣髴
とさせる比喩である。
「狂人日記」では、
「食人」は「狂人」の思い込みとしてしか描かれて
いないが、
「薬」では、貧しい人や革命家たちは実際に死んで「食べられる」
。そのことが、
「土墳」を「饅頭」に喩えるこの比喩によって暗示されているのである。

⑪

枯草支支直立，有如銅絲。一絲發抖的聲音，在空氣中愈顫愈細，細到没有，周圍便都
是死一般靜。75
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枯れ草が一本一本、針金のように直立している。その一本がふるえるかすかな物音
が、空気のなかをふるえながら伝わってゆき、次第に小さくなって、ついに消えてしま
うと、あたり一面、死のような静寂である。

小説前半の比喩では、生命は移植できる「植物」に喩えられていた。ここでは、墓の周
囲にある草は枯れており、それは「針金のように直立している」という比喩により、金属
的なイメージに変化する。草を「針金」に喩え、その一本が金属的な音を発して、それが
止むと周囲が「死んだ」ように静まり返る。このようなイメージの変化により、迷信的な
生の「死」を暗示すると同時に、
「直立」し、金属的な「音を発する」という比喩によ
り、死してなお存在し続ける革命的精神の強靭さと存在感を暗示している。

⑫

兩人站在枯草叢裏，仰面看那烏鴉；那烏鴉也在筆直的樹枝間，縮着頭，鐵鑄一般站
着。76
ふたりは、枯れ草のなかに立って、鴉を仰ぎ見ていた。鴉も、尖った木の枝のあいだ
に首をすくめて、鋳物のようにじっとしていた。

⑫の不気味に「鋳物のようにじっとして」いる鴉という比喩は、喩詞の黒々とした鋳鉄
が死を暗示しているが、被喩詞の死んだように動かない鴉は依然として生物として、生を
秘め隠しているものとして存在している。それは動かないことによって母たちの迷信的願
望に沿った霊的存在であることを拒絶している。

⑬

両個人都悚然的回過頭，只見那乌鴉張開兩翅，一挫身，直向着遠處的天空，箭也似
的飛去了。77
ギクッとしてふり向いたとき、さっきの鴉が両の翼をひろげて、一瞬身をかがめたと
おもうとたちまち矢のように、遠くの空めがけて飛び去った。

76
77

魯迅『吶喊』
（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社 2012 年 46～47 頁。
魯迅『吶喊』
（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社 2012 年 47 頁。
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しかし、⑬にあるように、最後に思いがけない形で動き出し、
「矢」のように飛んでゆ
く。この最後の武器としての「矢」の比喩には、暗黒へ反抗しようとする精神が暗示され
ているであろう。

４.おわりに
この作品は、
「狂人日記」で言及された、徐錫林の殺害と血染め饅頭の迷信をモチーフと
しており、
「狂人日記」の「食人」のモチーフが継続して描かれている。
主として登場人物への内的焦点化によって語られているため、作者の批判的な視線は表
立っては現れないが、比喩表現の中には間接的な形で表現されている。特に、第一節で、処
刑を見る群衆の喩詞として現れた「鬼」、
「潮」、
「あひる」、及び処刑する人の眼光の喩詞「剣
の刃」等の中にそれを見ることができる。第四節の墓地を描写する場面の喩詞、
「針金」、
「鑄
物」及び「矢」は第一節と呼応する非現実的な世界を暗示する。そのような非現実的な世界
は現実世界と断絶するのではなく、暗黒な現実世界を経験した魯迅自身が作り上げた抽象
的な世界であり、魯迅の病態社会への思いを描き出している。
したがってこの小説は決して新島が述べたように、
「重点は狂人と外部とのかかわりあい
を、外から客観的にえがくことにあった78」のではなく、作者個人の観点が比喩を通して現
れているということを意味する。つまり異質物語世界の語り手の背後にいる作者は比喩の
中にその顔を出していると考えられるのである。
『吶喊』所収のその他の作品、
「明天」、
「阿
Q 正伝」には語り手が介入する現象があるが、「薬」では作者＝語り手は第一人称としては
直接姿を現さず、第三人称小説における比喩という形でその姿を垣間見させるのである。

78

新島淳良『魯迅を読む』魯迅を読む』晶文社

1979 年
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136 頁。

第三節「故郷」における比喩表現と「私」による語り

１．先行研究及び問題点
魯迅の「故郷」は1921年に『新青年』の第9巻第1号に発表された。「故郷」の文体の特
徴として、時間の交錯と語り手の重層化が指摘できる。
「時間の交錯」とは、第一人称で
ある「私」によって語られる物語の中で、現実と回想が交錯することを指す。「語り手の
重層化」とは回想を語る語り手と語られる「私」が同一人格であることからくる二重化の
意味である。
「故郷」における「私」の語りについて、今まで数多くの研究が行われてきた。中里見
敬は以下のように述べている。
「三つの時間と二重の物語行為という構造に起因する、作
中人物による語りの代行という現象こそが、
「故郷」のテクストを特徴づけているのであ
る。しかし、それにもかかわらず、テクスト全体はやはり唯一の物語の時点から語られて
いると見なければならない」79。ここで、中里見の所謂「二重の物語行為」とは語り手
「私」と作中人物「私」による物語行為であり、
「三つの時間」とは、
「テクストを語る
（書く）時点」
、
「帰郷した時点」と「回想される幼少時代」の三つの時点である。中里見
は「故郷」を「語り手「私」の作中人物「私」による代行」の物語と論じ、
「物語内容の
物語行為への溶融」という観点を示しているが、このような視点には物語行為と物語内容
を混同する傾向が見出される。そして、平井博は中里見の観点を批判し80、物語内容と物
語行為を意識して論述したものの、物語言説における「私」の語る実体が究明されていな
い。
小説作品を分析する際に、物語内容、物語行為と物語言説を区別すべきである。
「物語
内容（イストワール）
」とは、物語のストーリーの内容であるが、
「物語行為（ディスクー
ル）
」は物語を語る行為のことである。しかし、小説の文体を考察する場合、物語のテク
スト言説に焦点を当て、考察すべきである。先行研究において、語り手の「私」を語られ
る「私」と区別して考える点では大枠で方向が一致しているが、作品構造における両者の
関連や「語り」の具体的な様態については、分析は不十分であると感じられる。実際、時
間指示子を指標とするジュネットの物語論の枠組みで「私」の在り方を十分に捉えること

79
80

中里見敬「魯迅『傷逝』に至る回想形式の軌跡」
『中国小説の物語論的研究』汲古書院 1996 年 70
頁。
平井博「魯迅小説の言説分析のために」
『人文学報』311 号 2000 年。
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は難しいと思われる。本稿では、作品における修辞法、特に比喩表現に焦点を当て、それ
が作品の主題とどのように関連をもち、また比喩表現自体はどのような特色を有している
のか、これらを解明しながら、
「私」の語りの構造を確認することを主眼とする。

２．「故郷」のプロット
この作品では、
「私」は故郷に別れを告げるために、20 年ぶりに帰郷する。故郷で「私」
は楊おばさんと少年時代に仲良く遊んでいた小作人の息子である閏土（ルントゥ）と再会す
るが、
「私」は失望を感じ、故郷を去っていくという内容である。
藤井省三は「故郷」を、チリコフの「田舎町」との比較しながら、考察を行った際に、テ
クストのプロットを A 帰郷、B 回想、C 結びという三部に分けて論じた81。本稿は、藤井省
三の分析を参考とし、物語言説の叙述順序に沿い、
「帰郷」、故郷における「回想」、
「故郷の
人との対面」と「離郷」の四部に分けて考察する。そして、各ブロックにおける比喩表現の
分析を行い、
「私」の位相を分析していく。

３.「故郷」における比喩表現
３－1.帰郷
「帰郷」のブロックには、語る「私」が見る現実の故郷の風景が描かれるが、
「私」も作
中人物として登場する。
「私」は故郷の家を売り払って母と一緒に引越しをするため、二十
年ぶりに帰郷する。久しぶりの故郷は、風景が薄暗く、
「私」の気分も憂鬱になる。テクス
トによると、
「季節は真冬だった。それに、故郷に近づいたころには空も薄暗くなってきて、
冷たい風が船の中に吹き込み、ヒューヒューと鳴った。苫の隙間から外を眺めると、鈍い色
の空の下に、人気のない、さびれた村々が遠く近く横たわっていて、些かの活気も感じられ
ない。
」荒涼たる故郷の風景描写には、活気と生命力が感じ取れず、作品に重苦しい雰囲気
を覆わせる。これは単なる風景描写ではなく、風景描写を通しての「私」の心象描写として
も読み取れる。そして、その描写は後の美しい回想と対照的であるだけではなく、故郷の
人々の変貌の伏線ともなる。

81

藤井省三『魯迅「故郷」の風景』平凡社 1986 年 34 頁。
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３－２.回想
「私」は故郷に戻り、母の口から「閏土」という名前を聞き、月光に照らされながら銀の
首輪をはめ刺叉を手にして西瓜畑に立つ少年閏土の記憶を思い出し、
「私の脳裏」に昔の故
郷のイメージが再生する。

這時候，我的腦裏忽然閃出一幅神異的圖畫來：深藍的天空中掛着一輪金黄的圓月，下
面是海邊的沙地，都種着一望無際的碧綠的西瓜，其間有一个十一二歳的少年，項帯銀圈，
手捏一柄鋼叉，向一匹猹儘力的刺去，那猹82郤將身一扭，反従他的胯下逃走了。83
このとき、私の頭にふと一枚の不思議な画面が浮かび出た。深い藍色の空に黄金色の円
い月がかかっている。下は海辺の砂地で、見渡すかぎり緑色の西瓜が植わっている。その
間に十一、二歳の少年が一人、首に銀の環をかけ、手に鉄の刺叉を握って、一匹の猹を目
がけて力一杯に突く。猹はさっと身をくねらせると、逆に少年の股を潜って逃げて行く。

この画面が、
「美しい故郷像」のシンボルである。
「閏土」はその「美しい故郷」の表象の
まん中に位置している少年であり、
「猹」という不思議な動物は神秘的な生命力の象徴であ
る。
そして、閏土との出来事を回想する際に、以下の表現が使用される。閏土のいる黄金色の
丸い月、見渡すかぎり緑色の西瓜畑とは対照的に、
「私」の見る景色は「高い塀に囲まれた
中庭から四角の空」である。

①

阿！閏土的心裡有無窮無盡的希奇的事，都是我往常的朋友所不知道的。他們不知道
一些事，閏土在海邊時，他們都和我一様只看見院子裏高牆上的四角的天空。84
ああ、閏土の頭には何と珍しいことが無尽蔵に詰まっていることだろう。私の日ごろ
の友達が知らないことばかりだ。彼らはなんにも知りはしない。閏土が海辺にいると
き、かれらは私と同様、高い塀に囲まれた中庭から四角の空しか見ていないのだ。

82
83
84

小説において、猹（チャー）は西瓜を食いにくる獣の名であるが、実は想像上の動物である。
魯迅『吶喊』
（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社 2012 年 95 頁。
魯迅『吶喊』
（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社 2012 年 99 頁。
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文例①は、少年「私」によって語られている。その眼に見えている建築物の「高い塀」
によって、正方形に限られた空は、閏土が語る一望の海辺の美しい景色とは対照的であ
る。少年の「私」が見ているのは、実際の塀に限られた四角い空にすぎない。ただ、この
文は明らかに比喩を示す指標がないため、この文は隠喩表現であるか、それとも単なる写
実描写であるかは単純には言えない。なぜなら、それは「私」の視点と関連しているから
である。
後文においては、明らかに隠喩として「壁」と「塀」が現れることから、作品全体から
みれば、①の「高い塀」も隠喩的な意味を帯びている。それは、封建家族制度に制約され
て、自由にものを見ることができないでいる状況の比喩表現である。この文例において
も、
「高い塀」によって、
「私」には封建制度の中で限られた視線しか与えられていないこ
とを示すと同時に、閏土によって描かれたその外にある美しい自由な世界への憧れが表現
されていると考えることができる。
ここで魯迅の比喩の特徴が一つ挙げられる。つまり、同一の語りが、語る視点によっ
て、比喩表現であると見なされるかどうかが異なるということである。文例①のように登
場人物の角度から見れば写実的な描写であるが、語る「私」の角度から見ると比喩表現と
なる。このように、同一の表現が客観的描写と比喩表現の二重性を持つことがあるという
ことである。

「閏土」の想起は少年時代を現在と繋げ、「私」の中で消えていた故郷のイメージが鮮
明となる。
「私」による回想が終わると、以下のような描写が現れる。これも語る「私」
による描写である。

②

現在我的母親提起了他，我這兒時的記憶，忽而全都閃電似的蘇生過來，似乎看到了
我的美麗的故鄕了。85
いま、母の口からかれの名が出たので、この子どものころの思い出が、電光のように
一挙に蘇生し（よみがえり）、私はやっと美しい故郷を見たような思いがした。

「思い出が、電光のように一挙に蘇生し（よみがえり）
」という直喩が使用されるが、
「私」

85

魯迅『吶喊』
（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社
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2012 年 100 頁。

の脳裏で曖昧になった故郷と記憶が瞬時に明晰になった様子を描いている。
「蘇生」とは死
亡状態になった人間が再び生命を取り戻すことであり、擬人的な意味も込められている。こ
の擬人表現によって、
「思い出」に命のイメージが与えられる。一方、前文において、閏土
を想起する際に、故郷の景色の中に、黄金色の月の暖かい光が描写されるが、月の暖かい光
と対照的に、
「電光」の光は鋭いイメージがある。
「私」による回想内容において、
「閏土」という名の由来が述べられている。彼が「閏月
の生まれで、五行の土が欠けている」ため、名前に「土」を加えて縁起が良くなるように彼
の父親が「閏土」と名づけたのである。同じく、文中の記述によると、その首に付いている
「銀の首輪」には、彼の父親が息子の無事を願う意味が込められていることが分かる。その
名の由来及び首輪は、村上呂里によれば、「生死が厳しく自然の摂理に支配されていた時代
を背景に、かけがえのない生命への祈りが込められた濃密な意味世界＝表象である。86」つ
まり、閏土の名前および彼の銀の首輪には、彼の父親から彼への希望が込められ、生命の「偶
像」とされる。そして、閏土が語る「鬼おどし」と「観音様の手」を名前とする貝にも、紹
興地方で子供の魔除けとして使われる。しかも、私と閏土の出会った時は、
「私」の家の祭
祀の時期である。これらの事象には、人々が生命への祈りが込められる一方、封建社会にお
ける民衆の迷信思想が表される。また、回想の中に、閏土が語った不思議なこと―「猹」と
いう不思議な生き物や「青蛙のように二本足のついた」
「跳ね魚」のことなどが生命力の象
徴として語られている。
以上に述べた「私」の回想を集約したものが、最初の「深い藍色の空に黄金色の円い月が
かかっている。下は海辺の砂地で、見渡すかぎり緑色の西瓜が植わっている。その間に十一、
二歳の少年が一人、首に銀の環をかけ、手に鉄の刺叉を握って、一匹の猹を目がけて力一杯
に突く。猹はさっと身をくねらせると、逆に少年の股を潜って逃げて行く。
」という部分で
ある。これは、一見写実的に語られているが、実は「私」の脳裏に浮かぶ「画面」であり、
「美しい故郷」のシンボル的な形象である。

３－３.故郷の人と対面
小説冒頭には「私は厳冬のなかを、二千余里離れた、二十余年ぶりの故郷へ帰って行った。
」
と「私」の姿が現れているが、
「私」の様子は述べられていない。そして、作品の冒頭で故
86

村上呂里「『故郷』のプロット―二重映しの「月」の風景」
『国文学解釈と鑑賞』73(7) 2008 年 126
頁。
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郷の風景の変化が描かれているが、
「私」が確実に故郷の変化を確認できたのは、現実の故
郷の人々と会う場面である。
ここで主に二人の人物が登場するが、一人は楊おばさんであり、もう一人は閏土であ
る。
「私」がどういう人物であるかを認識するためには、
「私」が自らの心情を述べる言葉
から「私」の内面を知るとともに、楊おばさんと閏土の目に映った「私」の姿から、社会
関係における「私」を知るという二つの方法が考えられる。なお、「私」の心情は閏土と
再会する前後で大きく変化する。本節では、比喩表現の視点から、「私」の心情を述べる
箇所、及び楊おばさん・閏土の身体描写という二つの角度から、
「私」の存在の在り方を
確認していく。

（１）楊おばさんに対する描写
昔、
「豆腐西施（豆腐小町）
」87と呼ばれた楊おばさんは、美人であるため、村人に慕わ
れるが、歳月が経ち、封建制度や悪政の中で、楊おばさんは変貌する。そのことが、具体
的に以下の比喩表現によって提示される。

③

我喫了一嚇，赶忙抬起頭，郤見一個凸颧骨，薄嘴唇，五十歳上下的女人站在我面
前，兩手搭在髀間，沒有繋裙，張着兩脚，正像一個畫圖儀器裏細脚伶仃的圓規。88
びっくりして頭をあげてみると、私の前には、頬骨の出た、唇のうすい、五十がらみ
の女が立っていた。両手を腰にあてがい、スカートをはかないズボン姿で足を開いて立
ったところは、まるで製図用の脚の細いコンパスそっくりだった。

飛也似的跑了，虧伊裝着這麼高底的小脚，竟跑得這様快。89

④

楊おばさんが、纏足用の底の高い靴でよくもつと思うほど速く、飛ぶように走り去っ
た。

楊おばさんを描写する際に、語る「私」と作中人物としての「私」は重なっていると想
定できる。例③において、楊おばさんの脚を「まるで製図用の脚の細いコンパスそっくり

87
88
89

豆腐屋さんの美しい女性に対しる呼称であり、旧社会の女性に対する軽蔑な態度が含まれる。
魯迅『吶喊』
（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社 2012 年 101 頁。
魯迅『吶喊』
（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社 2012 年 109 頁。
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だった」と表現するところがあるが、人間性が感じ取れない低層の人間像が描かれる。コ
ンパスは機械に属していることから、楊おばさんの冷たい、人間らしさを失った機械的な
様子が描かれている。③と④では、楊おばさんの姿は、その変容が誇張され戯画化されて
描かれているが、それは登場人物としての「私」の楊おばさんに対する軽蔑感を表す表現
である。
そして、
「私」はその楊おばさんに軽蔑される。具体的に以下の例によって示してい
る。

⑤

然而圓規很不平，顯出鄙夷的神色，仿佛嗤笑法國人不知道拿破崙，美國人不知道華
盛頓似的，90
ところがコンパスのほうでは、それがいかにも不服らしく、さげすむような表情を見
せた。まるでフランス人のくせにナポレオンを知らず、アメリカ人のくせにワシントン
を知らぬのを嘲けるといった調子で、

平井博は「楊二嫂に見られるというかたちではじめて提示される〔私〕の身体変化は決定
的に重要であり、
〔私〕物語が自分の心情への言及に傾きがちな中で、
〔私〕を他者の視線に
よって対象化させるはたらきを担うものとして、特にすぐれた効果を発揮している。そうし
た確実な変化をみる一方で、
〔私〕の心情やイメージは変わらぬものと変わってしまったも
のの間を揺れ続ける。91」と述べている。しかし、楊おばさんへの描写は、
「私」を他者の視
線によって対象化させるだけではなく、楊おばさんの言語の比喩表現により、「私」内部の
分裂を生み出すことが見出される。
文例⑤においては、楊おばさんは西洋についての知識がない人であるにもかかわらず、
「私」を「まるでフランス人のくせにナポレオンを知らず、アメリカ人のくせにワシントン
を知らぬのを嘲けるといった調子で」軽蔑する。このような比喩を用いるのは登場人物とし
ての「私」の常識であり、私の常識が楊おばさんに転化する形で用いられているのである。
ここから、
「私」は知識人であり、外国の知識などを熟知している人間であることが知られ
る。楊おばさんの言語は、鏡のように登場人物の「私」の姿を映している。このような投影

90
91

魯迅『吶喊』
（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社 2012 年 102 頁。
平井博「叙法から見た魯迅の一人称小説―唐代伝奇、晩清小説と対照しつつ―」
『人文学報 』273 号
1996 年 115 頁。
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から、登場人物の「私」と故郷の人との距離も感じられる。
また、楊おばさんを名前で呼ばず、
「コンパス」という隠喩を用いているところでは、
登場人物としての「私」の楊おばさんに対する軽蔑的態度が読み取れる。さらに、「私」
に軽蔑された楊おばさんが、
「私」へ軽蔑的な言葉をかけたことは、間接的に「私」から
「私」への軽蔑感が読み取れる。ここでは、
「私」が分裂して存在するだけではなく、分
裂した「私」の間に一種の対立関係があることが推察できる。

（２）閏土に対する描写
楊おばさんと会った後、
「私」は中年になった「閏土」と会う。閏土についての描写
は、主に彼の外見によるものである。外見への描写は人物の境遇や、内面を反映するもの
と考えられる。

我接着便有許多話，想要連珠一般湧出：92

⑥

その後言いたいことがたくさんあり、数珠つなぎのように湧き出そうとした。

「言いたいこと」は「数珠つなぎ」のようだという直喩を使用し、「私」が閏土と再会
した時の歓喜の心情を描き出している。ここでも、注目したいのは、
「湧き出る」という
隠喩の使用である。ここで「湧き出る」という表現の使用によって、
「言いたいこと」に
流動的なイメージを与えているが、その流動的なイメージは、次の文例に現れる私と閏土
を隔離する「厚い壁」にぶつかり、私は何も言えず、失語状態に陥る。また、この流動的
なイメージは、回想の中の閏土の生き生きした描写と繋がり、それが、「壁にぶつかる」
のは、中年「閏土」の硬直的なイメージに繋がっている。
ついに、中年「閏土」と対面するが、彼に「旦那さん」と呼ばれ、「私」は以下の心境
を語る。

⑦

我就知道，我們之間已經隔了一層可悲的厚障壁了。93
悲しむべき厚い壁が、ふたりの間を距ててしまったのを感じた。

92
93

魯迅『吶喊』
（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社
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この文は登場人物としての「私」によって語られているが、ここでの「厚い壁」は、少
年によって語られた四角い「塀」とは対照的に、明らかに隠喩表現である。
「私」は閏土
と再会し、二人はもう子供の時のような関係に戻れないと気づき、この表現が使用されて
いる。実際に「壁」は存在しないが、階級制度による人間の距離を感じ、それを「壁」に
喩える隠喩表現である。閏土と再会した後、
「私」は村人の変貌ぶりに失望を感じる。人
工的な塀は、恣意的で自由を妨げる存在である。
「壁」は成年になった「私」と閏土が再
会したときの心の距離を提示している。

また、閏土の外貌について、以下のような比喩表現が使用される。

那手也不是我所記得的紅活圓實的手，却又粗又笨而且開裂，像是松樹皮了。94

⑧

その手も、私の記憶にある血色のいい、まるまるした手ではなく、太く、節くれ立っ
た、しかもひび割れた、松の木の皮のような手である。

ここで、閏土の手を「松の木の皮のような手」に喩えることは、閏土が苦労している
ことを示す。
「松の木の皮」は、人間の生命力が感じられない。

他只是搖頭；臉上雖然刻着許多皺紋，却全然不動，仿佛石像一般。95

⑨

首を振りどおしである。顔にはたくさんの皺がたたまれているが、まるで石像のよう
に、その皺は少しも動かなかった。

石像の比喩表現には、生命力が感じられない以上に、さらに硬いイメージがある。

多子，饑荒，苛税，兵，匪，官，紳，都苦得他像一個木偶人了。96

⑩

子だくさん、凶作、重い税金、兵隊、匪賊、役人、地主、みんなよってたかってかれ
をいじめて、木偶（操り人形）みたいな人間にしてしまったのだ。

94
95
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魯迅『吶喊』
（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社
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「木偶」という表現は、人間を道具に喩える比喩表現である。「木偶」は自分で思考する
ことができず、人間の操縦に従うところは、階級的な制約のもとにある現在の閏土と共通し
ていると考えられる。この比喩は、
「閏土」の外見よりも、彼の内面や社会的関係を暗示し
ていると考えられる。
「閏土」の外見を描写する時、使用した喩詞は「松の幹」、
「石像」と「木偶」は精神性を
暗示するところがなく、
「閏土」の失われた内面を提示していると考えられる。これらのイ
メージは硬直的であり、生命力が感じ取れないことは、記憶の中の「美しい故郷」にいた生
命力溢れる少年「閏土」のイメージと対照的である。もともと、少年閏土は回想の中の夢の
ような故郷のシンボル的存在であるが、閏土の変化によって、「私」の美しい故郷の記憶が
否定される。

３－４.離郷
作品の最後の部分で、
「私」による心境が述べられている。

我只覺得我四面有看不見的高牆，将我隔成孤身，使我非常氣悶；97

⑪

自分のまわりに眼にみえぬ高い塀があって、そのなかに自分だけ取り残されたよう
に、気がめいるだけである。

「塀」とは家や敷地において、外部との境界に設置する囲いのことである。
「私」が外
の世界から隔離されている孤独を示している。「塀」と前文に現れた「壁」はいずれも、
重厚感をもち、人工的なものである。その重厚感によって、作品全体に重苦しい雰囲気が
漂っている。そして、
「私」は自分の心境を以下のように述べる。

⑫

我想到希望，忽然害怕起來了。閏土要香爐和燭台的時候，我還暗地裡笑他，以為他
總是崇拜偶像，什麼時候都不忘卻。現在我所謂希望，不也是我自己手製的偶像麼？只是
他的願望切近，我的願望茫遠罷了。98
希望という考えが浮かんだので、私はどきっとした。確か閏土が香炉と燭台を所望し
た時、私は相変わらずの偶像崇拝だなと、いつになったら忘れるつもりかと、心ひそか

97
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魯迅『吶喊』
（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社
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にかれのことを笑ったものだが、いま私のいう希望も、やはり自分で作り上げた偶像に
過ぎぬのではないか。ただかれの望むものはすぐ手に入り、私の望むものは手に入りに
くいだけだ。

「自分で作り上げた偶像」という表現は隠喩である。ここで「希望」とは、封建社会の
暗黒を離れ、新しい生活を目指すことを指すと推察できる。
「自分で作り上げた」とは、
恣意的、根拠のないもので、消極的批判的ニュアンスが含まれている。
閏土に使用される「松の木の皮」
、
「石像」や「木偶」、及び楊おばさんの身体描写を行
う時に使用する喩詞「コンパス」はいずれも物質的な存在であり、ここに現れる「偶像」
も、元来土や木で作った神仏の像を意味するという点では同じである。前述した「コンパ
ス」という隠喩から、
「私」の楊おばさんへの軽蔑が感じ取られるとすれば、ここで
「私」が自分の「希望」を表現するのに使用した喩詞「偶像」にも、
「私」の「私」自身
への批判がある。
ここで語る「私」は「自分で作り上げた偶像」である「希望」に対して、否定的な態度
を提示している。楊おばさんを「コンパス」とみなし、閏土を「偶像崇拝者」とみなした
「私」へ、この「私」は批判的な視点を送っている。

そして、
「路」のイメージについて、以下の二つの文例が挙げられる。
我躺着，聽船底潺潺的水聲，知道我在走我的路。99

⑬

私は横になって、船の底に水のぶつかる音をききながら、いま自分は、自分の路をあ
るいているとわかった。

⑭

我想：希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實地上本沒有路，走的
人多了，也便成了路。100
思うに希望とは、もともとあるものともいえぬし、ないものともいえない。それは地
上の路のようなものである。もともと地上に路はない。歩く人が多くなれば、それが路
になるのだ。

99
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魯迅『吶喊』
（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社 2012 年 110 頁。
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「路」について、新島淳良は以下のように述べている。
「これは、閏土にたいして、そ
んな無感動な、世に流されて生きる、『偶像崇拝』の生きかたを止めようという、改革
者・啓蒙者の態度とは対蹠的な位置に立つ。私は私の道を行く、閏土は閏土の道を行く。
（中略）
『私』は『希望』というものを持っているがそれも『手製の偶像に過ぎぬのでは
ないか』
。とすれば、それは、閏土にも楊おばさんにも母親にも、おしつけることはでき
ないし、おしつけてはならないものだ。それをおれは今までおしつけようとしていたので
はなかったか。―そういう作者の思いが、この作品の苦いあと味として残るように思われ
る」101。
ここでの「路」や「水」というイメージは、小説に現れた「塀」と「壁」のイメージと
対立的な関係がある。少年時代の「私」を取り囲んでいた封建家族制度のシンボルである
「塀」に対して、
「私」は批判的な態度を持っている。そして、「私」と閏土の間に隔たる
「壁」も打開されるようになる。今の「私」は新しい「希望」を持ち、それが「水」や
「路」等のイメージで表わされている。
この小説の末尾で、
「私」が再び「月」の情景を想起し、物語が完結する。前文にも触れ
たが、この小説には二回のほぼ同じ「月」の描写がある。ただ、
「月」の情景描写は現実風
景ではなく、あくまで「私」による想像である。

我在朦朧中，眼前展開一片海邊碧綠的沙地來，上面深藍的天空中挂着一輪金黄的園月。
我想：希望本是無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實地上本没有路，走的人多了，
也便成了路。102
朦朧としたなかで、目の前に海岸一面の緑の砂地が広がった。その上の深い藍色の空
には黄金色の円い月がかかっている。私は思うに希望とは、もともとあるものともいえ
ぬし、ないものともいえない。それは地上の道のようなものである。もともと地上に道
はない。歩く人が多くなれば、それが道になるのだ。

二回目の「月」の描写には少年閏土の姿はない。大人になった「私」と「閏土」との再会
は、
「私」に対し、二人を厚く隔てる封建制度の厚い壁を突きつけた。その寂寞を見据えた
「私」の自省の中で、
「月」の情景が再び明晰に浮かびあがるが、そこに少年「閏土」のイ
101
102

新島淳良『魯迅を読む』晶文社 1979 年 188～189 頁。
魯迅『吶喊』
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メージはもはや曖昧になる。
「私」は美しい追想を打ち破る冷厳な現実を認識し、そこから
自らの歩みを確認し始める。村上呂里が指摘したように、「二重映しに映し出される「月」
の情景は、第二の情景における「閏土」の不在を鮮明に極立たせる。103」その不在によって、
「私」は「美しい故郷」の幻影を愛惜する情緒から離脱し、新しい希望の道へと踏み出すの
である。

４.まとめ
一人称小説「故郷」において、一人称の「私」が複雑化する現象が現れている。
「私」
が帰郷し、過去の出来事を回想しながら故郷の現在を経験している内容が語られる。つま
り、語る「私」以外に、作中人物であり、語られる「私」も存在する。この「私」の位相
を明確するために、本節では比喩表現の角度から語り視点を考察する試みを行った。語る
「私」と語られる「私」以外に、
「私」の内部における分裂も見られ、
「私」が「私」へ批
判的視線を送る。
「狂人日記」と同じように、
「故郷」も一人称小説であるが、比喩表現と
「私」の語りの複雑化構造により、三人称客観小説に近い構造も呈している。
この小説において、比喩表現の喩詞が対立関係を持っている。少年閏土に使用された喩
詞は生命力と流動的なイメージを持っているのに対して、成年閏土に使用された喩詞には
硬直的で生命力が感じ取れないイメージが用いられている。少年時代の「私」の世界は
「四角」の塀に囲まれているが、成年後、閏土と会った際には、
「壁」という隠喩によっ
て二人の心理の距離が描かれている。文末に、「私」は「塀」に囲まれていると感じ、孤
立感が描かれている。これらの「塀」と「壁」のイメージは文末の水と対立関係がある。
一方、
「偶像」という喩詞によって、
「私」が閏土と結び付けられ、
「私」は自らの「偶
像」から空虚を認識し、新しい一歩を踏み出す。
この小説の中で、興味深いことは、幻想の「月」情景を描写する際に、写実描写を使用し、
現実描写をする際には、比喩表現を用いていることである。幻想の情景の生命のイメージと
対照的に、現実のイメージからは生命力が感じ取れない。暗黒な現実を目にした「私」が、
比喩表現によって実際に会った人々の外見を表現することは、「私」による幻想を否定する
一方、現実の暗黒さに対する認識が一層深刻になるのである。

103

村上呂里「『故郷』のプロット―二重映しの「月」の風景」
『国文学解釈と鑑賞』73(7) 2008 年 130
頁。
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第四節 「阿 Q 正伝」における「精神勝利法」と比喩表現

１.先行研究及び問題点
魯迅の小説作品において最も長いものは「阿 Q 正伝」である。1921 年 12 月から 1922 年
2 月の間に、この作品は九回にわたって『晨報副刊』に巴人の名で連載された。各回を一章
ずつとし、各章の冒頭に「回目」がつけられている。それは連載という発表形式によるが、
中国伝統的な口語長篇小説の一般的な形式である章回小説のスタイルに近いと考えられる。
主人公の阿 Q の「精神勝利法」は中国人の国民性の問題を鋭くえぐりだして形象化したもの
で、読者の多くは自分がモデルではないかと恐怖感を抱いたと言われる。
丸尾常喜の言葉を借りれば、
「この作品は「『滑稽』や『哀憐』を目的としたものではなく、
『国民の魂（霊魂）
』を模索し、それを描き、
『国民性の弱点』を明らかにすることによって、
読者のために『反省の路』を開こうとしたものであった」104。すなわち、魯迅は伝統小説風
のスタイルと、
「国民の魂」を探り明らかにしようとする思想的な意図との結合を、この作
品上に実現しようとしたのである。
「阿 Q 正伝」の文体の特徴は、
「気晴らし話」的な文章を用いて伝統小説のパロディーと
していること、及び作品構成の前後における語り視点の変化と言える。作品の中心内容と言
える「精神勝利法」について、本節では比喩表現の角度からの考察を通して文体との関連を
明確にする。

１－１.パロディー
（１）伝統小説のパロディー
李国棟は『史記』と対照しながら、
「阿 Q 正伝」が伝統的な「正伝」の要素を具えている
ことを明示した。具体的には、次の六つの要素が提示されている。
「①三人称全知語り手視点である。/②冒頭に本籍を指摘し、結末に死亡地を指摘する。
それでもって冒頭と結末を呼応させた時間の「始め」と「終わり」を示し、それと同時に、
これに従って人生を「生」から「死」へと自然順次的に語る。要するに、自然順次の叙述順
序を設定すること。/③身分を必ず明らかにすること。/④同時代の有名人との交際を書き記
すこと。/⑤人格を表すエピソードを書き記すこと。/⑥業績およびその特質を指摘するこ

104

丸尾常喜

『魯迅「人」
「鬼」の葛藤』岩波書店
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と。
」105
李の提示した「正伝」の要素に沿って、
「阿 Q 正伝」を考察しよう。
「阿 Q 正伝」において
は、①三人称の語り手以外に、第一人称の語り手である「私」が存在する。②第一章で提示
している通り、姓名と本籍ははっきりしていない。③阿 Q は低層農民でありながら、趙旦那
と宗族関係があると思い込む。しかし、阿 Q の考えは趙旦那に認められていない。④阿 Q と
同時代の有名人との交際は書かれていない。⑤彼の「行状（行動）」は描かれているが、こ
れらの「行状」から阿 Q の一貫とした人格が読み取れない。⑥第九章で、阿 Q の死後、彼が
処刑された場面は見物人を満足させなかったことが語られる。以上の諸要素からみれば、
「阿 Q 正伝」は「正伝」に従って阿 Q の伝を作ろうとしても、その要素を満足させる内容が
得られないことを述べて、正史のパロディーとしているのである。
また、李国棟は、
「阿 Q 正伝」が三人称全知の語り手視点で語る手法を用いていること、
および自然順次の叙述順序に従い、展開ステップも伝統小説と相似することを示している。
つまり、
「阿 Q 正伝」は伝統小説の様式を強く意識した産物とも言える。
「魯迅が伝統的様式
を使っている真意がよく分かる。無名の阿 Q を有名人のための『正伝体』で書き、内容上の
大破局を様式の『大団円』で表現するという所に、様式上の逆説と内容上の諷刺が存在し、
儒教的な奴隷社会に対する魯迅の暴露と糾弾が込められているのである」106。つまり、李の
観点は、
「阿 Q 正伝」が伝統小説の様式を意識した産物であるが、伝統小説のパロディーと
することによって風刺を行っていると考えているのである。

（２）開心話（気晴らし話）的パロディー
「阿 Q 正伝」は最初、
「巴人」というペンネームで、
『晨報』の副刊に連載されている。魯
迅は編集を担当する孫伏園の要請を受け、
「開心話（気晴らし話）」欄に投稿することとなる。
当時、
「開心話」欄においては、
「葛胡子」、
「知識即罪悪」、
「王師爺不拝年了」など滑稽な物
語が掲載されていた。
「阿 Q 正伝」の第一章が発表された後、
「多くの人が、次は自分がやっ
つけられる番ではないかと自分の悪口だと思ってしまった」107と、魯迅は涵廬（高一涵）の
言葉を引いて言っている。そして、第二章からは「新文芸」欄に移された。
「阿 Q 正伝」は、
滑稽で軽快な筆調で語られ、アイロニーの要素を含んでいるが、それはこの小説が「開心話」

105
106
107

李国棟 『中国伝統小説と近代小説』白帝社 1999 年 169 頁。
李国棟 『中国伝統小説と近代小説』白帝社 1999 年 183 頁。
竹内好訳「
『阿 Q 正伝』の成り立ち」
『魯迅文集』第 4 巻 筑摩書房
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的なパロディー形式を利用しているためである。

１－２.前半と後半の構成の破綻説
「阿 Q 正伝」という作品の前半四章と後半五章では、手法が異なることがしばしば指摘さ
れている。代表的な観点は、いわゆる西諦（鄭振鐸）が評する「阿 Q の人格的分裂」108があ
る。魯迅が「阿 Q 正伝」を書き継いでいるうちに、叙述態度に揺れが生じた可能性はある
が、何より作品前後の構造上の破綻と見えるものは作者が意図的に視点を変えることに関
わっている。
また、新島淳良が次のように指摘している。
「第四章『恋愛の悲劇』の前半までは、作中
の登場人物としてではなく、いやというほど生身の作者が顔を出す。これにたいして作品の
後半では、作者の『私』は舞台の背後に身をかくして『風波』を思わせる農村のドラマだけ
が展開する。主人公阿 Q は、前半では作者の傀儡のように見える。魯迅の中国礼教社会への
諷刺、胡適ら『考証癖』の持主への挪揄、士大夫気質の本質暴露が、かなり露骨な形で、阿
Q という貧弱な肉体に託される。
（中略）しかし五章以後、阿 Q はひとり立ちして自分の足
で歩きはじめ、辛亥革命前後の中国農村という歴史的時間空間のなかに、一個の具体的な個
人として巨大さを示す」109。新島の観点によると、第四章までは作者の考えが直接に表れて
いるが、第五章から阿 Q をストーリーの人物として独立させ、作者はそのストーリーを語る
が、作者の意見を明示することはない、ということである。
さらに、川本栄三郎が比喩表現の観点から次のように分析する。
「前半の比喩表現の大半
は、阿 Q の心理描写に使われており、その言語形式は「仿佛」によるものが多い。ところが、
第五章からは、
（中略）叙述描写の対象として、阿 Q の心理だけでなく、まわりの人物の心
理やまわりの情景にも注意が向けられる」110。川本も作品前後の不一致を認めているが、さ
らに描写対象の変化にも注目している。
今までの先行研究においては、構成上で前後の破綻が存在するという認識でほぼ一致す
る。但し、魯迅自身は阿 Q の人格の分裂を認めていない。魯迅は「据我的意思，中国倘不革
命，阿 Q 便不做，既然革命，就会做的。我的阿 Q 的運命，也只能如此，人格也恐怕并不是両
個。
（私の考えでは、中国に革命が起こらなければ阿 Q も革命党にならず、革命が起これば
108

魯迅が「阿 Q 正伝的成因」の中で、
『文學週報』に載った西諦（鄭振鐸）の評であるとして原文を引
用している（竹内好訳「『阿 Q 正伝』の成り立ち」
『魯迅文集』第 4 巻 2009 年 84 頁）
。
109 新島淳良『魯迅を読む』晶文社 1979 年 207～208 頁。
110 川本栄三郎「
『阿 Q 正伝』の物語り文法」
『アルテスリべラレス』45 号 1989 年
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革命党になるだろう。わが阿 Q の運命はこれしきのものでしかなく、人格もおそらく分裂な
どしていない。
）
」111と述べている。また、李長之もこの作品の一体性を認めている。
「其特
色在从容，却并非散漫，因而是的的确确一篇最完整的艺术，这是我现在对于《阿 Q 正传》敢
肯定的。112（その特色は落ち着きにあるが、しかし散漫ではない。そのため、たしかに最も
完璧な芸術である。これは私が現在、
「阿 Q 正伝」に対して肯定できることである。）」
（筆者
訳）
本節は、以上のような作品構成上の破綻論を検証しながら、比喩表現と文体論の角度、特
に語り手の視点と比喩表現の関係を分析すること通じて、語りの視点と比喩及び作品主題
の関連を解明することを主眼とする。

２.「阿 Q 正伝」における比喩表現
「阿 Q 正伝」の第一章は「序」として示され、「序」で作品の執筆の動機や題名の由来
を述べることは、章回小説の冒頭に似ている。しかし、
「阿 Q 正伝」の「序」に主人公
「阿 Q」が既に登場することは、章回小説とは異なる。そして、第二章以下第九章まで
が、
「阿 Q 正伝」そのものの本体とされている113。作品の構造に関しては、序と本文からな
るという点では「狂人日記」と同一の構造であるが、「狂人日記」においては、その序文
の筆者は日記本文の内容と交渉がない。これに対して、
「阿 Q 正伝」の語り手「私
（
「我」
）
」は、
「序」でいわゆる「歴史癖と考証癖」を尽くし、「阿 Q 正伝」の名称の由来
を語り、そして、第二章から第九章までは「阿 Q 正伝」の執筆を果たしているが、「私」
は全四章だけではなく、作品の後半にも現れる場合もある。その為、
「阿 Q 正伝」におい
て語り手「私」の位置を見定めてゆくことが極めて重要になる。

２－１.第一章における比喩表現
第一章の冒頭部分で、語り手は自分が阿 Q の「正伝」を書くに至った内的経緯と動機につ
いて語った後、

111
112
113

魯迅「俄文译本『阿 Q 正伝』序及著者自叙伝略」
『魯迅全集』第 7 巻 人民文学出版社 2005 年。
李長之「
『阿 Q 正伝』之芸術価値的新估」
『魯迅批判』北京出版社 75 頁。
木山英雄「
『野草』的形成の論理ならびに方法について」
『東洋文化研究紀要』30 号 1963 年。
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而終于歸接到傳阿 Q，仿佛思想114裏有鬼似的。115（「第一章」
）

①

それでも結局は、阿 Q の伝を書くことに落ち着いた。どうやら、頭の中にお化けでもい
るかのようである116。

という比喩文が現れる。この文において、
「鬼」は直訳すると、
「お化け」や「幽霊」とな
る。丸尾常喜は中国の民俗・宗教の深みにまで降りながら、魯迅は内なる「鬼（亡霊）
」に
苦しみつつ伝統的な「鬼」の形象を巧みに借りて阿 Q や孔己乙という孤独で寂しい人々を造
型したと論じた上で、阿 Q の Q（クエイ）とは中国語で幽霊を意味する「鬼（クエイ）
」に
通じると指摘している。
更に、景慧は丸尾常喜の研究を踏まえ、
「阿 Q」と「鬼」の関係を考察し、
「語り手は阿 Q
とのかかわりにおいて、関係性の密から疎への動きのようにも見える。しかし現実にはその
逆である。処刑された阿 Q の語り手への「鬼」としての取り付き、憑依に阿 Q「正伝」の語
りへの動機が置かれている。
「正伝」の語り手はその経緯を、阿 Q への内的焦点化の叙法の
内に語りの対象としている」117と述べている。
筆者は以上のように、阿 Q を「鬼（亡霊）」と認識する観点に疑問を感じる。まず、魯迅
自身は「阿 Q のイメージは、たぶん私の心にかなり前から蓄えられていたと思うが、書いて
みる気はおこらなかった。ところがこの依頼を受けて、急に思い出したので、さっそくその
晩筆をとった。それが第一章の序である118」と述べ、
「序」と同様のことが述べられている
ところから、阿 Q の影像は長い間、魯迅の心の中に住みついていたことが分かる。

２－２.第二章における比喩表現
第二章は「勝利の記録」と題されているが、文中に語られている阿 Q の「精神勝利法」の
中に比喩が用いられていることが注目すべき点である。
語り手は阿 Q の「精神勝利法」を語ろうとする。文中、阿 Q の敗北に次ぐ敗北が描かれる

114
115
116

117
118

中国語の「思想」は日本語と区別すべきである。ここで「頭の中」や「考え」と理解する。
魯迅『吶喊』（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社 2012 年 113 頁。
ここで藤井省三(『阿 Q/故郷』光文社 2009 年) の訳を使用する。他に、竹内好は「なにか物の怪に
でもつかれているのかもしれない。
」と訳し、松枝茂夫・和田武司は「どうも私の頭には、彼の亡霊が
巣くっているような気がする。
」と訳し、丸山昇は「どうやら、頭の中に何かがとりついてでもいるら
しいのである。
」と訳す。
景慧「魯迅小説の物語論的研究：『吶喊』から『故事新編』へ」一橋大学博士論文 2001 年。
竹内好訳「
『阿 Q 正伝』の成り立ち」
『魯迅文集』第４巻 筑摩書房 2009 年 82 頁。
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が、阿 Q は「精神勝利法」を運用し、逆にそこに「勝利」を感じる。たとえば、阿 Q の禿を
からかった未荘の者と喧嘩になり負けてしまうが、阿 Q は以下のような言葉を口に出す。

② 「我總算被児子打了,」119（
「第二章」）
「おれはまあ、せがれに殴られたようなものだ、
」

このように現実を架空の別の事態に転換して考え、悪いのはそういう今の世の中なので、
自分はそのような悪い時代の犠牲であり、自分は正しい立場にあると考えて、喧嘩に負けた
という現実を精神的勝利へと転換する。これが阿 Q の「精神勝利法」であるが、ここでは
「せがれに殴られたようなもの」という直喩が、殴られた自分を正当化する契機となってい
ることに注目すべきである。すなわち、阿 Q の「精神勝利法」とは、敗北という現実を、比
喩というレトリックを用いることによって架空の精神的勝利に化する方法であると言えよ
う。
この彼の「精神勝利法」を知った連中が、阿 Q を殴る時に、

③

「阿 Q，這不是兒子打老子，是人打畜生。自己說：人打畜生！」
阿 Q 兩隻手都揑住了自己的辮根，歪著頭，說道：
「打蟲豸，好不好？我是蟲豸——還不放麼？」120 （「第二章」
）
「阿 Q、これは息子がオヤジを殴るんじゃないぞ、人間様が犬畜生を殴るんだ。自分
で言ってみろ、人間様が犬畜生を殴るんだと」
阿 Q は両手で自分の辮髪の付け根を押さえ、首をねじってこう答える。
「虫けらをなぐる、これでいいか？俺は虫けらだ―早く放してくれよ」

未荘のものが精神勝利法を用いて懲りない阿 Q に思い知らせるために、殴る時にこれは
せがれが親父を殴るのではなくて、
「人間が畜生を殴るんだ」と隠喩を用いて侮辱し、阿 Q
を貶めようとするが、逆に阿 Q は、
「おれは虫けらだ」とさらに自分を卑下した隠喩文を用
いて言い返す。すなわち隠喩の使用においてもっとも巧妙に自分で自分を卑下できる隠喩
使用の第一人者であることを感じ、第一人者としての勝利感に浸るのである。ここでも、阿
119
120

魯迅『吶喊』（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社
魯迅『吶喊』（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社
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Q の精神的勝利は隠喩というレトリックに依っている。
第二章の最後には以下のような比喩文と紛らわしい仮定法表現というレトリックを用い
た「精神的勝利法」が現れる。

他擎起右手，用力的在自己臉上連打了兩個嘴巴，熱刺刺的有些痛；打完之後，便心平氣
和起來，似乎打的是自己，被打的是別一個自己不久也就仿佛是自己打了別個一般，121（「第
二章」
）
かれは右手をふりあげて、自分の横っつらを力いっぱいつづけざまに殴った。飛びあがる
ように痛かった。だが殴った後は気がはれて、殴ったのは自分だが、殴られたのは別の自分
のような気がした。そのうちに自分が他人を殴ったような気がして、

実際には「殴った」のも、
「殴られた」のもすべて阿 Q であるため、この文は現実にあ
りえないことをあったかのように表現する仮定法で書かれている。阿 Q は自分で自分を殴
った後、
「殴った自分」と「殴られた自分」を分離し、自分を「殴った自分」に同一化
し、
「殴られた自分」を「別の自分」である「他人」にしてしまう。このようにして自分
で自分を殴ることにより、
「殴られた自分」という現実から「殴る自分」を作り出し、
「殴
られた自分」という現実を想像の中に追いやることによって、自分を「殴った人間」すな
わち「勝利者」とするのである。この時、「殴ったのは自分だが、殴られたのは別の自分
のような気がした。そのうちに自分が他人を殴ったような気がして」という仮定法表現が
阿 Q を精神的勝利に導く契機となっている。すなわち、第一の「せがれに殴られたような
もの」と同じく、非現実を現実として表現する仮定法というレトリックを用いて表現する
ところに、阿 Q の精神的勝利法を見ることができるだろう。

２－３.第三章における比喩表現
第三章の冒頭から、阿 Q が趙旦那に殴られたお陰で、村で有名になり尊敬されるようにな
った、ということが語られる。その後、以下のような比喩表現が使用される。

④

否則，也如孔廟裏的太牢一般，雖然與猪羊一様，同是畜生，但既經聖人下箸，先儒們
便不敢妄動了。122（
「第三章」
）

121
122

魯迅『吶喊』（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社
魯迅『吶喊』（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社
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そうでないとすれば、孔子廟に供えられた牛のようなもので、豚や羊と同じ畜生であり
ながら、聖人が箸をつけたために、儒者たちも粗忽なまねはできないのだ。

「太牢」とは、中国で天子が社稷を祭るときの、供え物である牛を指す。この文は、阿 Q
を孔子廟の生贄の牛に喩える直喩文である。ここでは、
「太牢」が喩詞、被喩詞は「阿 Q」で
ある。阿 Q が殴られたことで注目を得たのは、殴った人間が「有名人」だったからであり、
殴られた人間が注目を浴びるのは殴った人間の威光のおかげであるというのであり、殴っ
た人間が孔子に喩えられており、殴られた方は孔子が食べた牛に喩えられている。阿 Q の置
かれている立場は則ち犠牲である。阿 Q は趙旦那に殴られたお陰で他の人間よりも注目を
浴びたかもしれないが、所詮「太牢」のように殺される立場にほかならない。したがって、
この比喩には、
「狂人日記」の「食人」と同様のモチーフが用いられており、
「食人」をする
旧社会とそこに住む人間の冷淡さや残酷さへ批判的な態度が含まれている。
ワン

ここに挙げた例は、語り手による比喩表現であるが、ひげ王との交渉においては阿 Q 自身
が用いる比喩表現が見られる。阿 Q がだれよりも軽蔑していたひげ王に近づいて罵る場面
である。

⑤

他癩瘡疤塊塊通紅了，將衣服摔在地上，吐一口唾沫，說：
「這毛蟲！」
「癩皮狗，你罵誰？」王鬍輕蔑的抬起眼來說。123（「第三章」
）
彼はすべてのハゲを真っ赤にして、服を地面に叩き付けると、ペッとツバを吐いて言っ
た。
「この毛虫め！」
「ハゲ犬め、誰に悪態ついてるんだい?」ヒゲの王は軽蔑のまなざしで答えた。

阿 Q が「この毛虫め」と隠喩表現によって罵ると、ひげ王も「禿犬め」と、隠喩表現によ
って罵倒し返す。この後で喧嘩になり、阿 Q は殴られて屈辱を味わう。「毛虫」と軽蔑して
いた者に「禿犬」と罵倒された揚句殴られて、阿 Q の精神的勝利法も活用するすべがない。
「毛虫」と「禿犬」はいずれにせよ、相手を人間扱いせず、人間以下の者として見下し、自
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らを人間として相手よりも優位に置こうとするところに特色がある。したがって、この罵倒
の比喩表現も一種の「精神的勝利法」の一つと考えることができよう。しかし、この場合こ
れが有効に働かなかったのは、最初にこの方法を用い、そのあとで殴られてしまったためで
ある。阿 Q の「精神的勝利法」は、不利な事態をレトリックによって有利に変えてしまうと
ころにその真価が発揮されるのである。

２－４．第四章における比喩表現
第三章で、阿 Q はひげ王に壁に頭をぶつけられ、またニセ毛唐に殴られるという敗北を経
験する。その後、若い尼さんの顔をつねっていじめ、勝利を感じるが、ここに隠喩表現が用
いられている。

而且奇怪，又彷彿全身比拍拍的響了之後更輕鬆，飄飄然的似乎要飛去了。124（「第四

⑥

章」
）
しかも奇妙なことに、パンパン音がしたときよりも全身がさらに軽くなり、フワフワと
飛んで行ってしまいそうなのだ。

そして勝利者の快感について、第四章の冒頭は、以下のような比喩文から始まる。

⑦

有人說：有些勝利者，願意敵手如虎，如鷹，他纔感得勝利的歡喜；假使如羊，如小鷄，
他便反覺得勝利的無聊。125（
「第四章」
）
ある種の勝利者は、敵が虎や鷹であってはじめて勝利の喜びを感じるので、敵が羊や鶏
のひなだと逆に勝利のむなしさを感じるそうだ。

ここで、作者は自ら顔を出し「勝利者」の心理について語る。一般的に言うと、
「勝利者」
は敵が強ければ強いほど、勝利の歓喜を感じるが、敵が弱ければ弱いほど、勝利の虚しさを
感じるのである。しかし、阿 Q はこのような勝利者ではない。阿 Q の「精神勝利法」は、ひ
げ王のような自分より弱いはずのものにも自分が負けているのに、「忘却」によってその事
実を糊塗し、尼さんの頬をつねるというような弱いものいじめをしては勝利感に浸ること
124
125
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である。この比喩文も、強いものに勝って得られる真の勝利の快感と比較して、阿 Q 自身の
「精神勝利法」の卑劣さを描き、当時の中国の精神的状況を皮肉り、批判しているのである。

「這或者也是中國精神文明冠於全球的一個證據了。」126（「第四章」
）
「これも中国精神文明の世界に冠たる証拠かもしれない」

という皮肉には、作者魯迅が顔を出している。このようにして勝利の快感に酔った阿 Q の
心理状態は、第三章の結末の比喩文が繰り返されることによって描かれる。

看哪，他飄飄然的似乎要飛去了！127（「第三章」）

⑧

見よ、彼はふわふわして飛んで行ってしまいそうなのだ。

この足が地についていないような阿 Q の描写の比喩は、第三章では阿 Q の精神勝利法の
表現となっていたが、第四章では別の要素が入ってくる。阿 Q は勝利に酔って「一日中ふわ
ふわ舞い上がって」いた後、土地廟に「ふわふわと」戻ってくる。

⑨

然而這一次的勝利，却又使他有些異樣。他飄飄然的飛了大半天，飄進土殻祠，照例應
該躺下便打鼾。誰知道這一晩，他很不容易合眼，128（「第四章」
）
だがこのたびの勝利は、いささかようすが違っていた。彼はほとんど一日中フワフワ飛
んだので、土地神様の祠に舞い降りると、例によってひっくり返ってそのまま高鼾をかく
はずだった。ところがこの夜は、どうしても寝付けず、

この比喩文では前の比喩文に使われていた「似乎」が消えて隠喩になっている。さらに、
その後喩詞の部分「飛んで行ってしまいそう」が省略され、形容部分「ふわふわ（飄飄然）」
が独立する形でこの後繰り返して使われている。しかし、この「ふわふわ」は、第三章に描
かれた勝利感のせいだけではない。
阿 Q が尼さんの顔をつねったことにより女の肌に触り、
その「すべすべした」感触によって性的欲求が阿 Q のうちに目覚め、その精神が「迷わされ

126
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被蠱」て「ふわふわ」になったと述べられている。

他從此總有些飄飄然；
「女……」他想。129（「第四章」）

⑩

だから彼は、これ以来いつもフワフワしている。
「女……」、彼は考えるのである。

すなわち「ふわふわ」は、阿 Q にとっての女性の問題と結び付くのである。語り手は、こ
の阿 Q の「ふわふわ」状態が儒教的精神からの逸脱であること、中国の男が「みな女のため
に堕落させられ」たように、阿 Q のこのような「ふわふわ」状態をもたらしたものが女であ
ることが、経典からの引用を盛り込みつつ描かれる。

⑪

「斷子絕孫的阿 Q！」
阿 Q 的耳朶裏又聽到這句話。他想：不錯，應該有一個女人，斷子絕孫便沒有人供一碗
飯，……應該有一個女人。夫「不孝有三無後為大」
，而「若敖之鬼餒而」
，也是一件人生的
大哀，所以他那思想，其實是樣樣合於聖經賢傳的，只可惜後來有些「不能收其放心」了。
130

（
「第四章」
）
「跡取りなしの阿 Q！」
阿 Q の耳の中に、またこの言葉が聞えていた。彼は考えた、ちがいない、女が一人いな

きゃならん。跡取りなしでは、飯を供えてくれる者がいない、……女が一人いなけりゃな
じゃくごう

む え ん ぼ と け の ひ ぼ し

らん。
「不孝に三あり、後なきを大となす」、そのうえ「若 敖 の亡魂餓えん（若敖之鬼餒而）
」
となっては、やはり人生の大悲劇だ。だから彼のこの考えは、じつは聖賢の教にぴったり
あた

しているわけである。ただ惜しむらくは、その後やや「その放心を収むる能わず」になっ
てしまったのだが。

阿 Q が尼さんをつねったことによって自らのうちに引き起こした性欲を、経典の言葉と
照らし合わせてゆき、阿 Q の行為・思考が儒教の教えと合致していることを述べているが、
そのことによって、逆に儒教の教えの偽善性が現れてくる仕掛けになっている。さらに、以
下のように、儒教の女性に対する態度を語る。

129
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⑫

誰知道他將到「而立」之年，竟被小尼姑害得飄飄然了。這飄飄然的精神，在禮教上是
不應該有的，——所以女人眞可惡，假使小尼姑的臉上不滑膩，阿 Q 便不至於被蠱，又假使小
尼姑的臉上蓋一層布，阿 Q 便也不至於被蠱了，——他五六年前，曾在戲臺下的人叢中扭過一
個女人的大腿，但因爲隔一層褲，所以此後並不飄飄然，——而小尼姑並不然，這也足見異端
之可惡。
「女……」阿 Q 想（
「第四章」
）
ところが「而立」の歳にさしかかって、ついに若い尼さんのためにふわふわにされてし
まった。このふわふわの精神は、礼教においてはあってはならぬものだ、―だから女はま
ことに憎むべきものである。もしも若い尼さんの顔がすべすべしていなかったら、阿 Q が
毒されることもなかったろうし、また若い尼さんの顔に布を一枚被せていたら、やはり阿
Q が毒されることもなかったろう―彼は五、六年前、村芝居の舞台の下の人混みで女の太
腿をつねったことがあったが、ズボンの上からだったので、その後もふわふわにはならな
かったが、若い尼さんだとふわふわしてしまうのだから、このことからも異端の憎むべき
ことがよくわかろうというものだ。
「女……」と阿 Q は考えた。131

この「ふわふわ」は儒教的にはあってはならぬものであり、これをもたらすものは女であ
り、したがって女は悪いという、儒教の女性に対する偽善的態度が示されている。

２－５．第五章における比喩表現
第五章は、「生計問題」を題とする。第四章を通じて、阿 Q の「精神勝利法」が通用でき
なくなり、阿 Q は生計のため、働き口を探すために、趙旦那の宅を訪ねに行く。その際に、
趙旦那の屋敷から使用人の男性が現れ、阿 Q を追い払おうとする。その情景は、以下の比喩
表現によって描かれている。

一定走出一個男人來，現了十分煩厭的相貌，像回覆乞丐一般的搖手。132（「第五章」）

⑬

かならず男が出てきて、うるさそうに、乞食でも追っぱらうように手を振っていた。
この文は、
「阿 Q 正伝」ではじめての本格的な直喩文であり、ちなみに阿 Q 以外の人物の
131
132
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行為の形容に使用される。趙旦那の家の使用人から見て、阿 Q を「乞食」に喩える直喩表現
である。生計問題に困っている阿 Q が働き口を求める様子は、その外貌や精神状態が「乞
食」に相似しているかもしれず、同じ低層労働者として、趙旦那家の使用人から見ても、阿
Q は「乞食」のようであり、軽蔑されている。ここでは、低層労働者の互いに対する冷淡が
表わされている。
職を求めることを断られた阿 Q は「求食」の道へ立つ。しかし、阿 Q の「求食」は「食べ
物」を求めるためではない。文中に、以下のように二つの表現が使用されている。

⑭

阿 Q 並不鑑賞這田家樂，却只是走，因爲他直覺的知道這與他的「求食」之道是很遼遠
的。133（
「第五章」
）
阿 Q はこの田園風景を鑑賞しようと思わず、ひたすら歩いた。自分の「求食」の道とは
遠くかけはなれていることを、かれは直感していたから。

⑮

他在路上走着要「求食」
，看見熟識的酒店，看見熟識的饅頭，但他都走過了，不但沒
有暫停，而且並不想要。他所求的不是這類東西了；他求的是什麼東西，他自己不知道。134
（
「第五章」
）
マントウ

彼は道を歩きながら、
「求食」しようとした。なじみの酒屋、なじみの饅頭も見た。し
かし、彼はみな通り過ぎた。足をとめなかったばかりか、欲しいとも思わなかった。彼の
求めていたのは、そんなものではなかった。それが何かは自分でもわからなかった。

⑭と⑮の「求食」にまつわる文例は語り手の観点から見る情景を描いていて、隠喩表現で
ある。ここで注目する喩詞は「求食」である。「求食」とは「食を探し、求める」ことであ
る。
阿 Q は飢えていながら、食を求めているのではないと描かれ、自分でも何を求めているの
かわからない。
「求食」は『漢書』
「司馬遷伝」に、
「猛虎在深山，百獸震恐，及在檻阱之中，
搖尾而求食，積威約之漸也」とある。「搖尾而求食」とは自らの姿勢を低め、人に媚びるこ
じゃくごう

とを喩える表現となる。また、前述した第四章において、
『左伝』に出典とする「若 敖 之鬼
餒而（若敖氏の鬼、其れ餒えざらんや）
」という引用があるが、原文では、
「鬼猶求食，若敖
133
134
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氏之鬼，不其餒而。
」である。恐らく魯迅は「鬼猶求食」という言葉を意識したかと推測で
きる。無論、阿 Q は低層農民であり、恐らく『左伝』など読んだことがないであろう。この
部分においては、語り手が儒教の経典を引きながら、阿 Q の行動と照らし合わせてゆく書き
方がなされているが、
「求食」という表現にも語り手が姿を現している。
この比喩表現は、作者が意図的に阿 Q を知識人と結びつける表現となっている。次の例も
そうである。

阿 Q 仿佛文童落第似的覺得很寃屈，135（「第五章」）

⑯

阿 Q は文童が試験に落ちたときのようにぷんぷんして、

「文童」の比喩について、川本栄三郎は「一生涯どんな試験にも無縁であったと思われ
る阿 Q に文童の試験落第の気持ちをあてはめることは、単なる作者の諧謔としか解釈でき
ない。（中略）阿 Q イコール知識人という統合観念が既に作者の潜在意識として出来上が
っていたのではないだろうか。」136と述べているが、具体的な分析が行われていない。元
より、「阿 Q」は「文童」ではなかったが、恐らく阿 Q の挫折した心境を落第生になぞら
えることにより、意図的に阿 Q を知識人に結びつけている。この比喩は、本作品が「正
伝」のパロディーであることと平行的な関係にあるのであろう。
さらに、前文に挙げた⑭「一定走出一個男人來，現了十分厭煩的相貌，像回復乞丐一般
的揺手。（かならず男が出てきて、うさんくさそうに、乞食でも追っぱらうように手を振
って）」という直喩表現がある。語り手が意図的に阿 Q を「乞食」や「文童」に喩える表
現であると推測できる。「乞食」は「求食」の人が何かを求める状態であり、これらの比
喩表現は「阿 Q」の精神上の不満足を示していると考えられる。問題になるのは、なぜ、
「乞食」
、
「求食」と「文童」という喩詞を使用し、阿 Q を知識人のイメージと結びつける
かである。それは、知識人である語り手から見る阿 Q の表現である。つまり、これらの喩
詞を通して、語り手が顔を出していることが分かる。
この第五章では、
「竜虎の闘い」137という紹興地方劇の題名が引喩として用いられている。
小 D が阿 Q の仕事を奪い、争いとなるが、その直前の場面で阿 Q は「我手執鋼鞭將你打！
135
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（わが手にしたる鉄の鞭、汝めがけて振り下ろさん！）
」という言葉を口にする。この言葉
は、「竜虎の闘い」という劇に出てくる文句であり、やはり、引喩である。したがって阿 Q
自身がこの争いを「竜虎の闘い」という演劇になぞらえていることになる。自分のつまらぬ
行為を英雄の行為になぞらえる理想化がここに含まれている。ところが、この小 D との闘い
は、小 D に阿 Q の使っていた比喩的謙遜法「おれは虫けらだよ、これでいいだろう」が使わ
れてしまうことによって、精神的勝利法が適用できなくなる。お互いの辮髪を掴まえて闘い
が膠着した状態で終わった後、今度は語り手によってこの戦いが「竜虎の闘い」の引喩を用
いて評される。

這一塲「竜虎鬭」似乎並無勝敗，138（「第五章」）

⑰

この「竜虎の闘い」は勝ち負けなしで終ったらしい、

このように紹興劇「竜虎の闘い」が阿 Q によっては台詞の引用が隠喩として用いられ、語
り手によって題名が隠喩として用いられていることから、阿 Q は劇中の人物に、語り手は劇
の見物人もしくは演出者になぞらえられていることが明らかになる。阿 Q は第一章では史
伝のパロディーの主人公であったが、ここではさらに、紹興劇の登場人物としてパロディー
化されていると考えることができる。パロディー内パロディーとして、劇中劇のような効果
を出している。

２－６．第六章における比喩表現
第六章は未荘を出た阿 Q が小財を蓄えて戻った話が描かれている。物資的に「勝利者」と
なった阿 Q は、村の人々に尊敬されるようになる。そして、
「革命党」を殺す場面を語る際
に、以下のような表現が使用されている。

⑱

王鬍驚得一躍，同時電光石火似的趕快縮了頭，139（
「第六章」）
ひげの王は、びっくりして飛びあがり、同時に電光石火のごとく首をすくめた、

138
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燭火像元夜似的閃閃的跳，他的思想也迸跳起來了：140（「第七章」）

⑲

蝋燭の火は元宵の夜のようにパチパチはぜ、空想も高くとんだ

ひげ王は阿 Q と同じく、最低層にいる労働者であるが、前章では阿 Q はひげ王にさえい
じめられる。しかし、第六章で、金を持って未荘に戻る阿 Q に対し、ひげ王の態度は一変す
る。阿 Q から革命党を殺す話を聞くと、⑱ひげ王は「電光石火のごとく首をすくめた」とい
う直喩表現が使用される。「電光石火」は元々仏教用語で、世の中の物は瞬間に消滅し、速
度の速いという意味であるから、ここでひげ王の極度の恐怖の心境が描き出される。⑱の
「電光石火」に見られる鋭い光は、刀の光を連想させ、阿 Q の力強さが強調される。⑲にお
ける「蝋燭」の光は阿 Q の革命幻想に繋がり、阿 Q を元気づける。

２－７．第七章における比喩表現
この章において阿 Q は革命党に対する態度において一種の「精神勝利法」を用いているの
が見られる。阿 Q はもともと、革命党が自分には具合の悪いものだと思い、憎んでいた。

⑳

但他有一種不知從那里來的意見，以爲革命黨便是造反，造反便是與他為難，所以一

向是「深惡而痛絕之」的。141（
「第七章」）
しかし、阿 Q の耳にも、本来早くから革命党という名は聞こえていたし、今年はその
目で革命党を殺すこところも見ていた。だがどこで聞きつけたのか、革命党は謀叛であ
り、謀叛は彼にとっても具合が悪いと阿 Q は考えており、これまで「深く悪んでこれを
痛絶」していた。

ここでの引喩「深惡而痛絕之（深く惡みて痛く之を絶つなり）」は『四書集注』にあって、
孔子が偽君子である「郷原」を憎むことへの朱子の注の言葉である。ここで語り手は阿 Q の
革命党への考えを述べる際に、朱子の言葉を引用することにより阿 Q と儒教の一致を表現
している。注目すべきことは、ここでも語り手が顔を出していることである。
しかし、挙人の旦那でさえも革命党に恐怖を感じているのを見て取ると、革命党になった
つもりになり、それを自分自身の「精神的勝利」に転換してしまうのである。
140
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㉑

殊不料這却使百里聞名的舉人老爺有這樣怕，於是他未免也有些「神往」了，况且未莊
的一羣鳥男女的慌張的神情，也使阿 Q 更快意。
「革命也好罷，」阿 Q 想，
「革這伙媽媽的命，太可惡！太可恨！……便是我，也要投
降革命黨了。」142（「第七章」）
ところが百里四方に名高き挙人旦那もこれほど恐れているとは思いもよらぬこと、阿 Q
も多少の「憧れ」は禁じがたく、まして未荘の阿呆どもがあてふためくようすに、阿 Q は
スカッとした。
「革命もいいな」阿 Q は考えた。「このこん畜生どもの命を革めてやるんだ、この憎た
らしい、嫌な奴らの命をな！……俺だって、革命党に降参しようじゃないか」

この阿 Q の「精神的勝利」を描く時に用いられる言葉が、第四章における精神勝利法でも
用いられていた「飄飄然（ふわふわ）」である。

㉒

阿 Q 近來用度窘，大約略略有些不平；加以午間喝了兩盌空肚酒，愈加醉得快，一面想
一面走，便又飄飄然起來，不知怎麼一來，忽而似乎革命黨便是自己，未莊人却都是他的俘
虜了。他得意之餘，禁不住大聲的嚷道：
「造反了！造反了！」143（「第七章」）
最近の阿 Q はやり繰りが苦しく、おそらく多少の不平を抱いていたところに、昼ごろの
空きっ腹に酒をふた碗も飲んだので、酔いの回りが早く、こんなことを考えながら歩いて
いると、またもやふわふわしてきた。そして何かのきっかけで、突然革命党とは自分のこ
とであり、未荘の者はみな彼の捕虜であるかのような気分がしてきた。彼は得意になって、
思わず大声で叫び出した。
「謀叛だぞ―！謀叛だぞ―！」

第四章では、「他飄飄然的似乎要飛去了」という「飛んで行くよう」という比喩とともに
用いられていたが、ここではそれが用いられず、その代わりに、「謀反だ！謀反だ！」と阿
Q が叫ぶ。
未荘の人々は恐怖の目つきで彼を見つめ、
その目つきを見て阿 Q が感じたことが、
次のように直喩を用いて表現されている。
142
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一見之下，又使他舒服得如六月裏喝了雪水。144（「第七章」）

㉓

それを見ただけで真夏に氷水を飲んだように胸がすっとした。

周りの人々の目つきを見ての気持ちへの変化であるが「真夏に氷水を飲んだ」と感じる直
喩表現は視覚から味覚へと変化する共感覚の用法と言える。「謀反だ！」と叫んだ阿 Q は、
殺される恐れもあるが、周りの人々の恐怖の目を見ると、阿 Q は恐怖を感じず、逆に非常に
いい気分となる。
そして、阿 Q はふわふわと飛び回ったのち（飄飄然的飛了一通）十谷祠に戻ると、
「革命」
の妄想へ走るのである。

２－８．第八章における比喩表現
阿 Q はニセ毛唐に「革命」を相談しに行く際に、阿 Q の視線からニセ毛唐は以下のように
描かれる。

已經留到一尺多長的辮子都拆開了披在肩上，蓬頭散髪的像一個劉海仙。145（「第八章」）

㉔

やっと一尺ばかり伸びた辮髪をほぐして肩に垂らしているので、ざんぎり頭のぼさぼ
さ髪は、劉海仙にそっくりだ。

これは、阿 Q がニセ毛唐を訪ねるとき、阿 Q の視線に沿ってニセ毛唐の様子を見てい
る。阿 Q からすれば、ニセ毛唐を「劉海仙」に喩える直喩表現である。「劉海仙」は明代
の『列仙全伝』で八仙の一人とされ、仙童の姿として描かれていることも多く、その前髪
を垂らした髪型が特徴的である。また、民間では財神として、すなわち金銭獲得の神とし
ても人気を博した。ここは、阿 Q の目から見たニセ毛唐の姿に喩えているのであるから、
民間に流布している画像のイメージが浮かんだのであろう。
阿 Q 自身の革命についてのイメージは、
「掠奪」と「強姦」として描かれている。つまり、
阿 Q は「革命」を通して「支配階級」の特権を獲得しようとする。一方、「支配階級」とし
てのニセ毛唐は「革命」を通して、更なる特権を得ようとする。ニセ毛唐を「劉海仙」に喩
える比喩表現の裏には、そのような人間に対する魯迅の批判的な視線があるのではないか。
144
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また、「革命」が行われた夜に、つまり趙家が強盗に遭われた状況について、以下のよう
に、「羲皇」時代に喩える比喩表現がある。この比喩は阿 Q が考えたことではなく、語り手
による描写である。

這一夜沒有月，未莊在黑暗裏很寂靜，寂靜到像羲皇時候一般太平。146（「第八章」）

㉕

この夜は月がなく、未荘は暗黒の底に静まりかえっていた。さながら伏羲時代のように
静かで太平だった。

「羲皇」は古代中国神話に登場する神であり伝説上の帝王である。伏羲の在位中、民は豊
かに平和に暮らしていたとされる。趙家が略奪されている最中であるにもかかわらず、「さ
ながら伏羲時代のように静かで太平だった」と描いているのは、この「革命」に対して語り
手がアイロニカルな態度を取っていることを示していることが読み取れる。

２－９．第九章における比喩表現
第九章は主に阿 Q が処刑されることが描かれる。まず、次の表現を見てみよう。

㉖

於是一個長衫人物拿了一張紙，並一支筆送到阿 Q 的面前，要將筆塞在他手裏。阿 Q 這
時很喫驚，幾乎「魂飛魄散」了：因為他的手和筆相關，這回是初次。他正不知怎樣拿；那
人却又指着一處地方敎他畫花押。147（「第九章」）
すると長衫の人が一枚の紙を取り、筆と一緒に阿 Q の眼前に差し出し、筆を彼の手に
握らせようとした。このときの阿 Q がひどく驚き、ほとんど「魂が飛散する」ところだ
ったのは、彼の手が生まれて初めて筆と関わりを持ったからである。彼は筆の握り方さ
え知らないというのに、その男は一箇所を指差して彼に署名させようとした。

ここに用いられている「魂魄が飛散する」という表現は、伝統小説の言い回しに用いられ
る驚愕の比喩表現である。すなわち、阿 Q の心理が伝統小説のパロディーとして描写されて
いる。
「魂魄」は形を持たないが、この表現によって阿 Q の精神が具像化されて描かれてい
る。
146
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また、後文に「這些眼睛似乎連成一気、已経在那裏咬他的霊魂。
（この眼たちは、すっと
ひとつに合体したかと思うと、もうかれの魂に噛みついていた。）
」がある。見物人の視線を
一人の人間に擬人化し、彼らの冷酷さを具像化すると同時に、阿 Q の魂に噛みつかせるとい
う表現により、
「食人」のモチーフをここにも持ち出している。
そして、阿 Q が判決書に署名する際の情景が、以下のように描かれている。

㉗

阿 Q 要畫圓圈了，那手揑着筆却只是抖。於是那人替他將紙鋪在地上，阿 Q 伏下去，使
盡了平生的力氣畫圓圈。他生怕被人笑話，立志要畫得圓，但這可惡的筆不但很沈重，並且
不聽話，剛剛一抖一抖的幾乎要合縫，却又向外一聳，畫成瓜子模樣了。148（「第九章」）
阿 Q は丸を書こうとしたが、その手は筆をつかんだままブルブル震えるだけだった。そ
こで男が阿 Q のために紙を地面に広げてやったので、彼はかがみ込み、渾身の力を振り絞
って丸を書いた。彼は人に笑われまいとして、丸く書くぞと志を立てたのだが、この憎た
らしい筆はひどく重いばかりか、言うことを聞かず、ブルブル揺れてようやく一周を終え
ようとするときに、外に跳ねてしまい、スイカの種のような形になってしまった。

ここで、注目すべきことは、本来、犯人は判決書に丸を描き、判決に同意することとなる。
しかし、阿 Q の場合、丸を丸く描くことができず、スイカやヒマワリの種のように尖っいび
つな形に書いてしまう。阿 Q は低層労働者であり、筆を執ることは彼にとって考えられない
知識人的な行為である。阿 Q は死刑の時の厳粛なる丸を描こうとするが、スイカやヒマワリ
の種のような形になってしまう。死刑とスイカやヒマワリの種のような庶民の身近の存在
であるの落差がブラックユーモアになっていると考えられる。丸く描けなかったのは、極度
の恐怖の中で手が震えたのが原因であろう。阿 Q はこれまで精神勝利法を利用し、自分に不
利の状況を有利に転化することができた。ところが、死に直面し、精神勝利法はもはや無意
味となり、精神勝利法は使用する余地を失う。
阿 Q が処刑される前、囚人服に着替えさせられる場面がある。

㉘

許多長衫和短衫人物，忽然給他穿上一件洋布的白背心，上面有些黑字。阿 Q 很氣苦：
因爲這很像是帶孝，而帶孝是晦氣的。然而同時他的兩手反縛了，同時又被一直抓出衙門外
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去了。149（「第九章」）
大勢の長衫や短い上着の人物たちが、突然彼に舶来綿布の白いチョッキを着せたとこ
ろ、それにはなにやら黒い字が書かれている。阿 Q が困ってしまったのは、それが喪服み
たいで、喪服とは縁起が悪いからだ。しかしそれと同時に彼の両腕も後ろ手に縛られてし
まい、また同時にそのまま役所の外へと連行された。

ここで、阿 Q が囚人服を「帶孝（喪服）」と思う描写がある。中国では、「披麻帯孝」と
いう風習がある。つまり、肉親，特に親が亡くなった時に，麻布の帽子をかぶって喪服を着
ることである。親のために喪服を着ると考えることは、阿 Q が自身を息子であると考えるこ
とになる。第二章の阿 Q の精神勝利法の中で、阿 Q が殴られた際に、「我總算被兒子打了。
（おれはまあ、せがれに殴られたようなものだ。）
」と考えた。阿 Q が殴られたときは、自分
を親父と想像し、自分が息子に殴られたと妄想するのである。この㉘の比喩表現も全体とし
ては外側の視点から語られるが、
「阿 Q が困ってしまったのは、それが喪服みたいで、喪服
とは縁起が悪いからだ。」という部分は、阿 Q への内的焦点描写が行われる。しかし、阿 Q
は現実を非現実に転化できず、
「精神勝利法」が役立たない様子が描かれる。
その後、阿 Q は処刑場へ送られる。阿 Q が周りの見物人を観察する様子が描かれる。

他惘惘的向左右看、全跟着馬蟻似的人，150（「第九章」）

㉙

悲しそうな眼を左右に向けて、ぞろぞろ蟻のようについてくる群衆を眺めた、

この文は阿 Q への描写ではなく、阿 Q の目を借りた周りの人間の描写である。見物する
人を「蟻」のようだという描写であり、阿 Q の目を通じて周りの人々を小さく見ている。比
喩表現であるが、誇張の意も含まれている。見物人は阿 Q の処刑に冷たい態度を取ってい
て、彼らの表情が見えない。群衆を蟻に喩えることは、人間的感情を持たない見物人の冷た
さを描き出している。一方、
「蟻」自身も自然界の中で弱小な存在であるため、彼らの命も
随時に脅かされていることも暗示されている。
阿 Q の「引き廻し」の途中、二度彼の思考は「旋風のようだ」という直喩表現が現れる。
具体的には以下の通りである。
149
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他的思想仿佛旋風似的在腦裏一迥旋。151（「第九章」
）

㉚

彼の思考が頭の中を旋風のようにはせめぐったようであった。

這刹那中、他的思想又仿佛旋風似的在腦裏一迥旋了。152（「第九章」）

㉛

その刹那、またしも彼の思考が頭の中を旋風のようにはせめぐったようであった。

二度にわたって「旋風」153が語られているが、「旋風」という喩詞は、前文で使用されて
いた「ふわふわ」と対比して考える必要がある。第三章で、阿 Q の「ふわふわ」状態は儒教
的精神からの逸脱であった。一方、
「旋風」は渦巻き状の風であり、気流の勢いがある状態
である。それは、儒教精神、更に封建社会から切り離されることを暗示するのではないか。
「思考」を「旋風」に喩えることは、阿 Q の心理活動を物質のように描く書き方である。
最初、見物の群集から呉媽の姿を確認したとき、阿 Q の思想は「旋風のように」
、芝居の歌
を思い出す。趙家で唯一阿 Q へ同情を示した呉媽は見物群集の一人として登場するが、その
彼女さえも阿 Q の処刑に無関心な態度である。
見物の人々から「狼の遠吠え」のような「喝采」があがった後、阿 Q は再び見物の群集を
眺める。その際に再び「旋風のようだ」という表現が現れ、阿 Q は狼と遭遇した出来事を思
い出す。その時、阿 Q は群集の目に狼以上の恐ろしさを見出すのである。

永遠記得那狼眼睛、又凶又怯閃閃的像兩顆鬼火，似乎遠遠的來穿透了他的皮肉。154

㉜

（
「第九章」
）
あのときの狼の眼はわすれようにも忘れられない。残忍な、それで臆病な、きらきら鬼
火のように光る眼、それがはるか遠くからかれの皮と肉をつきさすような気がしたもの
だ。

㉝

151
152
153

154

而這回他又看見従來沒有見過的更可怕的眼睛了，又鈍又鋒利，不但已經咀嚼了他的
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「
「旋風」
」は「中国の伝統的
な演劇や小説では、
「鬼」の出現の予兆であり、
「
「鬼」の登場のまぢか」であることの示唆としてい
る。
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話，并且還要咀嚼他皮肉以外的東西，永是不遠不近的跟他走。155（「第九章」
）
かれはこれまで見たこともない、もっと恐ろしい眼を見た。にぶい、それでいて棘のあ
る眼。かれのことばを嚙みくだいたばかりでなく、かれの皮と肉以外のものまで嚙みくだ
こうとするかのように、近づきも遠のきもせずに、いつまでもあとをつけてくる。

阿 Q が処刑される際、見物する群衆の眼が阿 Q には「狼の眼」に見え、さらに、阿 Q の
「ことばを嚙みくだいたばかりでなく、かれの皮と肉以外のものまで嚙みくだこうとする」
。
「皮と肉以外のもの」という表現は、「魂」を阿 Q の側から表現したものであろう。
「狼の
眼」は阿 Q の魂に噛みつく。人を襲い食する動物である「狼」に喩えることからは、
「狂人
日記」における「食人」のテーマが連想される。
「狂人日記」において、
「狂人」は「食人」
を文字通りのカン二バリズムとして捉えていていたが、ここでも阿 Q の眼には、群衆が自分
の肉体と魂を食いつくす狼のように見えているのである。
ところで、この阿 Q を見つめる狼の眼は何であろうか。以下の比喩表現を見てみよう。

這些眼睛們似乎連成一氣、已經在那里咬他的靈魂。156（「第九章」
）

㉞

この眼たちは、すっとひとつに合体したかと思うと、もうかれの魂に噛みついていた。

他早就兩眼發黒、耳朶裏嗡的一聲、覺得全身仿佛微塵似的迸散了。157（「第九章」
）

㉟

彼はとっくに眼の前が真っ暗になり、耳の中がガーンと鳴り、全身が木っ端微塵に枠け
散ったのを感じていた。

見物する人の眼を「狼の眼」と喩え、さらに、
「狼の眼」は阿 Q の魂を噛み砕こうとした、
とする。やがて、阿 Q は処刑され、全身が「木っ端微塵に枠け散った」という表現は、阿 Q
が死ぬ時の心象を感覚的に描写したものである。死刑にされる瞬間の感覚を、「木っ端微塵
に砕け散った」と描いて、具象化させたものであると言えよう。
「耳の中がガーンと鳴り」という描写があるから、阿 Q が銃殺されたと推定できよう。銃
殺される場合は、死体は飛び散らないはずである。ここにおける「全身が木っ端微塵に砕け

155
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散った」という描写は、阿 Q の精神を形があるような物質として描写している。つまり、
「砕
け散った」とは、
「精神」の崩壊を具象化した表現である。

３. まとめ
魯迅は「ロシア語訳『阿 Q 正伝』序および著者自叙略伝」158において、
「阿 Q 正伝」の創
作意図を語る。つまり、
「沈黙した国民の魂を描く」こと、作者の「眼底を通過した中国の
人生」である。作者は伝統小説のパロディーを利用し、滑稽という手法と結びつけることに
よって、
「開心話（笑い話）
」を超えた諷刺効果をもたらした。
作品の中における精神勝利法の内実は比喩表現などのレトリックである。
「阿 Q 正伝」の
構造上における所謂「破綻説」は、作者が描写する手法の変化を指している。作品の前半は
語り手が自ら顔を現し説明することによって、読者が阿 Q の奇妙な心理を理解し得たので
ある。また、語り手は引喩という手法を駆使し、儒教の経典を引きながら、阿 Q の行動と照
らし合わせる作業により、儒教の矛盾を表面に引き出す。作品の後半になると、阿 Q が革命
に参加して以降は、主に阿 Q への内的焦点描写を通して、阿 Q の心理及び阿 Q から見る周
りの世界を描き出している。語り手は直接表に顔を出していないが、比喩表現によって、阿
Q の精神勝利法の消滅と彼の意識の変化を示している。

158

魯迅「俄文译本『阿 Q 正传』序及作者自序传略」
『魯迅全集』第 7 巻
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第五節 「白光」における外的・内的視点と比喩表現

１．「白光」の物語内容
「白光」は「孔乙己」と同じく、科挙試験に失敗した読書人の物語である。この作品は 1922
年 10 月に、上海の『東方雑誌』第 19 巻第 13 号に発表された。この作品では、16 度目の科
挙試験の県試に失敗した読書人陳士成が、絶望のあまり精神に異常をきたし、深夜に白い光
を見て宝探しを始め、遂には白光に誘われて溺死してしまうまでが描かれている。

２．語り視点と比喩表現
「狂人日記」は一人称小説であり、
「私」の脳裏にある幻想が現実に転換され、
「狂気」に
なってゆく過程が、隠喩の実体化の過程によるものとして表現されていたことは前述のと
おりである。一方、
「白光」は三人称小説である。したがって、主人公の心理活動は語り手
によって描き出されている。この場合は、語る視点と焦点化が重要な問題となる。「白光」
も、
「薬」と同じように内的焦点化を採用している。小説の主体部分は主人公の陳士成の内
面に焦点を当て、陳士成の角度から周りの生活と出来事を観察し、直接に陳士成の狂気の心
理を描いている。特に、陳士成が狂気になる過程を描く場合は、語り手の視線は陳士成と同
一化し、細かく彼の心理活動が描写される。一方、陳士成が狂気になる前および死んだ後は、
全知の視点で語られている。
本節では、
「白光」における比喩表現を分析することによって、この作品の語りの手法と
比喩表現の関係を探っていく。

３．「白光」における比喩表現
３－１.科挙試験に失敗
読書人陳士成は科挙試験の結果を見に行き、自分が今度で 16 回目となる試験にも合格
できなかったことを知る。その時の士成の様子が次のように描かれている。

78

①

但他似乎被太陽曬得頭暈了，臉色越加變成灰白，從勞乏的紅腫的兩眼里，發出古
怪的閃光。這時他其實早已不看到什么牆上的榜文了，只見有許多烏黑的圓圈，在眼前
泛泛的游走。159
しかし、彼は太陽に照らされて眼まいがしたらしく、顔色はしだいに青ざめ、疲れ
て血走った両眼からは、怪しげな光がほとばしった。実はこの時彼は塀に張られた発
表などは見ていなかった、ただたくさんの黒い円が、眼の前をふわふわ漂っているば
かりだった。

この文章の中で、士成の狂気の端緒を描く「疲れて血走った両眼からは、怪しげな光が
ほとばしった」という部分は外側から士成を描く外的焦点化を用いて描いている。然しそ
れに続く、幻想の部分「ただたくさんの黒い円が、眼の前をふわふわ漂っているばかりだ
った」という部分は、士成の内面からの視線であり、内的焦点化を用いて、士成の幻想を
描いている。この「黒い円」というのは、県試の合格発表者の姓名が円形に描かれている
ものが、幻想的に士成の脳裏に浮かんでいるのを描いたものである。この描写が、内的焦
点化による士成の幻想の描写の始まりである。客観的叙法では、
「たくさんの黒い円が、
眼の前をふわふわ漂っているかのように、彼の眼には見えた」という仮定法的に描くべき
ところであろうが、それを内的焦点化によって、事実として描いている。①の文章を全体
としてみれば、陳士成を内的・外的両面から描く全知の語り手による語りを用いていると
言えよう。
この文章の後で、県試に落ち、思い描いていた出世コースの計画が絶望的になった士成の
気持ちが、次のように直喩を用いて描かれる。

②

他平日安排停當的前程，這時候又像受潮的糖塔一般，刹時倒塌，只剩下一堆碎片了。
160

ふだん、きちんと立ててあった出世コースが、この時湿気にあたった糖塔（飴の塔）
のようにまたも一瞬に崩れおちて、こなごなに砕け散った。

159
160

魯迅『吶喊』（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社
魯迅『吶喊』（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社

79

2012 年
2012 年

205 頁。
206 頁。

陳士成が夢に描いていた前途がだめになってしまうのを「糖塔」の崩壊に喩える表現で
ある。喩詞の「糖塔」とは飴で作られた神を祀るための道具であり、吉祥・太平を表わす
ものとして人々の祈りが込められた人工物である。一方、被喩詞の「出世コース」は封建
社会の中における科挙試験の成功によるものであるが、それは地位と財力を得ることがで
きる世間的成功である。士成の前途が崩壊する様が「糖塔」の崩壊に喩えられているの
は、彼がそれを作って成功を祈ったことがあるからかもしれない。
そして、彼が帰宅すると、生徒が一斉に声を出して本を読み始める。

③

他剛到自己的房門口，七個學童便一齊放開喉嚨，吱的念起書來。他大喫一驚，耳朶
邊似乎敲了一聲磬，只見七個頭拖了小辮子在眼前幌，幌得滿房，黑圈子也夾着跳舞。161
家の前まで来ると、七人の生徒が一斉に声を張り上げて、本を読み始めた。彼はびっ
くりした。耳元で鐘をたたかれたような気がした。見ると小さな辮髪を垂らした頭が七
つ、身の前でゆらゆらしている。それが部屋いっぱいになり、黒い円もその中に混じっ
て踊っている。

生徒の声が「耳元で鐘をたたかれたよう」に聞こえたという、直喩表現があるが、これ
が以後の士成の幻聴の始まりを表わしている。生徒の声という事実がそれとは別の「耳元
で鐘をたたかれたよう」という別の事実に置き換わるところに、幻聴という現象が成立す
るのであるが、比喩というものがある事実を他のものに置き換えることによって成り立つ
というところに、幻覚・幻聴という精神的異常を比喩で表現するという表現法が成立する
理由がある。士成は、生徒の辮髪の中に①で見た「黒い円」が「混じって踊っている」の
を見る。この部分は内的焦点化によって描かれているが、①と同じく、内的焦点化による
描き方では、幻覚＝隠喩となる。

④

陳士成還看見許多小頭夾着黑圓圈在眼前跳舞，有時雜亂，有時也擺成異樣的陣圖，
然而漸漸的減少了，模胡了。162
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陳士成の眼には、まだ小さな頭が黒い円と混じって眼の前で踊っているのが見えてい
た。時には入り乱れ、ときには変わった陣形に並ぶ。然し、それもだんだん数が少なくな
り、形もぼやけた。

この「黒い円」の幻想も、①、③と同じく内的焦点化＝隠喩の表現法を用いて描かれて
いる。

⑤

他又就了坐，眼光格外的閃爍；他目覩着許多東西，然而很模胡，——是倒塌了的糖塔
一般的前程躺在他面前，這前程又只是廣大起來，阻住了他的一切路。163
彼はまた腰を下ろした。眼ばかりがむやみにぎらぎらと光った。いろいろのものがそ
の眼に映るが、ひどくぼんやりしている―崩れおちた糖塔のような前途がかれの前に横
たわり、どんどん広がって、かれのすべての道をふさいでしまった。

⑤の「彼はまた腰を下ろした。眼ばかりがむやみにぎらぎらと光った」という文は、外
的焦点化であり、外側から士成を描いているが、それに続く文には内的焦点化が用いら
れ、士成の心理を内側から描いている。この内的焦点化による直喩表現において、「出世
コース」は士成の祈りを込めた「糖塔」の崩壊として具象化され、それが「どんどん広が
って、かれのすべての道をふさいでしまう」幻想として表現される。陳士成の思い描いて
いた全ての前途が失われる絶望感を描いている部分であるが、この直喩を用いた表現は、
陳士成の脳裏で「前途」が飴のように「どんどん広がって、かれのすべての道をふさい
で」しまうという具体事実として起こっている様を描いているのである。陳士成が長年追
求してきた「前途」は「崩れた糖塔」として実体化し、彼のすべての道を防ぎ、彼を絶望
へ追いやる具体的存在として士成の前に現れてくる。「狂人日記」において、狂気に至る
過程が隠喩の実体化という形で描かれていたように、この小説においても、陳士成の絶望
が、比喩の実体化として描かれている。ただし、
「狂人日記」における「食われる」とい
う隠喩の実体化が、
「狂人」の異常それ自体であったのに対し、この「糖塔」の比喩は、
前途を絶たれた士成の一時的な心理状態を表わしているにすぎない。
この比喩の実体化は士成が家に帰って庭に出た時の次の文にも見られる。

163
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連一羣雞也正在笑他，164

⑥

鶏の群れまでが彼を笑っている。

外的焦点化では、
「鶏の群れまでが彼を笑っているかのように思われた」というところを、
内的焦点化＝隠喩を用いて、
「笑っている」という形で、心理上の事柄を、現実化している
のである。
このように、幻想を現実と混同する発狂の状態が、この小説では内的焦点化と比喩の実体
化を用いて描かれている。これは「狂人日記」と同様であるが、狂人日記の場合一人称小説
であったために内的焦点化の必要はなかったが、
「白光」の場合は三人称小説であるために、
妄想や幻想を描くためには内的焦点化を用いて士成の内面からの視線を描き、隠喩の実体
化を客観描写として描いているのである。

３－２.月が現れる
陳士成が試験に落ちて絶望すると同時に、周りの人間も自分に冷たい態度を取っている
ように感ずるが、その中に月が夜空に現れる場面が描かれる。

⑦

空中靑碧到如一片海，略有些浮雲，彷彿有誰將粉筆洗在筆洗裏似的搖曳。月亮對着陳
士成注下寒冷的光波來，當初也不過像是一面新磨的鐵鏡罷了，而這鏡卻詭秘的照透了陳士
成的全身，就在他身上映出鐵的月亮的影。165
空は海のように青黒く、そこにいささか見える浮雲は、さながら誰かが筆洗の中で白筆
を洗ったように棚曳き、冴え渡った月は陳士成に向って冷やかな光の波を灌ぎかけ、初め
はただ新に磨いた鉄鏡に過ぎなかったが、この鏡は不思議にも陳士成の全身を透きとお
して、彼の身体の上に鉄の月の光を映じた。

この文章は、全知の視点から描かれている。最初客観描写で始まるが、そのあとすぐに「略
有些浮雲，仿佛有誰將粉筆洗在筆洗里似的搖曳（そこにいささか見える浮雲は、さながら誰
かが筆洗の中で白筆を洗ったように棚曳き）
」という擬人的比喩が使用され、自然の中に何
者かの意思が働いているかのような暗示がなされている。その後、この意思によるものであ
164
165
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るかのように、
「月は陳士成に向って冷やかな光の波を灌ぎかけ」る。次に月を新しく磨か
れた鉄の鏡に喩える隠喩文「初めはただ新に磨いた鉄鏡に過ぎなかった」が現れ、更に、
「こ
の鏡は不思議にも陳士成の全身を透きとお」すという言い方が用いられて、士成の身に起こ
る出来事があたかも自然あるいはその意思を代表するものとしての月によるものとして描
いている。
新島淳良は、この部分で月を鉄鏡に喩えていることについて、以下の通り述べている。
「月
が寒夜を照らし、
「その鏡は不思議にも陳士成の全身をくまなく通り抜けて、かれのからだ
に鉄の月の影を映す」
。月の、という形容詞を英語で lunatic というが、
『狂人日記』の「月」
と同じく、
「狂気の」という意味である」166。これは西洋で月が狂気 lunatic と結び付いて
いるということを言っているに過ぎない。
「鏡」は丸く光っており、月の喩えとして使用さ
れることは理解しやすい。しかし、なぜ月を鉄鏡に喩えなければならないのか。それは、陳
士成が狂気になる過程と関係すると考えられる。
「鉄鏡」は財宝であり、
「新しく磨かれた鉄
鏡」の光は、次に描かれる金銀のありかを知らせる「白光」を連想させる。すなわち、「鉄
鏡」のイメージは、財宝追求の狂気の連想を伴っているのである。
例文③の後、陳士成にはある声が聞こえ、祖母から聞いた財宝が埋蔵された話を思い出す。
月の光に勧誘され、彼は財宝への欲望から脱出できない。ここでも月が士成にもたらす効果
は擬人法的隠喩で表現される。

⑧

但今天鐵的光罩住了陳士成，又輭輭的來勸他了，他或者偶一遲疑，便給他正經的證明，
又加上陰森的摧逼，使他不得不又向自己的房裏轉過眼光去。167
しかし、今日の鉄の光は陳士成をすっぽりとおおい、やんわりと彼をうながした。ふと
ためらうと、もっともらしい証拠を出して、また不気味にせきたてる。彼は自分の部屋の
ほうへ眼を向けずにはいられなくなった。

この文では月の喩詞であった鉄が月に代わってしまっている。その「鉄の光」が彼を「う
ながし」
、
「もっともらしい証拠を出し」、
「不気味にせきたてる」
。これは士成の内面に焦点
を当てた書き方である。修辞学的には隠喩表現であるが、士成の内面から見ればこの通りの
ことが起こっている直接的叙法であり、月は意思を持った自律的存在となっているのであ
166
167

新島淳良『魯迅を読む』晶文社 1979 年 17 頁。
魯迅『吶喊』（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社
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る。これは士成の狂気の表現であるが、内的焦点化であると同時に隠喩であり、
「狂人日記」
における隠喩の実体化がここでも起こっている。
次に、
「白光」が現れるが、内的焦点化によって以下のように描かれている。

白光如一柄白團扇，搖搖擺擺的閃起在他房裏了。168

⑨

白光が団扇のようにゆらゆらと彼の部屋から立ち上る。

ここで「白光」が直喩表現によって「團扇」に喩えられている。中国古典には、
「月」を
団扇に喩える詩文が数多くあり月と団扇は連想的に結びついている。このことから、部屋か
ら立ち上る白光は月の光と結び付くことが暗示されているのである。この「白光」は月によ
る陳士成の「狂気」への誘導である。
また、中国では白い光を発している場所には、必ず財宝が埋葬されているという言い伝え
がある。丸尾常喜によると、紹興地方で一般の神廟の祭祀（神の誕生を祝う神誕祭）で演じ
られる演劇（
「廟会戯」
）では、中心演目（「正戯」
）が演じられる前に「五場頭」169と呼ばれ
る慶祝劇が演じられる170。その中の演目の一つ「掘蔵」には、将来に備えて屋敷内に金銀を
埋蔵し、幸運な子孫がそれを掘り当てるようにするという考えが出てくる。舞台上で火焔を
吹きあげる演出がなされ、その火焔は地下に埋蔵された金銀の気が地上に発する光りをイ
メージしたものと考えられる。小説「白光」における「白い光」もこのようなイメージに基
づいていると推察されるが、
「白い」光としたのは、その光を月の光と結び付けるためであ
ろう。

３－３.獅子の比喩
小説の中で陳士成は、白い光が団扇のようにひらひらと彼の部屋の中から閃いたのを見
て駆け出し、部屋の中に飛び込むが、それの様子は「獅子のように」という直喩で表現され
ている。

168
169
170

魯迅『吶喊』（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社 2012 年 210 頁。
すなわち延年長寿を願う「慶寿」
、昇官を願う「跳加官」
、科挙及第を願う「跳魁星」
、幸福の賜与
を願う「小賜福」
、発財を願う「掘蔵」
（あるいは「調財神」
）の五場がある。
丸尾常喜『魯迅「人」
「鬼」の葛藤』岩波書店 1993 年 91～92 頁。
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他説着，獅子似的趕快走進那房裏去，171

⑩

彼（陳士成）はそういいながら獅子のように駆け出して部屋の中に飛び込んだ。

しかし、白光は消え去る。もう一度眼を凝らすと白光がまた現れ、士成はまたその白い光
を追いかけるが、その様もまた「獅子のように」という同じ直喩表現によって描かれている。

陳士成獅子似的奔到門後邊，伸手去摸鋤頭，撞着一条黑影，172

⑪

陳士成は獅子のように駆け出して、門の後ろに行って、手を伸ばして鋤を探り出すと、
一筋の黒い影にぶつかった、

文例⑩と⑪における「獅子」の比喩は陳士成が絶望と狂気の中で、動物的本能に駆られて
いることを描き出すために用いられているのであろう。

士成は必死で財宝を掘り当てようとするが、しかし、彼が得たものは下顎の骨だけである。
そのあごの骨が笑い出し、話し出す。

⑫

他已經悟到這許是下巴骨了，而那下巴骨也便在他手裡索索的動彈起來，而且笑吟吟
的顯出笑影，終於聽得他開口道：
「這回又完了！」173
彼はそれが下あごの骨だろうと悟ったが、その下あごの骨が彼の手の中でぶるぶる震
えだした。そのうえ、にやっと笑いを浮かべた。最後には骨が言うのが聞こえた。
「こんどもダメだった。」

この骨の描写は、内的焦点化であり、陳士成からそう見えたのを三人称的に書いてい
る。これもまた、「陳士成には～かのように思われた」という比喩指標の部分が省略され
た書き方である。したがって、ここでも比喩の実体化がなされており、そのことによって
陳士成の狂気が描かれているのである。

171
172
173

魯迅『吶喊』（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社
魯迅『吶喊』（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社
魯迅『吶喊』（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社

85

2012 年
2012 年
2012 年

210 頁。
211 頁。
212 頁。

作品の最後には次のような描写がある。
⑬

他突然仰面向天，月亮已向西高峯這方面隱去，遠想離城三十五里的西高峰正在眼前，
朝笏一般黑魆魆的挺立着，周圍便放出浩大閃爍的白光來。而且這白光又遠遠的就在前面了。
174

而且這白光又遠遠的就在前面了。175
彼が突然仰向いて空を見ると、月はすでに西高峯の方面に隠れ去った。町を去る三十五
里の西高峯は眼の前にあり、朝臣の笏の如く黒々と聳え、その周囲にきらめく白光が途方
もなく拡がっていた。
しかもこの白光は遠くはるか正面にあった。

この描写は、士成の内面の視線から、すなわち、内的焦点化を用いて書かれている。月が
西高峰の陰に「隠れ去」り、西高峰の陰から「白光」を放出している。ここで月の光と「白
光」が明確に一致することになる。その白光の前にあるものは「朝笏」（朝臣の笏のような
山）である。ここで用いられている「朝臣の笏の如く」という直喩は、朝臣となることを望
んでいた士成の願望の投影であろう。すなわち財宝である鉄の鏡と銀のありかを示す白光
と皇帝に仕える朝臣の笏とが一直線に並び、一体となって士成を誘うのである。この時の描
写は内的焦点化が用いられていて、山の陰に隠れる月の擬人法や朝臣の笏のような西高峰
という直喩は、陳士成の内面描写のために用いられている。

ここで、月は更に陳士成を導く。そこで、陳士成はついに「そうだ。あの山に行こう」と
決心し、最後に、叫び声が聞こえる。この部分は外的焦点化によって描かれている。

含着大希望的恐怖的悲聲，游絲似的在西關門前的黎明中，戰戰兢兢的叫喊。176

⑭

大きな希望を含んだ恐怖の悲鳴が、空に漂う蜘蛛の糸のように、西関門前の黎明の中に、
おののきながら聞こえていた。

「游絲似的（空に漂う蜘蛛の糸のように）」という直喩表現において、
「游絲」とは、空に

174
175
176

魯迅『吶喊』（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社
魯迅『吶喊』（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社
魯迅『吶喊』（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社
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漂う蜘蛛の糸のことであり、切れているのか切れていないのか分からないような状態で漂
っている蜘蛛の糸のことである。
「大きな希望を含んだ恐怖の悲鳴」の中の「大きな希望」
とは財宝を発見しそうとする希望であり、
「恐怖」とは「死」への恐怖である。
「大きな希望」
と「恐怖」とが一体化したものを「空に漂う蜘蛛の糸」に喩えることは、黎明の薄暗い中、
陳士成の意識の無力さを浮き彫りにする。封建制度の暗黒の中、陳士成の絶望的な抵抗が無
効であったことを暗示しているのではないだろうか。

４．まとめ
「白光」という小説において、陳士成が科挙試験に失敗した後、
「白光」という幻覚が現
れた。その後、財宝の発掘を始めたことが原因で、ついに「発狂」し、やがては死に至ると
いう悲劇的な物語が描かれている。幻覚が出現した根本的な原因は、陳士成が長年科挙試験
に合格すること、つまり功名への貪欲があったものの、その夢が断たれたことによる。そし
て、財宝を発掘することは、陳士成からすれば、科挙試験合格で果たせなかった欲求を満足
させる唯一の手段であった。
この小説の語り手は全知の視点から、主として内的焦点化により、陳士成が発狂する過程
を描いている。そして、比喩表現の使用により、抽象的なものが具象化され、陳士成が幻想
と現実を混同し、狂気に陥ってゆく様を描いているのである。この意味で両者は共通する。
陳士成の妄想や幻想を描写する内的焦点描写が用いられ、そこに隠喩が用いられているの
は、このような妄想と隠喩の性格の類似による。この三人称小説「白光」において、魯迅は
内的焦点化と隠喩の具像化の融合を通じて、封建的科挙制度への批判を示しているのであ
る。
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第三章 『彷徨』における比喩表現
第一節 「祝福」における隠喩と直喩の関連

１．物語構造
「祝福」は魯迅の第二小説集『彷徨』の巻頭に収められた作品である。1927 年 2 月 7 日
に書き上げられ、最初は 1927 年 3 月に刊行された『東方雑誌』の第 21 巻第 6 号で発表され
た。
作品は三部に分けることができる。第一部と第三部においては、主に「私」が祥林嫂と会
った場面と彼女の死を聞いた後の場面が描かれている。第二部においては、祥林嫂の悲劇的
物語が語られている。祥林嫂は人身売買により結婚するが、結婚して間もなく、夫が病死す
る。その後、彼女は婚家よりもっと山奥の村に売られ、また夫と子供に先立たれる。そのた
め、彼女は二夫にまみえて婦節を汚した不吉な女性と思われ、雇い主にも家の祭りを手伝わ
せてもらえない。祥林嫂は生きる気力がなくなり、死後の世界に希望を寄せる。やがて、
「祝
福」という祝祭の時、彼女が死んでしまうというストーリーである。
第一部と第三部は、語り手である「私」の告白的な叙述であり枠構造を形成し、第一人
称の「私」を語り手とする一次物語である。語り手「私」はこの部分の物語の内部にあっ
て、その心境や態度自体が語りの主な対象となっている。この枠構造の間に挟まれた第二
部は、祥林嫂の身の上話が叙述されるが、祥林嫂及びその他の人物が語る話を「私」がま
とめたものとなっている。第二部は枠構造に挟まれ、「私」によって語られるが、その中
で他の人物が祥林嫂の話を語るという入れ子構造になっている。四叔の家で起こったこと
だけが三人称で語られる。この部分では、「私」は物語を語る第二次の語り手として潜在
し、最後の部分を除いては物語の内部に「私」は登場しない。語り手である「私」は枠構
造における会話を通じて物語に参与し、また、「私」の心境も作中人物に影響される。
このように、この小説は語りの中に語りが存在する入れ子構造の構成となっているが、
枠構造の内部における「私」の存在位置は不明確である。本節では「祝福」における
「私」の在り方を考察しながら、この小説における比喩表現の特徴を追究する。

２. 「祝福」における比喩表現
２－１．第一部における比喩表現
88

第一部では、
「私」が祥林嫂と出会った場面が描かれ、以下のような比喩表現が使用され
ている。

臉上瘦削不堪，黄中帶黑，而且消盡了先前悲哀的神色，彷彿是木刻177似的；只有那眼

①

珠間或一輪，還可以表示她是一個活物。178
顔はやせほそり、血の気のない黒ずんだ色で、むかしあった悲しげな色さえ消えて木に
彫られた人物のようで、ときどき眼の玉が動くので生きているとわかるほどの変わりよ
うだ。

文例①は「私」が見る祥林嫂であり、直喩表現が使用されている。この文例において、
祥林嫂の顔を「木刻」に喩えている。「木刻」は、平板な木に彫られた像を意味してい
る。ここで祥林嫂の顔を木に彫られた像に喩えることは、一義的には生命力がないことを
示している。このような描写は「故郷」における中年になった閏土が「松の幹」、
「石
像」
、
「木偶」に喩えられていたことを連想させる。但し、彼女はそのような外見の奥で、
「ときどき眼の玉が動くので生きているとわかる」と描写され、生命力が残っていること
が描かれる。ここにおける祥林嫂の眼への描写は、彼女の「生」への希望を表している。

第二部においても、祥林嫂について似通った比喩描写が見出される。具体的に、以下の
文例②と③で示されている通りである。

②

人們就覺得她手脚已沒有先前一様靈活，記性也壊得多，死屍似的臉上又整日沒有笑影，
四嬸的口氣上，已頗有些不滿了。179
主人たちは、かの女の動きが前ほど敏捷でなく、物おぼえも悪く、死体のような顔には
笑いの影さえうかばぬのがわかって、叔母の口からは早くも不満がもれた。

例②は主人たちが見る祥林嫂である。それは私が聞いた話であるため、客観的な形を取
っている。祥林嫂の顔が「死屍」に喩えられることは、彼女が封建社会においては死者的な
177

通常，板状の木に刀でえがいた形に角ばった切れ目を入れることを木刻といい，これを利用して版
画にしたものを木刻画という。
178 魯迅『彷徨』
（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社 2012 年 3～4 頁。
179 魯迅『彷徨』
（魯迅著作初版精選集）北京中央編訳出版社 2012 年 21 頁。
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存在になっていることを暗示している。また、この「死屍」と例文①に現れる「木刻画」と
いう喩詞の間には、両者とも無表情、無思考であり、生命のない存在であるという点で通ず
るところがある。

③

她像是受了炮烙似的縮手，臉色同時變作灰黑，也不再去取燭臺，只是失神的站着。直
到四叔上香的時候，敎她走開，她纔走開。這一回她的變化非常大，第二天，不但眼睛窈陷
下去，連精神也更不濟了。而且很膽怯，不獨怕暗夜，怕黑影，即使看見人，雖是自己的主
人，也總惴惴的，有如在白天出穴游行的小鼠，否則獃坐著，直是一個木偶人。不半年，頭
髪也花白起來了，記性尤其壞，甚而至於常常忘却了去淘米。180
祥林嫂は炮烙の刑を受けたようにびくっと手をひっこめ、顔からさっと血の気がひい
た。もう燭台を取りにいうでもなく、ただ呆然と立ちつくした。四叔が線香をあげるとき
になって、あっちに行けと言われ、ようやくその場を離れた。こんどの彼女の変わりよう
ははげしかった。翌日は、眼が落ちくぼみ、気力もすっかり衰えていた。そのうえ、たい
へん臆病になって、闇夜や黒い影を恐れるのはまだしも、人の姿を見ても、自分の主人に
対しても、まるでまっ昼間に穴からはい出した小鼠のように、びくびくした。そうでない
ときはいつまでもじっと坐りつづけていて、まさに木偶であった。半年もせぬうちに、髪
の毛が半白になった。物覚えが極端にわるくなり、米洗いにいくのさえ、しょっちゅう忘
れるほどであった。

雇い主と祥林嫂との関係は、封建階級社会において上下の関係にあたる。「炮烙」とは、
古代の残酷な刑である。主人に怒られ、祥林嫂は「炮烙の刑を受けた」のように手を引っこ
める。ここに、一種の「迫害」と「迫害される」関係が見られる。
そして、
「まっ昼間に穴からはい出した小鼠」は、人間に捕まえられ殺される運命である。
この比喩表現においては、主人と祥林嫂は「捕まえる」と「捕まえられる」の関係に当たる。
最後に、隠喩である「木偶」とは生命のない玩具であり、人間に操つられるだけのものであ
る。この場合、主人と祥林嫂は「操つる」と「操つられる」関係となる。
この「木偶」という喩詞に注目したい。
「木偶」は木で作られた人工物であり、
「木刻画」
と共通する点がある。
「木偶」は「死体」と同じく人間の形を備えているが、生命を持って
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いない。
第一部において、祥林嫂が「私」に、
「人が死んだ後、魂はいったいあるのでしょうか。
」
と問いかける時、さらに比喩が用いられる。

④

我很悚然，一見她的眼釘着我的，背上也就遭了芒刺一般，比在學校裏遇到不及豫防的
臨時考，敎師又偏是站在身旁的時候，惶急得多了。181
私は、ぞっとなった。彼女の眼が私に釘づけになっているのを見たとたん、背筋にとげ
でも立てられた感じだった。学校で不意に臨時試験があって、しかも教師がそばで見張っ
ているとき以上にあわてた。

この比喩において、
「私」は過去に受けた学校の試験の状況を思い出している。そのこと
は、
「私」が「読書人」であることを示す。元々「私」は読書人であるため、封建家族にお
いて地位は使用人である祥林嫂の上にある。この比喩表現の中で、正面から彼女の視線に見
つめられて死後の魂はあるかと聞かれ、
「私」は「背筋にとげでも立てられた感じがする」
。
使用人の祥林嫂が「師」となった気がし、知識人である「私」の方が「学生」となり、祥林
嫂に試されているという形になって、上下関係の立場は逆転する。「私」は祥林嫂の視線に
反応して、自分自身へ反省的な視線を送る。彼女に質問されたとき、知識人である「私」は
「死後の生」というような人生の根本についての自分の無知を意識させられ、自分の持って
いる知識の空虚さを感じ、更にその知識は本物がどうかを疑い始める。つまり、祥林嫂に聞
かれたとき、実は知識人としての「私」の知識の空虚さを思い知らされるのである。

祥林嫂の死を聞いた後、一人称による祥林嫂に対する直接的な描写が現れる。具体的に、
以下の通りである。

⑤

雪花落在積得厚厚雪褥上面，聽去似乎瑟瑟有聲，使人更加感得沈寂。我獨坐在發出黄
光的菜油燈下，想，這百無聊賴的祥林嫂，被人們棄在塵芥堆中的，看得厭倦了的陳奮的玩
物，先前還將形骸露在塵芥裏，從活得有趣的人們看來，恐怕要怪訝她何以還要存在，現在
總算被無常打掃得乾乾淨淨了。182
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厚い雪の褥の上に落ちてくる雪が、耳を傾けると、さらさらと音をたてているようで、
一層寂しさをつのらせた。私は黄いろい光を放つ種油の灯のもとに一人坐って思った。あ
の寄る辺なき祥林嫂は、人に見あきられてごみ溜めの中に捨てられた玩具だ。さきほどま
でむくろをごみ溜めにさらしていた古い玩具のように、おもしろおかしく生きている
人々からは、なぜこうしてまで存在しつづけようとするのかと、不思議がられていたもの
が、いま、ようやく無常の手でさっぱりと掃除されたのだ。

例⑤において、
「厚い雪の褥の上に落ちてくる雪が、耳を傾けると、さらさらと音をたて
ているようで、一層寂しさをつのらせた。」という描写があるが、その中で、
「雪の褥」は隠
喩表現として使用されている。
「雪の褥」とは雪の敷布団を指しているが、現実世界におい
て、雪で作られた敷布団は存在しない。ここでは、
「私」の聴覚世界において、積もってい
る雪が敷布団になるという現実が起きているということである。
「雪褥」は厚くて、柔らか
いイメージがあるため、川本栄三郎が述べるように、「可哀想な女祥林嫂に、感情移入され
た『雪褥』の語によって暖かい死に床をあたえ、彼女に同情を寄せる。183」
一方、
「雪褥」には両面性がある。
「雪」は「私」の「どうとも言えない」という無責任な
態度を覆い隠す。その意味で、ここにおける雪のイメージは隠瞞、解消の意味をも帯びてい
ると考えられる。
「祥林嫂は、人に見あきられてごみ溜めの中に捨てられた玩具だ」は隠喩
表現である。ここでは、比喩が「私」の思考の中に彼女の生涯のイメージとして出てくるこ
とに注目すべきである。この隠喩によって、語り手である「私」の心中で、祥林嫂が「古い
玩具」に転化される。このことは、この作品の中で、祥林嫂の体が売買され、商品となって
いることと関係がある。この「玩具」は人形のことであろうが、売買され、愛玩され、飽き
られて、捨てられ、人間としてまともに扱われることのなかった祥林嫂の一生が暗示されて
いる。
「玩具」は物であり、人間に使用されることは、祥林嫂が封建社会の人々に操られる
ことを表現する。因みに、そのような玩具が人間に飽きられ、捨てられることは、祥林嫂が
物としての存在さえも許されなくなったということであろう。
但し、この小説の枠構造の中に登場する「私」は、そのような封建社会を批判する人間と
して描かれてはいない。何故かと言うと、このようにして祥林嫂を虐げた旧社会に対して、
「私」は怒ってはおらず、彼女の死に対して「舒暢（安らぎ）」を覚えたと描かれているか
183
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らである。魂があるかどうかを聞いた祥林嫂に対し、「私」は「どうとも言えない」という
あいまいな答えをして責任を回避する。しかし、それはそのような自分の無知を糊塗するた
めの手段でしかなく、そのことに対して不安を抱えているが、その不安を「無常」が一掃し
てくれるのである。祥林嫂が死んで「私」は安らぎの心情となる。
「生きるすべなきものが、
その死によって、目をそむける者たちの視界から消え去るのは決して悪いことではあるま
い」と考えて「しだいに心が晴れて行った」すなわち、彼女が死んだことに安心したという
風に書かれているのである。つまり、この部分の語る「私」は「魯鎮」の人々と彼女に対す
る視線を共有している。
孔子は「いまだ生を知らず、いずくんぞ死を知らん」と言い、また「怪力乱神」を語らな
かったとされているが、その点では祥林嫂に対し「どうとも言えない」と言った「私」も同
じである。もしかしたらこの部分における「私」は死に対してあいまいな態度を取った孔子
を髣髴とさせる人間として描かれているのかもしれない。その点では、四叔の方が死者に対
しては明確な態度を持っていると言える。
この小説の中には、このような「私」自身の態度に対する批判が隠されているのではな
いか。そのことを示しているのは、
「どうとも言えない」という言葉に対する「私」自身
の態度である。この言葉が持つ責任回避の便利さを、「私」は自嘲気味に次のように言
う。

「說不清」是一句極有用的話。不更事的勇敢的少年，往往敢於給人解決疑問，選定
醫生，萬一結果不佳，大抵反成了怨府，然而一用這說不淸來作結束，便事事逍遙自在
了。我在這時，更感到這一句話的必要，即使和討飯的女人說話，也是萬不可省的。184
「どうとも言えない」というのは、まったく重宝な言葉だ。経験の浅い、こわいもの
知らずの若者は、しばしば、すすんで人のために疑問を解いたり、医者を決めてやった
りする。万一結果がわるかったら、怨みを買うのが落ちだ。だが、このどうとも言えな
い、を結論としておけば、万事免れて咎なしである。私はこのとき、この言葉の必要を
身にしみて感じた。相手が乞食女であっても、欠かすことができない。
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魂はあるか、地獄はあるか、死んだ家族は死んでからみな再会するかという祥林嫂の問
いに対して「私」は一旦は肯定的に答えるが、しかし、自分がそのことに対して本当のと
ころは何も知らないという意識から「どうとも言えない」と言って前言を訂正するのであ
るが、それが祥林嫂の死の原因になったかもしれないことへの「私」の責任を逃れさせる
役割を果たしている。この言葉の無責任さが「私」の魂に安らぎをもたらすのである。こ
の「私」の中に作者魯迅の自己投影があるとすれば、ここに作者魯迅の自己批判が含まれ
ていると考えなければならない。
祥林嫂の死を告げる言葉は、使用人によって「老了」という死を表わす隠語によって語
られる。この隠語は、死という事態の忌わしさを隠すための隠喩の一種である。また⑤に
おいて、彼女が死んだことを、
「私」は「無常によってきれいに掃き清められた」と、仏
教的隠喩を用いて言う。

⑥

現在總算被無常打掃得乾乾淨淨了。魂靈的有無，我不知道；然而在現世，則無聊生者
不生，即使厭見者不見，爲人爲己，也還都不錯。我靜聽著窗外似乎瑟瑟作響的雪花聲，一
面想，反而漸漸的舒暢起來。185
今、ようやく無常の手でさっぱりと掃除されたのだ。魂の有無を、私は知らない。しか

し現世においては、生きるべきすべなき者が、その死によって、目をそむける者たちの視
界から消え去るのは、おたがいのために、決してわるいことではあるまい。私は、窓の外
にさらさらと音を立てるかのように降り積もる雪に耳を傾けながら、そう思いつつ、かえ
って、しだいに心が晴れていった。

この「無常」186は、仏教的な抽象的「無常」の意味だけではなく、
「人間の霊魂を迎えに
来る使者」という擬人化された「無常」である。このように習俗的に擬人化された「無常」
を考える「私」は、この時「祝福」の祭りに精を出し、忌わしいものを排除しようとしてい
る魯鎮の人々と、祥林嫂に対する思いを同じくしているのである。祥林嫂の死によって、
「心
が晴れていった」のは、
「私」が旧習への服従によって魯鎮の人々と一体化することによっ
てである。
「降り積もる雪」は私の責任回避の道具となり、
「私」自身の罪悪感を眠らせてく
185
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無常（ウーチャン）仏教語。元来、この世のすべての事物が変化、滅亡の過程」にあることを指し
て言ったが、のちに死を意味するようになり、また迷信的な伝説において「勾魂使者（冥土の役所から
派遣されて人間の霊魂を迎えに来る使者）
」を呼ぶ名称ともなった。
（
『朝花夕拾』
「無常」を参照）

186

94

れる。

２－２.第二部における比喩表現
第二部は祥林嫂の生涯を語る物語である。第一節の終わりに「以前に見聞きした彼女の半
生の事跡」とあるので、
「私」の視点からの叙述ということになっているが、実際はそれよ
りも大きな三人称的語り手の視点となっている。祥林嫂は二回の結婚を経て、また元の雇い
主である四叔の家に戻った。しかし、彼女は「不吉」と思われ、
「祝福」の仕事を任せても
らえない。その際、以下のような比喩表現が使用されている。

⑦

四叔雖然照例皺過眉，但鑑於向來僱用女工之難，也就並不大反對，只是暗暗地告誡
四嬸說，這種人雖然似乎很可憐，但是敗壞風俗的，用她幫忙還可以，祭祀時候可用不着
她沾手，一切飯菜，只好自已做，否則，不乾不淨，祖宗是不喫的。
四叔家裏最重大的事件是祭祀，祥林嫂先前最忙的時候也就是祭祀，這回她却って清
閑了。187
四叔は例のごとく眉をしかめたが、いままでの女中運のわるかったことから、さほど反
対はしなかった。ただ、そっと四嬸に注意を与えた。こういう手合いはかわいそうなよう
ではあるが、良俗をやぶる者たちだ。手伝いに使うのはかまわぬが、祀りのときに手をふ
れさせてはいけない。料理はすべてお前の手でやれ。そうでないと、
「不浄のものは御先
祖がおあがりにならんからな」
、と言うのだった。
四叔の家のもっともだいじな行事は祀りである。祥林嫂がまえにいちばん忙しかった
のも、祀りのときであった。ところが、こんどはひまだった。

「四叔の家のもっともだいじな行事は祀りである」ということを、比喩と関係づけて考
えることが可能である。この小説は「祝福」という祭りの時に設定されている。四叔は、
二夫にまみえた祥林嫂にはこの祭りの時には料理には手を触れさせるなと命ずる。「不浄
のものは先祖が召しあがらないから」というのが理由である。この「先祖が召しあがる」
というのは、隠喩と考えることができる。食事を供えても先祖が実際に食べるわけではな
く、先祖があたかも食べるかのように食物を供えるのである。すなわち、祭祀とは比喩の

187
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実体化の一例である。魯迅自身以下のように述べている。

「なるほど孔子先生は偉大だった。あれほど巫述の勢力の強い時代に生まれて、絶対
に鬼神を語る世俗にしたがわなかった。ただ、残念なのは、あまりにりこうすぎたこと
である。「祭りは在すが如くす、神を祭るには神在すが如くす」かれが『春秋』編纂し
たときの例の筆法で、この二つの「如」の字に「鋭い皮肉」をふくませてはいるが、ち
ょっと見ただけではチンプンカンプンで、かれの心中の反対意見を察することができな
い。」188

『論語』に「祭りは在すが如くす、神を祭るには神在すが如くす」（「八佾」十二）と
あるように、孔子にとって、祖先を祭る祭祀は直喩的行為であった。この直喩には「実際
に居ないものを居るかのようにみなす」という先祖の霊や神の存在に対する懐疑の意識が
含まれている。しかし、祖先の死後の存在を信じている者にとっては、祭祀は直喩的行為
ではなく、その存在に懐疑を意味する「如く」をはさまない隠喩的な現実的行為である。
したがって、四叔にとって先祖に食物をお供えするのは先祖にそれを食べてもらうためで
ある。「不浄のものは御先祖がおあがりにならん」という言葉には、「狂人」の場合と同
じような隠喩の実体化が生じているのである。

この小説の枠構造に挟まれた第二部において、再び雇われた祥林嫂は二度目の結婚の身
の上話をするが、その話は全く同一の形で二度現れる。すなわち、祥林嫂は自分の身の上話
のストーリーを暗誦しており、それをそのまま話すのである。彼女は自分の身に起こった悲
劇を自己劇化した形で物語として語る。それは無意識的に自分に同情を引こうとするため
であろう。また、それは自分自身を悲劇の主人公とする自己肯定の試みでもある。このこと
は最初は成功して同情を惹くが、それが全く同じ形で繰り返されるにしたがい、同情を引く
実話から「身の上話」というジャンルの物語に変化し、その繰り返しは次第に飽きられて、
しまいにはからかいと冷笑の対象となってしまう。そのことが次のような比喩によって語
られている。
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⑧

她未必知道她的悲哀經大家咀嚼賞鑑了許多天，早已成爲渣滓，只値得煩厭和唾棄；但
從人們的笑影上，也仿佛覺得這又冷又尖，自己再沒有開口的必要了。她單是一瞥他們，並
不回答一句話。189
自分の悲しみが人々によって、幾日もかけてしゃぶられ、とっくに滓だけとなり、あと
は吐き捨てられるばかりになっていることを、彼女が理解したかどうかわからぬ。しかし、
人々の笑い顔の冷たく刺のあるのを見て、もはや口を開く必要のなくなったことをさと
ったらしく、ちらりと目をくれるだけで、ひとことも答えなかった。

「自分の悲しみが人々によって、幾日もかけてしゃぶられ、とっくに滓だけとなり、あと
は吐き捨てられるばかりになっている」という食物の隠喩が用いられている。民衆にとって
は、祥林嫂の悲しみは、味わい賞翫すべき食物にすぎず、祥林嫂自身もそのようなものとし
て身の上話を提供し、その代償として自分への同情を買おうとしていたが、もはやそれも不
可能になってしまっているのである。このような状況は、前述の「祥林嫂は、人に見あきら
れてごみ溜めの中に捨てられた玩具だ」という比喩によっても表現されている。
祥林嫂の身の上話は、自分の息子が狼に食われたという内容であって、現実的な次元しか
描かれていない。霊魂や神というものが出てこない写実的物語となっている。これに対して、
「柳媽」は霊魂や神という超現実的な次元の話を実在のものとして提供する。柳媽の話に
よって祥林嫂はこの現実的次元と超現実的次元のはざまに立たされ、引き裂かれる。
「柳媽」は悪役的民衆の系譜にある人物として描写されている。柳媽は祥林嫂と同じ屋敷
に雇われていて、民衆階層に属している。彼女は祥林嫂の二度目の結婚について、嫌がった
ふりをしつつ、実は望んでいたのではないかと決めつける。こうして、不幸な主人公を更に
追い詰めるのである。祥林嫂は上層階級に迫害されるだけでなく、同じ民衆階級にも迫害さ
れる。更に、柳媽は村の土地廟に敷居を寄付し、多くの人に跨られれば、死後の苦しみを免
れられると祥林嫂に勧める。この民衆の迷信が、祥林嫂を追い詰める。

⑨

柳媽的打皺的臉也笑起來，使她蹙縮得像一个個核桃；乾枯的小眼睛一看祥林嫂的额角，
又釘住她的眼。190
柳媽の皺だらけの顔も笑いを帯びて、胡桃のように縮んだ。乾からびた小さな眼が、ち
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らと祥林嫂のひたいに注がれ、それからまたかの女の眼に釘づけになった。

⑨おいて、柳媽の顔が笑うと、
「胡桃のように縮んだ」という表現が使用される。この
部分は第一部分で祥林嫂の目が「私」に注がれる部分と関連性がある。
「胡桃」の表面は
皺だらけで、皮が硬い食べ物である。人間を「胡桃」に喩えることから、その人間の苦労
が表現されるが、同時にその人の内心が見えないことが示される。更に、
「胡桃」は植物
の実であるが、食べものでもあることから、柳媽のような民衆が封建社会に迫害されてい
ることが分かる。さらに、ここでは「狂人日記」に現れた「食人」のモチーフも見える。
注目すべき点は、
「乾からびた小さな眼」と「かの女の眼に釘づけになった」が隠喩とな
っている点である。
「胡桃」のような柳媽の顔に、
「乾からびた小さな眼」という表現があ
るが、植物が生命力を失う描写がこの小説では一貫している。また、祥林嫂に対して、
「かの女の眼に釘づけになった」という表現から、柳媽の祥林嫂への攻撃性が読み取れ
る。その話は、第一部で祥林嫂が「私」に来世の質問をし、その視線を「私」が「背中に
とげでも刺さったよう」と感じたことと結び付いている。

２－３.第三部における「私」の想像
前節で述べたように、
「祝福」は三部構成で、第一部と第三部は「私」の心境が語りの対
象となっている。第三部では、
「祝福」の時間になり、雪の降りしきる中で「私」の気持ち
がのびやかになる心境が語られる。四叔の家で「祝福」が行われ、その爆竹の音が直喩によ
って語られる。

我在蒙朧中，又隱約聽到遠處的爆竹聲聯緜不斷，似乎合成一天音響的濃雲，夾着團團
飛舞的雪花，擁抱了全市鎭。191
おぼろな意識のなかで、たえまなしに打ち上げられる遠方の爆竹の音が、かすかに耳に
入った。それらが空いちめんに音をたてる濃い雲となり、円舞する雪をつつみこんで、町
をすっぽりと抱きかかえている情景が目にうかんだ。

爆竹の音は、旧社会の民衆が大事に守っている旧習を象徴する音であるが、それが「私」
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の想像の中で「空いちめんに音をたてる濃い雲となり、円舞する雪をつつみこんで、町をす
っぽりと抱きかかえているようだった」と直喩的に表現される時、「祝福」の爆竹の音は舞
い踊る雪となり、
「私」を含む町全体を包み込む。

我在這繁響的擁抱中，也懶散而且舒適，從白天以至初夜的疑慮，全給祝福的空氣一掃
而空了，192
私は、このにぎやかな音に抱かれながら、ものうい、しかし、安らいだ気持ちになって
きた。昼間から初更までつづいた気がかりは、祝福の空気に吹き払われてしまった。

この爆竹の音と雪に包まれて、
「私」が祥林嫂に対して抱いていた不安は「祝福の空気に
吹き払われる」のである。
「祝福」という祝祭行為は比喩的行為であったが、それが最初は
直喩によって「私」の半覚半睡の意識を覆ってしまい、そして、最後に、
「祝福」という隠
喩的行為が「私」自身の意識に乗り移るのが描かれる。

只覺得天地聖衆歆享了牲醴和香烟，都醉醺醺的在空中蹒跚，豫備給鲁鎮的人們以無限
的幸福。193
いまや天地の神々が、供物と香煙に酔いしれて、ご機嫌の千鳥足で、魯鎮の人々にかぎ
りない幸福をさずけようと大空をとびまわるのが眼に見えるような気がした。

このように、この作品においては、「私」の祥林嫂の死に対する不安と懸念を除くのは、
神々の祝福という比喩的想像行為である。
「私」の想像の中で「在すがごとく」であった神々
が実体化し、
「私」の不安を取り除き、魯鎮の人々に祝福を授ける。このことを語る「私」
の意識は、魯鎮の人々の「祝福」という祭祀を行う意識と同一化してしまうのである。

３.まとめ
「祝福」においては、
「祝福」という祭祀と比喩の関係が本質的な問題となっている。祭
祀は『論語』に「祭るには在すが如くす、神を祭ること神在すが如くす」
（
「八佾」十二）と
あるように直喩的な行為であり、そこに懐疑が含まれているが、この小説の中では四叔によ
192
193
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って隠喩的に、すなわち死後の魂の存在を信ずるものとして語られている。
「私」にとって
死後の魂が存在するかという問題は、最初は、「どうとも言えない」ものであり、したがっ
て直喩的に考えられているが、祥林嫂の死によって自分の無知を恥じる気持ちや自分の言
葉が祥林嫂の死のきっかけとなったのではないかという不安が生じ、それが最後に、朦朧た
る意識の中での爆竹と雪の中に包まれた神々の祝福という想像の隠喩となって解消されて
ゆくという過程が描かれている。このようにこの小説では、祭祀と直喩・隠喩との関係が中
心的問題となっている。
他に比喩の問題としては、祥林嫂の身体への比喩表現が多く使用されていることがある。
祥林嫂は人身売買の道具とされ、封建社会に迫害され、物のように扱われている。また、こ
の小説において、生命力を失った植物のイメージが使われていることも特徴的である。それ
は、同じく封建社会のもとに苦しむ中年の閏土が「松の木の皮」や「木偶」に喩えられてい
ることと通ずることであり、魯迅の小説においては、類似の比喩が類似の内容を持って用い
られることがあることの一例となるであろう。
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第二節 「酒楼にて」における隠喩的な叙述

１．比喩表現の作品全体における働き
小説「酒楼にて」は最初、1924 年 5 月 10 日に上海『小説月報』の第 15 巻第 5 号に発表
され、後に魯迅の第二の小説集『彷徨』に収録された。
「酒楼にて」で、語り手である「私」は北方から故郷を訪ねた際、近くの S 市の酒楼の二
階で、偶然昔の友人である呂緯甫と出会う。昔、
「私」と呂はともに知識人として、改革と
啓蒙の道を共にしていたが、目の前に現れた呂は意気消沈した様子である。そして、呂によ
り、二つの物語が述べられる。一つは、母の頼みで、死んだ弟の遺体を改葬すること。もう
一つも母の頼みで、隣人の娘阿順に赤いビロードの髪飾りを届けることである。二つの目的
は達成できず、篇末で「私」と呂は将来が不透明であることを語り、作品が終わる。作中に
語られた呂の二つの帰省の目的は、それぞれ二つの物語から構成されているが、その中に、
阿順の物語が中心的に語られている。作品の最後で、「私」は呂と別れ、一人に戻る。この
作品も「祝福」と同様で、
「枠構造」を持つ。但し、作中で「私」は物語の中の人物とは、
直接的な交渉をもたない。
この作品において、特に自然描写が多く使用されるが、この描写は必ずしも客観的な描
写ではない。冒頭から、暗い色調の S 市の風景が目の前に現れる。そして、
「私」が酒楼
で廃園を眺める情景で、赤い椿と雪の景色が描かれる。その後、ストーリーの進行ととも
に、雪をモチーフとする風景描写が時々挟まれる。篇末で、夕暮れになり、雪の中で私と
呂が正反対の方向へ歩み、物語が完結する。作品中の景色の描写は登場人物の心情を反映
しているが、特に雪景色は、その他の景色の描写と関連して象徴性を帯びている。そし
て、これらの景色の関連、或は変容の中に、人物の距離や言葉で表せない心情が隠されて
いる。主人公である「私」の心情、及び「私」と呂の関係性を明らかにするために、作品
における風景描写や比喩表現を分析することは有効な手段であると考えられる。比喩表現
は物語における風景描写に使用されており、また、人物の会話や、呂の自分の過去を語る
言葉にも現れる。しかも、これらの場面に使用された比喩表現の間には、ある種の関連が
あると思われる。具体的な例を見ながら、この作品の比喩表現の特徴及びその効果を分析
していく。
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２.「酒楼にて」における比喩表現
２－１．
「私」の独白
作品の冒頭、
「私」は「北地」から故郷にもどり、それからその近くの S 市にやってくる。
この小説では、
「北地」と江南地方の対比が象徴的意味合いを持たされている。この地方の
景色は「上面是鉛色的天，白皚皚的絕無精采，而且微雪又飛舞起來了。（上は鉛色の空で、
何の生彩もない。加えて、雪がちらちら降り始めた。
）」と描写されているが、江南の空を「鉛
色で」
「精彩がない」とする情景描写における「雪」も、
「祝福」同様、この作品の中で象徴
的な意味合いを持つ。
「私」は友人とも会えず、故郷の変貌に感傷を覚える。そして、暇つ
ぶしのため、昔よく通っていた一石居という酒場を訪れる。
「私」は酒楼の二階に上がり、紹興酒を飲み隣の廃園の雪景色を眺める。その場面の情景
描写の中で、以下のような比喩表現が使用されている。

①

但現在從慣於北方的眼睛看來，却很値得驚異了：幾株老梅竟闘雪開着滿樹的繁花，彷
彿毫不以深冬爲意；倒塌的亭子邊還有一株山茶樹，從暗綠的密葉裏顯出十幾朶紅花來，赫
赫的在雪中明得如火，憤怒而且傲慢，如蔑視遊人的甘心於遠行。我這時又忽地想到這裡積
雪的滋潤，著物不去，晶瑩有光，不比朔雪的粉一般乾，大風一吹，便飛得滿空如煙霧……。
194

それがいま北地になれた目で見ると、改めて驚くにたる眺めであった。幾株かの老梅が
雪をかぶったまま、真冬であるのを物ともせず、いっぱいの花を咲かせている。崩れかか
った亭のほとりには椿の木もあって、暗緑色の葉のしげみから十数輪の赤い花をのぞか
せている。雪中にかっかと燃える火のような赤い花をのぞかせている。憤然とそして傲然
と、旅人の気ままな遠出をさげすんでいるかのようである。私はこのとき、ふと、こちら
の雪が濡れた雪で、物についたまま落ちずに、つややかな光を放っており、粉のように乾
き、大風が吹くと、空いちめんに煙霧のように舞い上がる（飛び散る）北方の雪と、異な
っていることを思った……。

作品の冒頭、
「私」は酒楼の窓から「北地になれた目」で隣接する廃園の様子を眺める。
まず、
「老梅が雪をかぶったまま、真冬であるのを物ともせず、いっぱいの花を咲かせて

194
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いる。
」次に、
「椿の木」も、
「十数輪の赤い花をのぞかせている。
」梅の老木も椿の赤い花も、
悪条件にあっても生きる形象が描写される。この中で、椿の花には「憤然とそして傲然と」
という擬人法的隠喩（活喩）が用いられている。この椿の花に、生まれ故郷の南方を離れ、
北地にも定着しない「私」は、その放浪の生き方を「蔑まれて」いるかのように感じる。こ
のように、この小説における隠喩は、ここでは「私」の生き方への「私」自身のうちにある
疑念や不安や非難を花木などの自然の実部に投影させる形で語らせているのである。
このように、気ままで無責任な放浪の旅を自然から怒られ蔑まれたと感じる「私」は、し
かし、次のように考えなおすことになる。

②

覺得北方固不是我的舊鄉，但南來又只能算一個客子，無論那邊的乾雪怎樣紛飛，這裡
的柔雪又怎樣的依戀，於我都沒有什麼關係了。195
北方はむろん私の故郷ではない。といって、南へ来てもやはり旅人であることに変わり

はない。向こうの乾いた雪がどのように舞い上がり、こちらの柔らかい雪がどのようにま
といつこうと、私には無関係なことだ、と。

この文章で、
「乾いて舞い上がる」北方の雪と南方の柔らかい「まといつく」雪も、擬人
法的隠喩によって表現されている。
「私」がいかに「まとい」つかれようと南方にも北方に
も帰属しまいとするあいまいで中途半端な心境がこの隠喩によって提示される。このよう
な私の中途半端なあり方が、この小説のテーマであり、呂緯甫の語る二つのエピソードがそ
の変奏となる。

２－２.「飛ぶ」イメージ
一人で酒を飲んでいると昔の友人で同志であった呂緯甫に再会することになる。
「私」と
呂の会話中の呂の身の上話において、呂が自分を蜂や蠅に喩える部分がある。

③

「我在少年時，看見蜂子或蠅子停在一個地方，給什麼來一嚇，即刻飛去了，但是飛了
一個小圈子，便又回來停在原地點，便以爲這實在很可笑，也可憐。可不料現在我自己也
飛回來了，不過繞了一點小圈子。又不料你也回來了。你不能飛得更遠些麼？」

195
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「這難說，大約也不外乎繞點小圈子罷。」我也似笑非笑的說。
「但是你為甚麼飛回來的
呢？」196
「若いとき、とまっていた蜂や蠅が、何かにおどろいて、さっと飛びたったのはいいが、
小さな輪を描いただけで、ひどく滑稽で、そして、かわいそうに思ったものだった。とこ
ろが、なんのことはない、いまじゃ、僕自身が舞いもどって来ているというわけだ。小さ
な輪を描いただけでね。それに、君まで舞いもどって来たなんて。君はもっと遠くまで飛
べるんじゃないか。
」
「さあ、どうだか。やはり、小さな輪を描くだけのことだろう、
」私も笑うともなく言
った。
「でもきみはなんで舞いもどって来たのだ。
」

ここで、文例③における「飛ぶ」というのは、この二人が昔革命運動に参加しどこかに行
っていたことを意味する。呂が故郷に戻り、昔は反対した旧習に従っていることを恥じなが
ら自嘲的に話し、
「私」に自分と同じように故郷に戻ったのかと質問しているのである。そ
れに対し「私」は小さな輪を描いているにすぎないと謙遜的に語っている。
呂は自分を「蜂や蠅」に喩え、その「飛ぶ」という行為を革命運動への参加に喩えている
が、ここで、蜂や蠅は卑小な虫であり、自分の行動の弱弱しさに対する呂の自嘲が込められ
たイメージとなっている。
しかし、
「飛ぶ」イメージは、蜂や蠅だけでなく、前文に引用された文例①における北方
の雪の描写にも用いられている。

我這時又忽地想到這裡積雪的滋潤，著物不去，晶瑩有光，不比朔雪的粉一般乾，大風
一吹，便飛得滿空如煙霧。……197
私はこのとき、ふと、こちらの雪が濡れた雪で、物についたまま落ちずに、つややかな
光を放っており、粉のように乾き、大風が吹くと、空いちめんに煙霧のように舞い上がる
（飛び散る）北方の雪と、異なっていることを思った……。

この北方の雪と南方の雪の違いは、自然描写であるにとどまらず、それ以上に北と南にお
ける生の在り方の違いについての含意が込められていると感じられる。南方のまとわりつ
196
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いて離れない雪と、北方の舞い上がる雪は、それぞれその地で営まれている人間の行動様式
の相違を意味しているだろう。北方の「煙霧のように」
「飛び散る」雪と蜂や蠅の飛ぶイメ
ージに共通する、
「飛ぶ」という行為は激しい革命運動を主として暗示しているように感じ
られる。蜂や蠅の飛行は一回りをして、また元の地へ戻ってしまうが、一方、北方の雪は煙
霧のように天空へ舞い上がり、そこに充満し戻ってくることはない。このことによって、北
方における止むことのない革命運動の激しさと、南方における保守的傾向の根強さが対比
させられている。

２－３.呂緯甫の独白
「酒楼にて」という小説において、枠構造の語り手は「私」であり、それに挟まれた中間
部分は呂緯甫が物語る。呂が語る時、私は聞き手と質問者の役を演じる。
呂は二つの物語を語る。一つの物語は、三歳で亡くなった弟のために墓を移し替える話で
ある。不思議なことに、墓を掘り返してみると弟の墓には遺骸も頭髪さえもない。何もない
のだから改葬しなおす必要もなくお棺を売り払って飲み代にしようとも思うが、そうせず、
呂は遺骸のあるはずだった場所の土を新しい棺桶に入れ、父親の墓のそばに埋葬しなおす。
このことによって、母親を安心させるためである。その話を聞いている「私」の顔を見て次
のように言う。

阿阿，你這樣的看我，你怪我何以和先前太不相同了麼？是的，我也還記得我們同到城
隍廟裡去拔掉神像的鬍子的時候，連日議論些改革中國的方法以至於打起來的時候。但我現
在就是這樣了，敷敷衍衍，模模胡胡。我有時自己也想到，倘若先前的朋友看見我，怕會不
認我做朋友了。198
ああ、君の顔付きでは、どうして、こんなに変わってしまったのかと考えているね。そ
じょうこうびょう

うだ、僕だって、君らといっしょに城 隍 廟 に出かけて、神像のひげを引き抜いたり、中
国を改革する方法をめぐって連日議論し、殴りあいにまでなったことは、忘れはしないさ。
だが、いまじゃ御覧のとおり、おざなりで、いい加減になってしまった。僕は自分でも、
もしむかしの友人が僕を見たら、恐らく友人と認めてくれやしまい、と思うことがある。

198
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この第一のエピソードには、その意味を語るような比喩は用いられていない。ただ、
「敷
敷衍衍，模模胡胡」という二つの重ね型の語句が、呂によって自嘲的に使われていることに
注目すべきであろう。この二つの重ね型語句は、第二のエピソードにおいても、呂が自らの
行動を評する時に使われ、さらには、同様の意味を表わす「随随便便」が同様に用いられて
いるからである。
二つ目のエピソードにおいては、血縁関係がない阿順のことが語られる。阿順は子供の頃、
母親を失った後、父親を助けて、節約して家計を守る。「近所の者で彼女を誉めない者は、
ほとんど一人もいない」とされる。阿順の容貌については、直喩表現を用いて次のように語
られている。

④

不過是平常的瘦瘦的瓜子臉，黄臉皮；獨有眼睛非常大，睫毛也很長，眼白又靑得如夜
的晴天，而且是北方的無風的晴天，這裏的就沒有那麼明淨了。199
平凡な痩せた瓜実顔で、顔色もよくなかった。ただ、眼だけはとても大きくて、睫毛
も長かった。白眼が澄んで、晴れた日の夜空のようだった。それも北方の風のない晴れ
わたった夜空の色だよ。こちらのはとてもあんなに澄みきってはいない。

ここで注目すべきは、阿順の眼が「北方の風のない晴れわたった夜空の色」と北方の夜空
に喩えられていることである。阿順は働き者で、面倒見がよく、よく気が付き、やりくり上
手であるが、同時に、赤いビロードの髪飾りがほしくて一晩中泣いていたという情熱的な人
間でもある。この「髪飾り」について、代田智明は、
「『赤いビロードの髪飾り』は、新しい
人間らしい価値を隠喩として語っていたのであり、だからこそ、少女が泣いて欲しがったも
の、この土地では手に入らないものであったのだ」200と述べている。
阿順が作った「蕎麦粉（そばがき）
」201を、彼女を失望させないために呂が無理して食べ
るエピソードを通じて、呂が阿順に対して抱いた好意が語られる。

我於是同時決心，放開喉嚨灌下去了，幾乎喫得和長富一樣快。我由此纔知道硬喫的苦
痛，我只記得還做孩子時候的喫盡一碗拌著驅除蛔蟲藥粉的沙糖纔有這樣難。然而我毫不抱

199
200
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怨，因為她過來收拾空碗時候的忍着的得意的笑容，已儘够賠償我的苦痛而有餘了。所以我
這一夜雖然飽脹得睡不穩，又做了一大串惡夢，也還是祝讚她一生幸福，願世界爲她變好。
202

そこで、僕は腹を決めた。のどを大きくあけ、長富にも負けない速さで流しこんだ。僕
はこのとき、無理をして食べるというのがどんなに苦痛かははじめてわかった。こんな苦
痛は、子供のころ、虫下しの薬をざらめに混ぜて飲まされたとき以来のものだった。だが、
僕はうらめしくも、なんともなかった。空のどんぶりを下げに来た時の、得意さを我慢し
た彼女の笑顔を見るだけで、僕の苦痛は十分すぎるほど償われた。だから、その晩ひと晩、
腹がもたれてよく眠れず、悪夢に悩まされつづけたが、それでも彼女の一生の幸福を祈り、
世界が彼女のためによくなってくれることを願った。

「彼女の一生の幸福を祈り、世界が彼女のためによくなってくれることを願った。」とい
うことは、呂において革命運動への参加と阿順への愛情がほとんど同一視されていること
を意味するだろう。阿順の澄み切った眼を革命運動の激しい北方の空に喩えるのはこのた
めである。
阿順のために赤いビロードの髪飾りを買おうと奔走したことを呂が語る叙述の半ばで、
椿の木に積っていた雪が落ちる描写が入る。

「我先前並不知道她曾經爲了一朶翦絨花挨打，但因爲母親一說起，便也記得了蕎麥粉
的事，意外的勤快起來了。我先在太原城裏搜求了一遍，都沒有；一直到濟南……」
窗外沙沙的一陣聲響，許多積雪從被他壓彎了的一枝山茶樹上滑下去了，樹枝筆挺的伸
直，更顯出烏油油的肥葉和血紅的花來。203
「僕は、彼女がビロードの髪飾りのことで打たれたことがあるなんて知らなかった。だ
がその話から、蕎麦騒ぎの一件を思い出してね。自分で不思議なくらい乗り気になった。
まず太原の城内を捜しまわったが、どこにもなかった。済南までやって来て……」
窓の外でザザーという音がした。椿の木に降り積んで、枝を圧し曲げていた雪が、どっ
と滑り落ちたのであった。枝がまっすぐ伸びきったために、黒々とした厚い葉と真っ赤な
花が、いっそうあざやかである。
202
203
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呂の話に呼応したかのように挿入されるこの描写は、赤い花をつけている椿の花と赤い
ビロードの髪飾りをほしがった阿順のイメージを重ねるための作者の工夫であろう。雪の
下の椿の花は単なる客観描写ではなく、阿順を髣髴とさせる象徴的意味を持たされている
のである。
阿順へ贈ろうとする赤い髪飾りは作品前半に現れた赤い椿の花を連想させ、このことに
よって枠構造の内部で語られる物語は、作品の枠の部分と繋がってゆくことになる。上述の
ように、
「私」は自分が気ままな遠出をする旅人であることを椿の花に侮蔑されたように感
じたという表現があり、自分自身の現在の生き方に対して懐疑を感じている。一方、呂は赤
い髪飾りを渡すことに失敗し、救いがないほどの虚しさと寂しさを感じている。

呂は阿順に髪飾りを渡すために阿順の家を訪れるが、阿順の弟に何の用かと詰問され、引
き下がってしまう。

「你的大姊呢？」他立刻瞪起眼睛，連聲問我尋她什麼事，而且惡很很204的似乎就要撲
過來，咬我。我支吾着退走了，我現在是敷敷衍衍……205」
「君の上の姉さんは？」とたずねると、いきなり僕に眼をむいた。なんの用事だとしつ
こく訊きかえした。しかも、にくにくしげに突っかかって来て、咬みつきそうな勢いだっ
たので、僕は言葉をにごして引き退った。僕は、今じゃこんなふうに万事おざなりになっ
てしまったのだ……」

ここに再度、前述の「敷敷衍衍」という重ね語が用いられることに注意すべきである。こ
のような重ね語は呂が自らの行動を自嘲的に述べる時に用いられる語法である。
結局阿順が死んでいることが明らかになり、髪飾りは渡せぬままとなり、妹の阿昭に送る
ことになる。

「那倒也罷，我的事情又完了。但是帶在身邊的兩朵剪絨花怎麼辦呢？好，我就託她送
了阿昭。這阿昭一見我就飛跑，大約將我當作一隻狼或是什麼，我實在不願意去送她。——但

204
205

現代中国語においては「恶狠狠」と表記するが、古語においては、
「憎々しい」意味を表わす場
合、
「很」と「狠」は両方とも使用可能である。
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是我也就送她了，對母親只要說阿順見了喜歡的了不得就是。這些無聊的事算什麼？只要模
模胡胡。206
「それはともかく、こうして、僕の用事は終わったわけだ。だが、持って来た髪飾りは
どうしよう。それならばと、僕はばあさんから阿昭に渡してもらうことにした。阿昭は僕
を見ると、すっとんで逃げてしまったやつだ。僕を狼かなんぞと思ったのだろう。彼女に
なんか贈りたくはなかったが、―結局、彼女に贈った。母には、阿順がとても喜んだよと
言えば、それでいい。こんなつまらないことだ、どっちみち、たいしたことじゃない。た
だ、いい加減にやるだけだ。
」

妹の阿昭は呂に好意を示していた阿順と違って、革命運動に奔走している呂のことを「狼
かなんぞのように」思っているらしいと呂は思っている。その阿昭は呂から見れば「幽霊の
よう」な存在である。

阿昭長得全不像她姊姊，簡直像一個鬼，207

⑤

阿昭は、姉とは似ても似つかず、まるで亡霊のような娘だった。

呂はそんな阿昭に髪飾りを贈りたくはなかったが、母親に言われた役目を果たすため、
結局阿昭に送ることにしたと語る。そのような自分の感情に忠実に行動することができ
ない自分に対して自己嫌悪を感じつつ、自嘲的に「模模胡胡」であると語るのである。こ
の重ね句は呂の次のような自己嫌悪を表現する形式に他ならない。

你不知道，我可是比先前更怕去訪人了。因爲我已經深知道自己之討厭，連自己也討厭，
又何必明知故犯的去使人暗暗地不快呢？208
君は知るまいが、僕は昔よりいっそう人を訪ねるのが怖くなったのだ。僕はもう、自分
のいやさ加減がつくづく分かって、自分自身でもいやなくらいなのだから、そうと分かっ
ていて、わざわざ人に不愉快な思いをさせることはないという気がしてね。

206
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また、
「私」の君は「子曰く、詩に云う」を教えているのかという問いに対し、
「自然。你還以爲敎的是 ABCD 麼？我先是兩個學生，一個讀詩經209，一個讀孟子。新
近又添了一個，女的，讀女兒經。連算學也不敎，不是我不敎，他們不要敎。」
「我實在料不到你倒去教這類的書，……」
「他們的老子要他們讀這些；我是別人，無乎不可的。這些無聊的事算什麼？只要隨隨
便便，……」210
「むろんさ。ABCD でも教えていると思ったのか。はじめ生徒は二人で、一人は『詩経』
、
一人は『孟子』だ。最近一人加わったが、女だから『女児経』ってわけだ。算数さえ教
えない。僕が教えないんじゃなくて、連中がいらないと言うのさ」
「君がそんなものを教えてるなんてねぇ……」
「彼らの父親が読ませたがるのさ。僕は他人だから、良いも悪いもない。つまらぬこと
だ、いずれにせよ、たいしたことじゃない。ただいい加減にやっていくだけだ。……」

と、やはり重ね句の「隨隨便便」を用いて自分の現在の行動を自嘲するのである。

呂が二つのエピソードを語り終わり、
「私」は呂と別れ、
「私」による雪景色の描写でこの
小説が完結する。ここで、描写される雪は、当然ながら江南の雪であるが、そこに隠喩表現
が用いられている。
テクストの中では「隨隨便便（いい加減）」以外に、「敷敷衍衍（万事おざなり）」、
「模模
胡胡（いい加減）
」という形容詞の重ね型も使用されている。中国語における形容詞の重ね
型はリズム感を持ち、また強調や具体的な状況を生き生きと描写する語感があるため、呂の
重ね型語句の使用によって自分に対する自嘲的な印象が強くなる。内山完造の記憶による
と、魯迅は「僕は（病床）に寝ているあいだに発見したよ。それは中国四億の人民が『馬馬
虎虎（いい加減）
』という病気にかかっていることだ。この病気を治さない限り、中国を救
うことはできない」211と語ったということであるが、呂の自嘲は、魯迅が中国人の精神の在
り方を批評する時に用いた「馬馬虎虎（いい加減）
」という重ね型語句を髣髴させるような
言い方であると言うことができよう。
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⑥

寒風和雪片撲在臉上，倒覺得很爽快。見天色已是黄昏，和屋宇和街道都織在密雪的純
白而不定的羅網裏。212
寒風と雪が顔に当たるのが、かえって爽快だった。空はもう夕暮れだった。空も家並も
通りも、降りしきる真っ白な雪の、ゆらめく網目のなかに織りこまれていた。

ここに現れた雪景色の前に、
「爽快」という言葉が現れ、雪によって安らぎの心境の中に、
物語が収束するように見える。しかし、なぜ、
「爽快」なのだろうか。
「私」の顔に当たるの
は南方の雪である。それは、椿の花にまとわりつき、それを覆い隠そうとする雪としてこの
作品の中では描かれていた。椿の花は阿順にみられるような情熱と生命力、北方の革命運動
のような新たな行動の力を象徴する花である。それを覆い隠そうとする雪は、旧社会が新た
な生命力を封殺する力を表わすはずである。その雪がいま、全てを覆い尽くそうとしている。
それがなぜ「さわやか」に感じられるのか、謎を残したままで、この作品は終わっている。
おそらくは雪が象徴する旧社会的な力の「雪」にたとえられる自然力に似た静かだが全てを
覆い尽くしてやまない力に対する人間の無力感を表現しているのであろうか。

３.まとめ
この作品では、北方と南方という空間が象徴的意味をもった空間として描かれ、その間を
移動する「私」や呂の行動が、その空間との関係において意味を持ってくる。また、そこに
降る雪の性質も、それと関連した意味を持たされている。また、その雪の下に咲く椿の花も
擬人法的隠喩（活喩）によって描かれ、単なる風景描写とは異なる、登場人物との関係を髣
髴とさせる意味を有している。また、呂の自嘲に見られる重ね型語句の使用は、魯迅の中国
人の精神的なあり方への批判と結び付いている。このように、この作品は、一見日常的な事
柄が写実的に語られている私小説の観を呈しているが、その比喩やイメージに注目してみ
ると、空間や植物や雪などの事物、人物、特定の言い回しなどが相互に連想的意味関係を持
つ、高度のレトリカルな小説であることが判明する。
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第三節 「孤独者」における隠喩による転意

１ .作品の構成
「孤独者」は「酒楼にて」から一年半以上経った 1925 年 10 月に書かれている。この作品
の構造は、
「祝福」
、
「酒楼にて」と類似しており、語り手としての「私」が登場し、主人公
の魏連殳と関わり、魏連殳が手紙で自らのことを語る「入れ子構造」になっている。作品は
五節に分かれている。第一節は、語り手である「私」が魏連殳の祖母の葬式で、彼と最初に
出会う。第二節は、失業した「私」が魏連殳の家を訪れる。第三節は、魏連殳が失業し、
「私」
と話し合う。第四節は、魏連殳からの書簡で、彼が志を捨て、軍閥の幕僚となったことが語
られる。第五節は、魏連殳の葬式の場面である。物語は、葬式に始まり、葬式に終る。魯迅
の比喩表現の観点から特に注目すべきことは、この二回の葬式において同一の直喩表現が
二回現れることである。最初は、魏連殳の祖母の葬式の場面で彼が慟哭する場面である。

忽然，他流下淚來了，接着就失聲，立刻又變成長嚎，像一匹受傷的狼，當深夜在曠野
中嗥叫，慘傷裏夾雜着憤怒和悲哀。213
突然、彼は涙を流しはじめ、つづいて声がもたれたかと思うと、たちまちその声は、た
ちまち呻きに変った。傷ついた狼が深夜の曠野に吠え狂うように、痛惨のうちに憤りと悲
しみをまじえたものであった。

次は、
「私」が魏連殳の葬式に参加した場面で、
「私」自身について再びこの表現が使われ
る。

耳朶中有什麼掙扎着，久之，久之，終於掙扎出來了，隱約像是長嗥，像一匹受傷的
狼，當深夜在曠野中嗥叫，慘傷裏夾雜著憤怒和悲哀。214
耳の奥で何かが身もだえしていた。ながく、ながく身もだえしていたものが、ついに外
に出た。それは呻きのようであった。傷ついた狼が、深夜の曠野に吠え狂うように、痛惨
のうちに憤りと悲しみをまじえたものであった。

213
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二つの描写の間に、魏連殳の物語が挟まれている。
本節では、この二つの直喩表現を中心に、作品における比喩表現について分析することを
通して、
「私」と魏の関係を明らかにする。

２.「孤独者」における比喩表現
２－１．第一節における比喩表現
第一節では、
「私」の語りによって、祖母の葬式の場面での魏連殳のイメージが印象的に
描かれている。魏連殳の祖母の葬式で、
「私」は彼と初めて会う。革新思想に染まった魏連
殳は、伝統的な宗族共同体のなかで「外国人」に喩えられている。比喩根拠は「異様」であ
る。

①

有一年的秋天，我在寒石山的一個親戚家裏閒住；他們就姓魏，是連殳的本家。但他們
却更不明白他，仿佛將他當作一個外國人看待，說是「同我們都異樣的」。215
ある年の秋、私は寒石山の親戚にしばらく住んでいた。その家は姓が魏で、連殳の一族
だった。だが彼らにとっても、連殳はいっそう不可解らしく、「わしらとは異様なんだ」
と、まるで外国人扱いだった。

これは、村人から見ての魏連殳の描写であるが、
「私」からは、
「村人から見れば彼は確か
に「異類」だった」というように描写されている。「異類」は異民族の意味でもあるが、「禽
獣神鬼之類」(『漢語大詞典』)の意味も持つ。
従来の形式で葬式を行うことを決める中、「異様」と思われている魏連殳が到着する。そ
して、祖母の葬式の場で、封建家族の伝統と革新の対立が生ずることを皆が予想する。しか
し、意外にも村の長老たちの予想に反して、魏連殳は従来の作法で葬儀を遂行する。そのた
め、
「みんな心の重荷はおりた」とある。具体的な比喩表現は以下の通りである。

②

這又很出于他們的意外，大家的心的重擔都放下了，但又似乎反加重，覺得太「異樣」
，
倒很有些可慮似的。216
これまた意外千万だった。みんな心の重荷はおりたものの、あまりに「異様」な話なの
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で、それが気がかりで、かえって重くなったような気もした。

ここでは魏連殳がしきたりに従うことに同意した時の村人の心理が描かれているが、魏
連殳の同意は、いずれにしても村人にとっては「異様」なのである。この場合、魏と宗族の
対立は表に現れず、あくまで内心の違和感として表現されている。
魏連殳の葬儀の仕方は村人たちから見て堂々としたものであった。

那穿衣也穿得眞好，井井有條，彷彿是一個大殮的専家，217

③

装束の着せ方も堂に入っており、まるで葬式のくろうと同然、

彼の祖母のための装束の着せ方は、
「葬式のくろうと同然」という直喩によって表現され
ている。この魏連殳の伝統的宗族秩序に完璧に従順な行動は、村人の感嘆を呼ぶが、それが
また、かえって「異様」な印象を与えたのである。
はたして、葬儀がおわろうとするとき、彼は突然しきたりにはない悲しみの表現をする。

④

忽然，他流下涙來了，接着就失聲，立刻又變成長嚎，像一匹受傷的狼，當深夜在曠野
中嗥叫，惨傷裏夾雜着憤怒和悲哀。218
突然、彼は涙を流しはじめ、つづいて声がもたれたかと思うと、たちまちその声は、た
ちまち呻きに変った。傷ついた狼が深夜の曠野に吠え狂うように、痛惨のうちに憤りと悲
しみをまじえたものであった。

この部分は「負傷した狼が深夜の曠野に吠え狂うように」という直喩表現が用いられてい
る。この直喩表現が、この短編の中心的イメージを形成している。このようなしきたりには
ない慟哭は村人には「異様」であるが、その嘆きの様が喚起するイメージである「狼」は「異
類」である。そして、この「負傷した狼が深夜の曠野に吠え狂う」という孤独と反抗のイメ
ージによって、まさに魏連殳の内面が描き出される。同様にまた、
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但他却只是兀坐着號咷，鐵塔似的動也不動。219

⑤

しかしかれは相変わらず、ぽつんと坐ったまま泣きつづけて、鉄の塔さながら、びくと
もしなかった。

という直喩表現によって、彼の内心を封鎖した孤高の形象が描き出されている。その魏
連殳の孤独な姿を話し合う村人たちの様子は、「私」によって「悪魔」にであった者喩え
られる。

便聽到村人都遭了魔似的發議論，220

⑥

(私)は村人たちが悪魔にでも出会ったように、しきりにはなしあっているのをきいた。

このように、魏が村人からどのように見られているかが、「異様」な外国人、「異類」
、負
傷した狼、鉄の塔、悪魔など、魏連殳の異質性と孤独・孤高を表わす比喩を用いて描かれて
いるのである。

２－２.第二節における比喩表現
第二節において、
「私」は魏連殳のもとを訪れる。ここでは、
「私」の視線によって、魏連
殳の家にいる青年の様子が語られる。

⑦

大抵是讀過沈淪的罷，時常自命爲「不幸的所靑年」或是「零餘者」
，螃蟹一般嬾散而
驕傲地堆在大椅子上，一面唉聲歎氣，一面雛着眉頭吸煙。221
たぶん『沈淪』でも読んでいるのだろう、よく自分から「不幸な青年」とか「余計者」
などと称して、蟹のようにのっそり、しかも傲慢に大椅子にふんぞり返って、ふっと嘆息
をもらし、眉をひそめて、たばこばかりふかしている。

「沈淪」とは郁達夫の小説であり、日本に留学し、学業や恋愛に思いを遂げられず、中国
の弱さに絶望して、自殺する青年を描いている作品である。世間から「異類」と思われてい

219
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る魏連殳は希望を旧習に反抗する青年に寄せたのである。しかしながら、
「蟹のようにのっ
そり、しかも傲慢に大椅子にふんぞり返って」いる青年たちに対する「私」の視線は否定的
である。これは、厭世家を気取った青年たちへの批判を表しているが、彼らが魏連殳のとこ
ろによく客に来ているところから判断すると、魏はそのような批判的態度は持っていない
ようである。
また魏は腕白な子供たちに対して「私」とは違った態度を示す。魏連殳の子供に対する態
度は次のように書かれている。

連殳一見他們，卻再不像平時那樣的冷冷的了，看得比自己的性命還寶貴。222

⑧

ところが連殳は、子供たちに対しては、平生のそっけなさはどこへやら、自分の生命よ
りもだいじに思っているようだった。

「生命よりもだいじに思っている」という言い方は比較による直喩の一種である。

⑨

「孩子總是好的。他們全是天眞……。（中略）大人的壞脾氣，在孩子們是沒有的。後
來的壞，如你平日所攻擊的壞，那是環境敎壞的。原來卻並不壞，天眞……。我以為中國的
可以希望，只在這一點。」223
「なんと言ったって子供はいい。実は天真で……。（中略）大人のわるい根性を子供た
ちは持っていないのだ。後天的な悪、君が日ごろ攻撃するような悪は、環境がわるくした
のだ。彼らはもともとなにもわるくはない、天真で……。中国の希望があるとすれば、そ
れはこの点にしかないと思う」

子供は元来「天真」であって、悪はその外側にある環境から来たものであるとする、悪の
外在説を魏連殳は取っている。それに対し、
「私」の子供に対する考え方はそれとは逆であ
る。

⑩

222
223
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含有枝葉花果的胚，長大時纔能够發出這些東西來。何嘗是無端……。」224
「いや、もし子供の中に悪の根がなかったとしたら、大きくなってどうして悪の実を結
ぶんだい。一粒の種も、その中にもともと枝や葉や花や実の胚を含んでいるからこそ、成
長してそれらができるんじゃないか。何もわけもなく……。」

「私」は、悪の内在説を取る。私にとって、
「悪の根」は子供の中に元々潜んでおり、そ
れが成長して「枝や葉や花や実」となるのである。ここで「私」は子供の中の悪を表現する
のに、植物の隠喩を用いている。
魏連殳は子供は元来「天真」であり、成長してから悪に染まるのは「環境」のせいである
と考えている。魏連殳は正面から封建制度に対抗するのではなく、希望を子供や青年に託し
たのである。この青年の描き方の中に、
「私」の考えと魏との間にズレが生じ、しこりが残
る。

２－３.第三節における比喩表現
第三節において、
「私」が再び魏連殳を訪れた際に、第二節とは対照的に、彼の家に青年
と子供は来なくなっている。そこで改めて、魏連殳の「孤独者」というイメージが描かれて
いる。

⑪

「你的客廳這麼荒涼……。近來客人不多了麼？」
「沒有了。他們以爲我心境不佳，來也無意味。心境不佳，實在是可以給人們不舒服
的。冬天的公園，就沒有人去……。」225
「この部屋もこんなに寂しくなって……。この頃は来客が減ったのか。」
「来なくなったのさ、誰も。みんな僕の心境がよくないので、来ても面白くないと思
うんだろう。心境がよくないってことは、人まで不愉快にするからね。冬の公園へ、
誰も行かないものだ……。」

殺伐として誰も寄り付かない「冬の公園」は魏連殳から見た自分の孤独のイメージであ
る。魏連殳は子供に食べものをあげようとするが、子供に逃げられる。
224
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他也就陰影似的悄悄地回來，仍將一把花生米放在紙包裏。226

⑫

かれは影のようにしょんぼりもどって、握っていた落花生をもとの紙包に入れた。

そして、
「影のようにしょんぼりもどって」という直喩表現が使用される。
「影」は、暗さ
と実体のなさの比喩であろう。このような表現によって、魏連殳の社会的人間としての存在
が否定されていることを示している。
そのような魏を見て「私」は次のように批判する。

⑬

「那你可錯誤了。人們其實並不這樣。你實在親手造了獨頭繭，將自己裹在裏面了。你
應該將世間看得光明些。」我歎惜着說。227
「そりゃ君の間違いだよ。みんな決してそんなもんじゃない。君は、自分の手で孤独の

繭をこしらえて、自分を閉じ込めているんだ。もっと世間を明るく見るべきだよ。」私は
ため息をついた。

この部分に出てくる「獨頭」とは、紹興方言であり、一人、孤独な人の意味である。繭が
絲を吐き、自分をその中に閉じ込めることは、孤独な人間に喩えられ、魏連殳が自分を孤独
に閉じこめ、外部の世界と隔離したことを表す。「私」が魏連殳という人間の在り方を批判
的に表現する「自分の手で孤独の繭をこしらえて」という隠喩表現は、次の孤独の繭の「糸」
から運命の「糸」へ、さらには魏連殳のおばあさんの針仕事の糸と縁語的につながり、複合
的な比喩表現を構成している点で重要である。

⑭

「也許如此罷。但是，你說：那絲是怎麼來的？——自然，世上也儘有這樣的人，譬

如，我的祖母就是。我雖然沒有分得她的血液，却也許會繼承她的運命。」228
「そうかもしれん。だがね、その糸はどこからくると思う―無論世間にもそんな人間
はたくさんいるさ。例えば僕の祖母がどうだ。僕は彼女の血を受けてはいないが、運命
は引き継いでいるかもしれん。」
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魏の孤独の繭を構成する糸は祖母の運命の糸であり、それは祖母の針仕事の糸と結び
付いている。

倒是看久了終日終年的做針線；機器似的，自然免不了要發煩。229

⑮

機械みたいに年から年じゅう針仕事ばかりしているのを見あきて、辛気くさくなったか
らなんだ。

ここでの針仕事は、貧困の隠喩である。あるいは人間性を奪われて「機械みたいに」
、
「年
から年じゅう針仕事ばかりして」貧困と戦うことが作りだす非人間的状況が示されている。

⑯

可是我那時不知怎地，將她的一生縮在眼前了，親手造成孤獨，又放在嘴裏去咀嚼的

人的一生。而且覺得這樣的人還很多哩。這些人們，就使我要痛哭，230
しかし僕はあの時、どうしたわけか、祖母の一生の縮図がまざまざと眼前に浮かんだ。
われから求めて孤独を作り出し、その孤独を口に入れて噛みしめて生きた人の一生がね。
そのうえ、僕には同じような人がいっぱいいるように感じられた。こうした人々が僕を
とめどなく泣かせたのだ。

ここで、魏連殳が葬式で慟哭した理由が明らかにされる。「私」が魏連殳について言った
「君は、自分の手で孤独の繭をこしらえて、自分を閉じ込めているんだ」が形を変えて、魏
連殳によってお婆さんのこととして「われとわが手に孤独を作り出し」と表現される。興味
深いことは、ここで私が魏連殳の孤独を見つめ、魏連殳が祖母の孤独を見つめる構図が現れ
ることである。
「孤独を作り出す」
「針仕事の糸」がすなわち運命の糸であり、魏連殳と祖母
の宿命的なつながりがこの比喩とその縁語によって表現されている。このつながりの中で、
「私」と魏連殳とその祖母の内的連関もまた示されているのである。

「你現在對於我的意見，就是我先前對於她的意見。然而我的那時的意見，其實也不
對的。便是我自己，從略知世事起，就的確逐漸和她疏遠起來了……。」231
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「君が今僕に対して持っている批判は、僕がむかし祖母に対してもった批判と同じ
さ。だが、かつて僕が批判したことは、実は間違っていた。この僕にしてからが、少し
世間のことがわかってくると、しだいに祖母から離れていったわけだからね……」

ここに、魏連殳の祖母への魏連殳の批判すなわち魏連殳への「私」の批判という漸次的な
構図が明確になる。このような形で、祖母と魏連殳と「私」のつながりが明らかにされるの
である。

２－４.第四節における比喩表現
この節において、
「私」も失業・再就職を繰り返すうちに、魏から手紙を受け取り、彼が
志を捨て、軍閥師団長の顧問となったことを知る。そして、新しい来客、贈り物、お世辞が
押し寄せていることを知らされる。表面的に見れば、そのような生活を送る魏はすでに「孤
独者」ではないが、これは彼の本当に望んでいる生活でもない。それどころか、所謂「自己
破滅」なのである。

⑰

但是學校裏的人們，雖是月薪十五六元的小職員，也沒有一個不是樂天知命的，仗着逐
漸打熬成功的銅筋鐵骨，面黃肌瘦地從早辦公一直到夜，其間看見名位較高的人物，還得恭
恭敬敬地站起，實在都是不必「衣食足而知禮節」的人民。232
だが教職員たちは、月給十五、六元の下級職員にいたるまで、天命に甘んじない者一人
もなく、かねてきたえた鋼のような筋骨を頼りに、痩せこけた、青い顔をして、早朝から
夜まではたらき、その間にも自分より上の人物を見ると、かしこまって立ちあがらねばな
らない、まことに「衣食足」らずして「礼節を知る」人民たちである。

ここに使用される「鋼のような筋骨」という比喩表現は、山陽の教員たちの体の丈夫さ
を強調しているほか、旧社会的道徳の根強さをも表している。彼らは、「衣食足」らずし
て「礼節を知る」（老子は儒教への皮肉として「衣食足りて礼節を知る」と言った。貧困
に甘んじて礼節を守ろうとするのは儒教道徳である）旧社会の道徳に戦わずして従ってい
る。給料も出ないのに「天命に甘んじ」て、上の人物にはかしこまって敬礼をする。この
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比喩はそのような従順な人々への「私」の揶揄をこめた表現である。篇末に、「私」が魏
の葬式に参加した際に、魏の死体は「骨瘦如柴（枯木のような骨）」だったという描写が
あるが、これは「銅筋鐵骨」とは対照的である。自ら自分の信念を捨てた魏は、強さを失
い、体が薪のようとなったのである。

⑱

下了一天雪，到夜還沒有止，屋外一切靜極，靜到要聽出靜的聲音來。我在小小的燈
火光中，閉目枯坐，如見雪花片片飄墜，來增補這一望無際的雪堆；故鄉也準備過年了，
人們忙得很；我自己還是一個兒童，在後園的平坦處和一伙小朋友塑雪羅漢。雪羅漢的眼
睛是用兩塊小炭嵌出來的，顏色很黑，這一閃動，便變了連殳的眼睛。
「我還得活幾天！」仍是這樣的聲音。
「爲什麼呢？」我無端地這樣問，立刻連自己也覺得可笑了。233
一日中雪が降って、夜にはいっても止まらなかった。屋外は静まりかえり、静かさが

音を発しているのが聴きとれるようだった。私は小さい灯の中に、眼をつぶって坐って
いた。雪がひらひらと舞い落ち、見わたすかぎり降り積もった雪の上に、さらさらと降
り積もっていくのが、見えるようであった。故郷も正月の準備で、人々は忙しく働いて
いる。私はまだ子供で、裏庭の平らな場所で友達と一緒に雪だるまをつくっている。雪
だるまの眼は二つの小さな木炭をはめこんでつくってあるので、真っ黒だ。それが、き
らりと光ると、たちまち連殳の眼に変わった。
「僕はもうしばらくいきなきゃならない」。またこんな声が聞こえた。
「どうして」、思わずこうたずねて、すぐ自分でもおかしな問いだと思った。

これは、
「私」の故郷の正月に子供たちが雪だるまを作る幻想である。その中で雪だる
まの目が突然連殳の目に変わったかのように見えた、というので一種の比喩と考えてよ
い。「祝福」の最後の部分で、神々が人々を祝福するのを想像する場面と同様である。こ
の雪だるまは連殳の声で、「僕はもうしばらく生きなければならない」という。私は「ど
うして」と聞き返すが、この言葉は連殳からの手紙の中にある「生きる」についての言葉
によってその意味が明らかになる。ここでは「生きる」という言葉が二通りの意味で、す
なわち、現実的な意味での生きるということと、理想的な生を生きるという比喩的な意味
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で用いられている。
⑲

「你或者願意知道些我的消息，現在簡直告訴你罷：我失敗了。先前，我自以爲是失
敗者，現在知道那並不，現在纔眞是失敗者了。先前，還有人願意我活幾天，我自己也還
想活幾天的時候，活不下去；現在，大可以無須了，然而要活下去……。
然而就活下去麼？
願意我活幾天的，自己就活不下去。這人已被敵人誘殺了。誰殺的呢？誰也不知
道。」234
「君が僕のことを知りたいかと思って、率直に伝えておくことにしよう。僕は敗北し
た。以前、僕は自分を敗北者と思っていたが、いま考えるとそうじゃなかった。いまこ
そ本当の敗北なのだ。以前、僕にもうしばらく生きてほしいと願う人がおり、僕自身も
もうしばらく生きたいと思ったときには、生きられなかった。いま、もう生きる必要が
なくなった。それなのに生きつづけようとする……
それなのにこうやって生きつづけるのだろうか。
僕にもうしばらく生きてほしいと願った人は、自分は生きられなかった。この人はも
う敵の手にかかって死んだ。誰が殺したのか、誰も知らない。」

ここでの「敗北」
「生きる」
「殺す」などの言葉は、通常の意味と比喩的意味の両方に使
われている。最初の「僕は敗北した」という言葉は隠喩である。実際は、師団長の顧問に
なり高収入を得られるようになり、世間的な意味では成功しているのであるが、魏連殳や
「私」の理想から見れば（比喩的には）敗北なのである。「以前、僕は自分を敗北者と思
っていたが、いま考えるとそうじゃなかった。いまこそ本当の敗北なのだ。」というの
は、職も収入もろくにない自分を世間的な目からは見て敗北者だと思っていたが、それは
世間に妥協しなかったためであり、理想の観点からは敗北者ではなかったのだということ
である。「以前、僕にもうしばらく生きてほしいと願う人がおり、僕自身ももうしばらく
生きたいと思ったときには生きられなかった。いま、もう生きる必要がなくなった」の生
きるという言葉は⑳にあるように「好好地活下去」すなわち「立派に（理想に従って）生
きる」の意味で使われているようであるが、それに続く「それなのに生きつづけようとす
る」の「生きる」は生命の持続という普通の意味で用いられている。
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「敵に殺された」という言葉も比喩的な表現である。ここで、「殺された」は命が奪わ
れたという意味ではなく、旧社会によって人間として生きる尊厳が奪い取られたという意
味である。

⑳

「人生的變化多麼迅速呵！這半年來，我幾乎求乞了，實際，也可以算得已經求乞。
然而我還有所為，我願意爲此求乞，為此凍餒，為此寂寞，為此辛苦。但滅亡是不願意
的。你看，有一個願意我活幾天的，那力量就這麼大。然而現在是沒有了，連這一個也沒
有了。同時，我自己也覺得不配活下去；別人呢？也不配的。同時，我自己又覺得偏要為
不願意我活下去的人們而活下去；好在願意我好好地活下去的已經沒有了，再沒有誰痛
心。使這樣的人痛心，我是不願意的。然而現在是沒有了，連這一個也沒有了。快活極
了，舒服極了；我已經躬行我先前所憎惡，所反對的一切，拒斥我先前所崇仰，所主張的
一切了。我已經眞的失敗，——然而我勝利了。」235
「人生の変転のなんと速いことか。この半年、僕は乞食寸前だった。いや、すでに乞
食そのものと言ってもよかった。けれども、僕にはしなければならぬことがあった。僕
はそのためにすすんで乞食をし、飢えと寒さに耐え、寂寞に耐え、苦労に耐えてきた。
だが滅亡は欲しなかった。君、僕の生存を願う人がいるという、その力はこんなに大き
かったのだよ。しかしもういない。最後の一人までいなくなった。同時に、僕自身も生
きつづける資格がないように思えるのだ。ほかの者たちは？彼らも同じだ。同時に、僕
自身はまた、僕の生存を願わない者たちのためにこそ、生きなければならないとも思う
のだ。さいわい、僕がりっぱに生きることを願った人はもういないから、誰も心を痛め
はしない。そのような人の心を痛ませるのを、僕は欲しない。しかし、もういないの
だ。最後の一人までいなくなった。愉快でならぬ。さばさばした気分だ。僕はすでに、
僕が以前憎み、反対したすべのことを実行し、僕が以前崇拝し、主張したすべてのこと
を拒否した。僕はすでにほんとうに敗北した―しかし、僕は勝利したのだ。」

ここで用いられている「乞食」という言葉は比喩的な言い方であり、魏が生活が苦しく
て乞食のような生活をしていても自分の信念を捨てなかったことを意味している。「僕は
すでにほんとうに敗北した―しかし、僕は勝利したのだ。」において、「敗北」とは魏が
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自分の信念や理想を捨てることであり、「勝利」とは意図的に自分が反対していた道を歩
くことにより、社会的に成功し、旧社会に対して復讐を実現したことを意味すると考えら
れる。
このように、魏連殳の手紙の文章は、実際的と比喩的の両義的な言葉で綴られている。

㉑

他的面貌却總是逐漸模胡；然而又似乎和我日加密切起來，往往無端感到一種連自己也
莫名其妙的不安和極輕微的震顫。236
彼の顔貌はしだいにぼんやりとなっていった。しかし一方で、私と日に日に身近になる
感じもあって、しばしば何がなし自分でもわけのわからぬ不安と軽いおののきを覚える
ことがあった。

魏の書簡を読んでしばらくすると、
「私」の魏への記憶はだんだん薄くなり、彼の顔さえ
も思い出せないのであるが、しかし「私と日に日に身近になる感じもあって」という記述は、
「私」と魏連殳の内的な繋がりもしくは同一性を表わす言葉ととらえるべきであろう。

２－５.第五節における比喩表現
ここで、物語の最後の場面に触れる。内容は、「私」が魏連殳の寂しい葬儀に参列した際
の、葬式についての描写である。そして、「私」はその棺を見送るに忍びず、中庭に出て慟
哭する。そこで、この小説が完結する。
魏連殳の葬儀に白い喪服を着て現れる二人の人間について用いられている比喩は注目に
値する。

㉒

我刚跨進門，當面忽然現出兩個穿白長衫的来攔住了，瞪了死魚似的眼睛，从中發出驚
疑的光來，釘住了我的臉。237
私は室内へはいろうとすると、突然、白い喪服を着たふたりの男が前に立ちはだかり、
死んだ魚のような眼を見はって、さも疑わしそうにじっと私の顔をのぞき込んだ。

白い喪服を着たふたりの男が前に立ちはだかるが、その眼が「死んだ魚のような眼」をし
236
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ていたという直喩表現が用いられている。この魚の目の比喩は、
「狂人日記」にある次の記
述を思い出させる。

陳老五送進飯來，一碗菜，一碗蒸魚；這魚的眼睛，白而且硬，張著嘴，同那一夥想吃
人的人一様。238
陳老五が飯を運んで来た。野菜が一皿、蒸し魚が一皿。この魚の眼は白くてこちこちで、
ぱっくり口をあけてるところは、あの人間を食いたがってる人間どもとおなじだ。

これは旧社会の「食人」者の眼を死んだ魚の眼に喩えている描写であって、基本的にこ
こで用いられている比喩と、旧社会の人間の眼を死んだ魚の眼に喩えるという点で同じで
ある。
それに対して、死んだ魏連殳は対照的な比喩を用いて描かれている。

㉓

臉上也瘦削得不堪，然而面目却還是先前那樣的面目，寧靜地閉着嘴，合着眼，睡着
似的，幾乎要使我伸手到他鼻子前面，去試探他可是其實還在呼吸着。239
顔もひどく痩せやつれていたが、顔かたちは昔のままだった。静かに口を閉じ、目
をつむり、まるで眠っているようである。私はまだ息をしているような気がして、あ
やうく彼の鼻の前に手をかざしそうになった。

すなわち生きているかのようであると直喩表現を用いて描かれている。このように、比
喩表現において、生者を死者に喩え、死者を生者に喩えるのは、ここに魯迅の生と死につ
いての寓意が隠されていると考えるべきであろう。魏連殳は「生きる」「死ぬ」という言
葉を両義的な意味で用いていたが、それがここでは人物の描写として表現されていると考
えてよいであろう。そのことは、魏の葬儀の場の静寂を描く一節で、次のような言葉が二
度にわたって繰り返されるところにも現れている。

㉔

但此後也就沈黙了，一切是死一般靜，死的人和活的人。240
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だが、それもこれだけ言うと沈黙した。あとはすべてが死のような静寂である。死者と
生者とともに。

死者である魏は物理的な意味で死に、そこに参列している旧社会の人間たちは比喩的な
意味で死んでいる。そのことをこの言葉は表わしていると考えていいだろう。

㉕

她談得高興了，説話滔滔地泉流似的涌出，説到他的病状，説到他生時的情景，也帯些
關於他的批評。241
祖母は得意になってまくし立て、病状のことやら生前にあったことやら、話は泉から湧
き出るごとくとめどなくつづき、あいだに批評めいた意見をはさんだ。

魏連殳は祖母の葬式では、魏連殳は祖母の孤独への理解者として号泣した。しかし、魏連
殳の葬式では、彼の理解者はいなかったし、泣く人は葬儀の儀礼に従って泣くだけであった。
それにいたたまれなくなった「私」が外へ出ると、
「私」の内部で何かが徐々に膨れ上がり、
それが「私」の声となって「私」は号泣する。

㉖

耳朶中有什麼掙扎着，久之，久之，終於掙扎出來了，隱約像是長嗥，像一匹受傷的
狼，當深夜在曠野中嗥叫，慘傷裏夾雜著憤怒和悲哀。
我的心地就輕鬆起來，坦然地在潮濕的石路上走，月光底下。242
耳の奥で何かが身もだえしていた。ながく、ながく身もだえしていたものが、ついに外
に出た。それは呻きのようであった。傷ついた狼が、深夜の曠野に吠え狂うように、痛惨
のうちに憤りと悲しみをまじえたものであった。
私の心がほっと軽くなった。私は濡れた敷石道の上を、月光を浴びて歩いながら、心静
かに歩いていた。

最初に記したように、魏連殳が祖母の葬式で、「負傷した狼が、深夜の曠野に泣き叫ぶよ
うな、痛惨のうちに憤りと悲しみをまじえた」声で泣いた時の号泣と、魏連殳の葬式での
「私」の号泣に全く同じ表現が用いられていることは、それまで魏の孤独を完全に理解して
241
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いなかった「私」が、この小説の最後に到って、魏連殳とその孤独の悲しみを共有し、魏連
殳に同一化するということを意味するであろう。

３．まとめ
この小説における独特な比喩表現の使用法は、「敗北」、
「生きる」などという抽象名詞の
比喩的な用い方である。これらの比喩表現の分析を通じて、祖母と魏連殳と「私」の関係構
図が明らかになる。
作品の冒頭では、
「狼」などの喩詞によって、魏連殳が周囲の眼から見れば「異類」であ
ること、また、「鉄塔」などの比喩によって魏の「孤独者」のイメージを作り上げている。
一方、私は魏に対し、
「独頭繭」という孤独と糸をコノテーションとする隠喩表現を使用し、
それが魏連殳の祖母の針仕事の糸と縁語的につながっていることを暗示している。このよ
うな縁語的な関連において、
「私」と魏連殳とその祖母の内的連関もまた示されている。す
なわち、魏連殳の祖母―魏連殳―「私」という孤独者の系譜が提示されるのである。
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第四節 「傷逝」における比喩と象徴

１.「傷逝」の語りにおける問題
1925 年に書かれた小説「傷逝」は、魯迅が男女の恋愛を描いた唯一の作品であるが、第
二の小説集『彷徨』243に収録されるまでは未発表の作品であった。脱稿は 1925 年 10 月 21
日、同じく『彷徨』所収の「孤独者」の完成からわずか四日後のことである。この年および
その前年は魯迅の生涯で最も創作の実りの多い時期となり、
『彷徨』の作品全てと散文詩『野
草』のほとんどが生み出されている。その中でも「傷逝」は魯迅の読者にひときわ気になる
存在であり続けてきた。ひとつには魯迅の書いた唯一の「恋愛小説」ということへの注目が
あろう。作品の背後に作者自身の伝記的事実を探ろうとする試みもなされている。他方で作
品自体の内容・表現が持つ特殊性もまた多く論じられてきている。
物語論の観点から、中里見敬は「回想形式を極限まで推し進めた結果、魯迅の到達した独
白という前衛的な形式は、
『傷逝』という作品において最大限に生かされている。」と述べ、
『傷逝』の語り方を高く評価している。特に、作品における二つの時間における独白と「自
由間接話法」244を中心に、議論が展開されている。中里見によれば、テクストにおける二つ
の時間の系列により、語る語り手の「私」と語られる作中人物の「私」が存在している。更
に、物語の内容に即し、自由間接話法の効果を考察することを通して、物語の中における悔
恨を綴るという真情に基づいた行為が、逆に「私」の中の冷酷なエゴを暴き出してしまうと
いう、語り手「私」と作中人物「私」をめぐる葛藤に、このテクストの本質的な逆説（アイ
ロニー）があると述べている245。但し、中里見の研究は、主に物語における時間の指示子に
よって分析を行ったため、テクストにおける発話行為の話者を明確に確定することができ
ていない。また、平井博は中里見の「自由間接話法」に異議を呈し、作品おける語り手と作
中人物はすべて「私」であり、
「傷逝」の話法が「自由直接言説」、所謂「自由直接話法」で
あると述べている。更に、
「私」という語り手について、李国棟は次の見解を示している。
「涓生はこのように一人称でもって自虐的に自己告白をしている。一人称だから、その自虐

243
244

245

1926 年 8 月、北新書局初版。
「自由間接話法」とは、西洋の「言語学・文体論」での概念であり、直接的な伝達部を持たない話
法である。但し、元々「物語論」は英語やフランス語など西洋の言語に基づいて作られた為、動詞の
時制及び明瞭な形態上の特徴がある。一方、中国語において、中国語の形態変化が見出せない為、顕
著な時間指示以外に、語りの時間が確認されにくい。
中里見敬氏「魯迅『傷逝』に至る回想形式の軌跡―独白と間接自由間接話法を中心に―」
『中国小
説の物語論的研究』汲古書院 1996 年 64～90 頁を参考した。
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の真摯さは疑われない。しかし、われわれが忘れてはならないのは、これがあくまでも「涓
生」という名前の人の自己告白であり、作者に重なる「私」の自己告白ではないということ
だ。三人称の主人公を設定していながらも、一人称の口調で語るという所に、『傷逝』の創
意が見られ、そしてその裏に、作者である魯迅のもう一つの意図が感じられるのである」246。
ここで、李の所謂「三人称の主人公の設定」とは、恐らくこの小説の副題が「涓生の手記」
と設定され、
「涓生」の言説が客体化されていることを示すと考えられる。但し、李国棟が
述べた「魯迅のもう一つの意図」とは、つまり三人称で書くべきところを一人称の告白とす
ることによって「一人称主人公の本質的な正確性が相対化されるようになった。これは作
者・魯迅の自己解剖の深化、自分自身への執拗な心理的探究を意味している」247とし、作品
における「私」を魯迅から切り離している。「私」に作者魯迅の自己投影があるとしても、
作品世界における「私」を魯迅と区別して考える必要があるのではなかろうか。
中国語の文法は、動詞の時間指示指標が不明確であるため、話法の違いによって時制が明
確に異なるヨーロッパ言語のように、物語言説が直接言説なのか、それとも間接言説なのか
を弁別することは極めて難しい。物語の構造からいうと、作品の冒頭と篇末に「私」の心境
が述べられるが、それに挟まれて「私」による回想がある。この物語の構造は「祝福」、
「孤
独者」
、
「酒楼にて」に似た枠構造であるが、しかし「傷逝」においては他の小説とちがって
枠の外側及び内側の語り手はすべて「私」である。また、この作品における「私」は涓生で
あって、魯迅本人ではなく、あくまで魯迅が作り上げた小説の主人公であることに留意しつ
つ分析する必要があるだろう。
本節は、修辞学、特に比喩表現の角度から、話者の位相を明確にし、
「傷逝」という作品
における語りの特徴を究明することを試みる。

２.「傷逝」における比喩表現
物語内容は、涓生と子君が自由恋愛をして、吉兆胡同で同棲生活を始める。当初結婚生活
は順調だったものの、涓生が失業してから暗転する。生活が困窮し、涓生が愛の破綻を宣言
した後、子君は父親につれ去られ、のちに死ぬ。最後に、涓生は吉兆胡同の住処を離れ、以
前住んでいた会館へ戻り、手記を書くというものである。
この小説は、主人公涓生が、過去一年ほどの生活に起こった出来事を回想し、現在の「悔
246
247

李国棟
李国棟

『中国伝統小説と近代小説』白帝社
『中国伝統小説と近代小説』白帝社

1999 年 188 頁。
1999 年 190 頁。
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恨と悲哀」を綴る手記という形式で書かれた小説である。「悔恨と悲哀」の誘因となった出
来事はすべて手記を綴る涓生の視点を通してのみ読者に示される。小説では、冒頭と結末が
手記を綴る涓生の現在に連続し、中間に、出来事があった過去が挿入されている。
「傷逝」は全体を三部に分けることができる。第一部は、一人で会館へ戻った涓生が、子
君への思いを語る。第二部は、涓生は子君との交際、共同生活を回想する。第三部は、涓生
は現実に戻り、今後の道を考える。第二部において、涓生が過去に子君との交際、共同生活、
破綻する過程を述べる中、現在の涓生の心情を語る言語が織り込まれている。つまり、語り
手としての涓生、作中人物としての涓生の言説と、語り手としての涓生の言説が交錯する複
雑な時間構造を提示している。

２－１.第一部 涓生が語る「寂靜」と「空虚」
第一部の冒頭から、
「私」は「子君のため、自分のため」、
「悔恨と悲哀」を書き下ろそう
とするという記述があり、次いで、以下の表現が現れる。

①

會館裏的被遺忘在偏僻裏的破屋是這樣地寂靜和空虛。時光過得眞快，我愛子君，仗著
她逃出這寂靜和空虛，已經滿一年了。248
会館の片隅に忘れられたように存在する、このぼろ部屋は、かくも静寂で、空虚だ。時
のたつのは本当に速い。私は子君を愛し、彼女のおかげでこの静寂と空虚を逃れてから、
まる一年たったのだ。

「私」は子君の死後、昔一人で住んでいた会館に戻り、子君を失った寂しさを味わう。会
館は「私」と子君との恋愛の起点でもあるが、子君との共同生活を経て、また「私」が戻る
場所でもある。ここで注目すべきキーワードは「空虚」である。
「空虚」は部屋の荒涼たる
情景および内心の寂寞に関連し、空間的に部屋と心がうつろな状態を指している。この小説
において、
「空虚」は 18 回使用され、また形が変わって「虚空」も 8 回使われている。
えんじゅ

部屋から見る枯れかかった 槐 の木と藤の老木は生命力の枯渇を感じさせ、崩れかかって
いる部屋の壁とともに暗い雰囲気を演出する。そのような部屋において、
「私」は子君が私
を訪ねてきたころの情景を思い出し、以下のように描写される。

248
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②

她又帯了窗外的半枯的槐樹的新葉來，使我看見，還有掛在鐵似的老幹上的一房一房的
紫白的藤花。249
彼女はまた窓の外の枯れかかった槐の木の若葉を手に持って来た。それが私に気づか
せたのは、鉄のような古木にうす紫の藤の花房が下がっていることだ。

子君は「枯れかかった槐の木の若葉」とともに、会館と「私」へ生気を与える。また、
「私」
は、
「鉄のような古木に下がっているうす紫の藤の花房」にも気づいた。注目すべきところ
は、この文の主語は「彼女はまた窓の外の枯れかかった槐の木の若葉を手にして、持って来
た。
」であり、子君の行動が私に「鉄のような」古木に咲いた花に気づかせたのである。生
命のないと思われる「鉄のような」古木は会館やその中に住む涓生の内面と結び付き、子君
は「若葉」や「花」と関連付けられている。作品冒頭の描写から見れば、子君が来る前に「私」
の部屋には生気が欠けているが、子君の到来は生命への「期待」を持って来たのである。
「在
一年之前，這寂靜和空虛是並不這樣的，常常含著期待（一年前のこの静寂と空虚には、今と
ちがって、いつも期待があった）」とあるが、「私」の子君への期待とは、何もない部屋と
自分の内面の「空虚」を埋めようとするもので、彼女自身への愛の表現ではないことに注意
すべきである。

２－２.第二部 涓生と子君の交際が開始から完結までの回想
（１）子君の会館への訪問
第二部の最初には、
「私」が会館で子君の到来を待つ時の心理が描写されている。旧社会
において、男女の自由恋愛は禁止されていたため、
「私」と子君の関係も周りから批判的な
眼で見られている。子君が「私は私自身のものだ。あの人たちの誰も、私に干渉する権利な
いわ」とはっきり態度を表明するのと対照的に、
「私」は彼女を見送る時に「いつものよう
に十数歩離れて歩いた」と些か躊躇した態度を示している。更に、「私」は周囲の眼に気を
配る。文中に、
「私」の視線から周りの人々への描写が行われる。この際に、主に換喩とい
う喩法が使用される。

③

249

照例是那鮎魚髭的老東西的臉又緊貼在髒的窗玻璃上了，連鼻尖都擠成一個小平面；到
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外院，照例又是明晃晃的玻璃窓裏的那小東西的臉，加厚的雪花膏。250
いつもあの鯰ひげの老いぼれの顔が、よごれたガラス窓に顔を貼り付け、鼻の先までぺ
たんこにしている。外庭にできる、いつものように、よくみがいたガラス窓の中に、あの
クリームでてかてかの若僧の顔がある。

半瓶雪花膏和鼻尖的小平面，於她能算什麼東西呢？251

④

半瓶の化粧用クリームとひしゃげた鼻先が、彼女にとって何だというのだ。

③と④は人間の描写であるが、物体のような存在とされ、いずれも人間らしく描かれてい
ない。③では、
「鮎魚髭（鯰髭）
」という喩詞が使われている。日本の鯰のイメージでは、鼻
下に二本髭を蓄えているだけであるが、三本髭の鯰もいる。三本ひげを蓄えた顔は、中国の
成人の風貌によく使われ、日本では明治初期に、官吏をあざける場合に使われた言葉である。
このような換喩の使用によって、旧習から脱け出せない人間に対する「私」の批判的な態度
を表している。
また、③と④に「雪花膏（クリーム）」という喩詞がある。「雪花膏（クリーム）」を塗る
男の外観から、芸者や文人であることが推測できる。これらの人たちが好んで用いる化粧品
という｢属性｣で呼ぶことによって、
「鮎魚髭（鯰髭）」同様、
「私」の彼らに対する軽蔑的な
感情が表されている。
換喩によって、｢属性｣で人を呼ぶ場合は、好意的であれ軽蔑的であれ姓名よりその人の特
徴が捉えられる。換喩は転義法のなかで、とりわけ「記号性」（代理＝代替機能）を帯びて
いる。ここで、身体―感情の換喩の延長線上に外観（仕種）―内面（心理）の結合性が考え
られる。換喩の使用によって、
「私」は周りの人々に批判的な態度を提示する。
興味深いことは、
「私」は会館の住民の好奇と非難の視線に対して、換喩による侮蔑の視
線を投げ返すことでそれと対峙するのであるが、子君の視線は「まっすぐ目をあげて歩いて
いく。傲然と目もくれずに」とあるように、誰も見ていない。「私」が、旧社会の礼教を気
にしつつそれに反抗する一方、子君の自由恋愛に生きようとする人生態度は、「私」とは別
次元にあるかのように描かれている。子君に勇気があるからこそ、「私」は会館の住民を軽
蔑できたのであるが、これは客観的描写ではなく、涓生の眼に映った子君の姿であることに
250
251
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留意すべきである。子君の内面は描かれていないのである。

（２）子君への求愛
会館において、
「私」は映画で見た求愛の方法で、子君へプロポーズする。しかし、求愛
のエピソードは「私」の記憶の中に、断片としてしか残っていない。そのことが以下のよう
な直喩を含む描写によって描かれる。

⑤

後來一想到，就使我很愧恧，但在記憶上却偏只有這一點永遠留遺，至今還如暗室的孤
燈一般，照見我含涙握着她的手，一條腿跪了下去……。252
あとで思い出すたびに顔がほてるが、意地わるいことに、それだけがいつまでも記憶に
残っていて、今でも暗室の灯りのようにその光景を照らし出す―私が涙をうかべて彼女
の手をとり、片膝をついて……

「暗室」とは写真の現像・引き伸ばしなどのために使う暗い部屋のことである。元々、
「私」
の子君への求愛の作法は映画から習ったことという記述もある。求愛のエピソードを「暗室
の燈」に喩えることも映画や写真などの近代的メディアと関連している。更に、下の文例⑥
において、
「私のやったことを、まるで私には見えないフィルムが眼前にあるように、如実
に事こまかに述べてみせた」という表現も、やはり「私」の求愛エピソードの記憶を見えな
い「フィルム」に喩えている。
「映画」とは近代的視覚メディアであり、その視線も内容も伝統的社会からは遊離した架
空性を持っている。
「私」が子君への求愛を映画から習ったということは、
「私」による映画
の真似であり、そのような行動は中味がなく真実感も欠けていることを「私」も自覚してい
る。それが「私」の「後で考えるとはずかしくてならない」という告白となっているのであ
る。また、映画が西洋から由来するものであり、西洋の事物をそのまま旧社会へ持ち込むこ
とは、
「私」が西洋の文物に深く影響を受けているということを示している。
「私」にとっては、自分の求愛行動は、恥ずかしく、忘れたいものであるために、その記
憶が不明瞭である一方、子君の方は、明確に覚えていることが語られる。⑥の「熟読したよ
うにすらすら暗誦できた」という描写は子君を優等生のように描いているが、対照的に、
「私」
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は劣等生のように描写されている。

⑥

她却是什麼都記得:我的言辭，竟至於讀熟了一般，能够滔滔背誦；我的擧動，就如有
一張我所看不見的影片掛在眼下，叙述得如生，很細微，自然連那使我不願再想的淺薄的電
影的一閃。夜阑人靜，是相對温習的時候了，我常是被質問，被考驗，並且被命複述當時的
言語然而常須由她補足，由她糾正，像一個丁等的學生。253
しかし彼女のほうでは、何もかもよく覚えていた。私の言ったことを、まるで熟読した
ようにすらすら暗誦できた。私のやったことを、まるで私には見えないフィルムが眼前に
あるように、如実に事こまかに述べてみせた。むろん私が二度と思い出したくないあの浅
薄な映画の一シーンをふくめて。夜がふけてあたりが静かになると、さし向かいの復習の
時間がくる。私はいつも質問され、試験され、おまけにあのときしゃべったことの復誦を
命ぜられるが、まるで劣等生のようにしょっちゅう彼女から補足され、訂正される始末だ
った。

「私」を「劣等生」と喩える比喩は、「私」と「子君」の関係性を示しているが、ここに
は奇妙なねじれがある。近代的自由恋愛を子君に教え込んだのは「私」であり、したがって
「私」は教師の立場にあり、子君は生徒の立場であるが、実際の求愛行動に関しては、
「私」
は自分の行動に真実性がないことを自覚しているため、
「私」にとっては「二度と思い出し
たくない」ものなのである。したがって、教師であるはずの自分がここでは「劣等生」とな
らざるを得ない。二人の位相は、子君が「上」で、
「私」は「下」であり、
「私」は子君から
威圧感を感じる。下線を引いた部分は、
「学校での勉強・試験」のカテゴリーに属する喩詞
が用いられており、それが、
「私」と子君の関係性のねじれを表すものとなっているのであ
る。
この比喩によって表わされているのは、新思想を鼓吹する者にとって、その思想が本当に
自分のものになっていないという自覚とその欺瞞性に対する羞恥であり、他方、思想を吹き
込まれた者がそれを鵜呑みにする無邪気さとその強さである。

（３）涓生と子君の共同生活
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「男女授受するに親しからず」
（
『孟子』
）を礼教とする旧社会において、
「私」と子君の
自由恋愛の関係は認められない。認められるどころか、周りの視線は、
「好奇と、嘲笑と、
卑猥と軽蔑」であるが、子君は相変わらず気にしない。
「私」が子君と共同生活すること
を決め、一緒に住む家を捜す際に、周りの「好奇と、嘲笑と、卑猥と軽蔑」の視線の中、
子君について、以下のような直喩を用いた描写がある。

她却是大無畏的，對於這些全不關心，只是鎭靜地緩緩前行，坦然如入無人之境。254

⑦

しかし彼女のほうは、なに憚ることなく、まったくの無関心で、ゆっくり歩を運び、平
然としてさながら無人の境を行くようだった。

「無人境」とは孫綽「游天台山賦序」の中に、「始經魑魅之塗、卒踐無人之境（始め魑魅
の塗を經、卒に無人の境を踐む。
）
」とあるように、人のいないところであるが、ここでは、
それを比喩として用い、子君が旧社会の批判に気にせず、前に進む勇敢な態度を描いている。
この直喩の使用による子君の描写は「私」の視線からのものである。このような「無人の境
を行く」子君の態度は、
「私」の話す新思想に触発されて生まれたものであるはずであるが、
その「私」すら眼中にないかのような描写になっており、「私」の眼には彼女が完全に独立
した人格であるかのように見えているのがこの比喩から窺える。自分が吹き込んだ思想を
そのまま実践する子君に感嘆の眼を向ける「私」の視線は、自分の作った人形に恋したピグ
マリオンの視線である。
三週間もしないうちに、「私」は子君のことをほとんどすべて理解したような気になる。
そのことが、次のような比喩表現を用いて描かれている。

⑧

我也漸漸淸醒地讀遍了她的身體，她的靈魂，不過三星期，我似乎於她已經更加了

解，揭去許多先前以爲了解而現在看來卻是隔膜，即所謂真的隔膜了。255
僕はしだいに彼女のからだ、彼女の魂をはっきりと読んでいった。三週間もせぬうちに、
僕は彼女を一層理解し、以前の理解は、今から見れば隔たりでしかなかったというような、
そんな本当の隔たりを、たくさん取り除いていったように思う。

254
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ここで、涓生は、
「彼女の魂をはっきりと読ん」でいったとあるように、思想書を読むよ
うに、子君のことを「了解」し、以前の「了解」は「隔膜」でしかなかったと思われるよう
に、子君に肉薄してゆく。しかし、このような「了解」の仕方は、自分が教えたことをそこ
に読んでいるに過ぎず、
「了解」自体が常に誤解であり、その「隔膜」を除いて「了解」し
たように見えたとしても、その「了解」自体がさらなる「隔膜」であることを暗示している。
子君との共同生活が始まり、その幸福が描かれるが、その中に分裂の兆しが描かれている。
「私」が花を買って来ても子君はそれに水をやらずに枯らしてしまう。会館においてその空
虚な部屋に花を持ってきて生命をもたらしたのは子君であったが、ここでは涓生が花を持
って来ても子君はそれを育てようとしない。しかし、子君は動物好きで、ひよこと犬（狆）
を飼い、犬に「阿随」と名付けるが、私にはこの名前は気に入らない。「阿随」の名前の意
味は随順であり、自主性を重んじる西洋思想と齟齬するためであろう。
二人の共同生活が始まると、それは理想的な恋愛とは異なる日常生活が始まる。

⑨

我的路也鑄定了，每星期中的六天，是由家到局，又由局到家。在局裏便坐在辦公桌
前鈔，鈔，鈔些公文和信件；在家裏是和她相對或帮她生白爐子，煮飯，蒸饅頭。我的學
會了煮飯，就在這時候。256
私の路も鋳型にはまったようになった。週の六日間は、家から局へ、局から家への繰り
返し。局では事務机の前で公文書や手紙の筆写、筆写、筆写。家では彼女と向いあってい
るか、彼女を手伝って焜炉を起こし、飯を炊き、饅頭（マントウ）を蒸かす。私が炊事を
覚えたのは、この時だった。

会館での生活は槐の「鉄のような古木」に象徴されていたが、新しい共同生活も、日常化
すると「鋳型にはまったように」なる。金属の比喩は、生気のなさを示しているだろう。鋳
型にはまったような生活は涓生の方だけではない。涓生は昼は役所で書類書きに明け暮れ、
家に帰ると子君の食事の手伝いをするが、子君の方は食事作りに全力を挙げるとともに、犬
や鶏の世話をする。
また、役所仕事については次のような描写もある。
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⑩

局裏的生活，原如鳥販子手裏的禽鳥一般，僅有一点小米維繋殘生，决不会肥胖；日子
一久，只落得麻痺了翅子，即使放出籠外，早已不能奮飛。257
役所の生活は子鳥屋の手中にある子鳥同然、わずかの粟で命をつなぐだけで、肥えるこ
とは絶対ない。日がたつにつれて羽がなえ、たとえ籠から出ても思いきって飛べなくなる。

ここでは、役所勤めをしている「私」の自由のなさを小鳥の比喩を用いて描いている。喩
詞は最初「鳥販子手裏的禽鳥（子鳥屋の手中にある子鳥）」という直喩が使用され、更に、
「わずかの粟で命をつなぐだけで、肥えることは絶対ない。日がたつにつれて羽がなえ、た
とえ籠から出ても思いきって飛べなくなる」という子鳥の比喩が継続され、生活は保障され
ているが自由のない状態が示される。その囚われの小鳥である涓生は役所を首になる。

⑪

現在總算脱出這牢籠了，我従此要在新的開闊的天空中翱翔，趁我還未忘却了我的翅子
的扇動。258
いまともかく籠から抜け出たからには、さっそく私は新しい広大な空に向かって飛翔
しなければならない。私の羽がはばたきを忘れぬうちに。

このように、役所を首になったことを、
「いまともかく籠から抜け出たからには、さっそ
く私は新しい広大な空に向かって舞い上がらなければならない。わたしの羽がはばたきを
忘れぬうちに」という小鳥の比喩を継続して使用し、日常生活からの脱出を「飛翔」として
描いている。
「私」が自分を鷹などではなく「子鳥」に喩えるのは、自分の弱さの意識からであろう。
一方、
「羽のはばたき」は新思想を抱いて、旧社会から脱出しようとする事を表わすのであ
ろう。この比喩においては、
「羽のはばたき」という表現が二回使用されている。ここにお
ける「羽のはばたき」は「飛翔」と関係し、後文に現れる蜻蛉の比喩とも関連するが、主に
新思想と結び付いている。他の小説においても、
「飛翔」イメージは使用されている。
「阿 Q
正伝」において、阿 Q が儒教から離脱する状態に「ふわふわ」飛ぶというイメージが使わ
れ、また「酒楼にて」においても「蜂」や「蠅」の飛ぶイメージが使用され新思想活動のイ
メージとして用いられていた。
257
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⑫

世界上并非没有為了奮闘鬭者而開的活路；我也還未忘却翅子的扇動，雖然比先前已經
颓唐得多……。259
屋子和讀者漸漸消失了，我看見怒濤中的漁夫，戰壕中的兵士，摩托車中的貴人，洋場
上的投機家 ，深山密林中的豪傑，講台上的教授，昏夜的運動者和深夜的偷兒 …… 。子
君，―不在近旁。她的勇氣都失掉了，只為著阿隨悲憤，為著做飯出神；然而奇怪的是倒也
並不怎樣瘦損……。
この世に奮闘する者のために活路が開かれぬはずはなく、私は羽のはばたきをまだわ
すれてはいない。以前にくらべてかなり衰えはしたけれども……
まわりの部屋の様子や閲覧者の姿がしだいに消えていって、私の眼に怒涛の中の漁夫、
塹壕の中の兵士、モーターカーの中の貴人、租界の投機師、深山密林の豪傑、講壇の教授、
夕闇のランナー、深夜の盗賊……の姿が浮かんだ。子君は―そばにいなかった。彼女の勇
気は失われ、ただ阿随のために悲しみ、ただ食事をつくることに気をとられている。しか
し不思議なことは、彼女がいっこうに痩せないことだ……。

「私」と子君との関係が冷え込み、ついに「私」は子君のもとを逃げ出し、
「通俗図書館」
へ通うようになる。

我終於在通俗圖書館裏覓得了我的天堂。260

⑬

とうとう公立図書館にわが天国をさがし当てた。

喩詞「天堂」は天国のことであるが、現実逃避をする建築物のイメージとして使われてい
る。ここは、食事と動物からは逃れられるが、読みたい本もなく、かろうじて暖を取るため
のストーブがあるだけだが、
「ものを考えることのできる静けさ」があり、幻想の浮かぶ場
所である。図書館において、
「私」は本を読まず、ただ「羽のはばたき」を想像する。この
「羽のはばたき」によって「私」の暗夜の飛行を幻想する。その幻想の内容は、困難と戦う
様々な者たちの幻想である。それと対照的に、子君は戦う勇気を忘れ、動物をかわいがるこ
とと、食事を作るという日常的次元に埋没していると描かれている。また、文中に「不思議
なことは、彼女がいっこうに痩せないことだ……。
」という表現があるが、この小説におい
259
260
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て、
「太る」ことは肉体・食事・動物と結び付き、
「痩せる」ことは、精神・新思想などと結
び付いているだろう。
「私」が子君にもう愛していないことを告げた後にも、再度「羽のは
ばたき」の比喩が用いられると同時に飛翔の幻想が現れる。

⑭

生活的路還很多，我也還沒有忘却翅子的扇動，我想。―我突然想到她的死，然而立刻
自責，懺悔了。
在通俗圖書館裏往往瞥見一閃的光明，新的生路橫在前面。她勇猛地覺悟了，毅然走出
這冰冷的家，而且，―毫無怨恨的神色。我便輕如行雲，漂浮空際，上有蔚藍的天，下是深
山大海，廣廈高樓，戰場，摩託車，洋塲，公館，晴明的鬧市，黑暗的夜 ……。
而且，眞的，我豫感得這新生面便要來到了 。261
生きる道はまだ多い、自分は羽のはばたきをまだ忘れてはいない、と思う。―突然、私
は彼女の死を思った。しかし、たちまち自責に陥り、罪を悔いた。
通俗図書館の中で、ちらりと一筋の光明が見えることがある。新しい生の路が前方にあ
った。彼女は勇敢に覚悟をきめ、毅然として、この氷のように冷え切った家を出て行く。
しかも―怨みがましい表情もせずに。私は雲のように空中を漂う。上には青い空、下には
深山大海、ビルディング、戦場、モーターカー、租界、邸宅、晴れた日の盛り場、暗黒の
夜……。
しかも、私はほんとうに、このような新しい生の到来の近いことを予感したのだった。

「一筋の光明」の幻想の中で、子君は「勇敢に覚悟をきめ、毅然として、この氷のように
冷え切った家を出て行く」のであるが、これは共同生活を始める前の子君のイメージであり、
「私」のピグマリオン的願望の投影にすぎない。

「傷逝」の中には、数多くの小動物が登場する。涓生と子君は借家を借り、この借家の家
主と共同で使用する小さな庭で、子君は鶏と犬を飼育するようになる。しかし、鶏の飼育を
巡って、隣に住む借家の家主の妻とトラブルを起こしてしまうことにより、借家に住みづら
くなってしまう。また、毎日の食事、鶏、ペットの犬の世話など、子君は殆どすべての家事
を忙しくこなしていることから、涓生は家で寛ぐことが出来なくなる。また家主の妻とのト
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ラブル等の心理的圧迫もあり、動物の飼育は、二人の心の距離を開かせることになってしま
う。
動物と子君の関係、及び「私」と子君の関係について考えてみよう。犬と鶏は、子君が飼
育する実在の動物である。鶏は名前がないが、犬には「阿随」という名前が付けられる。子
君は犬に「阿随」という名前を付ける。それには「随順、服従」の意味が込められており、
旧思想的な主従関係を前提にしているために、
「私」には気に入らないのである。
「私」と子
君の関係が離れる一方、子君は「阿随」を寵愛するようになる。ついに、「阿随」は「私」
と「子君」の間に介入する存在となる。食事も「阿随」が優先し、その後は、
「私」となる。

⑮

但同時也如赫胥黎的論定「人類在宇宙間的位置」一般，自覺了我在這裏的位置：不

過是叭兒狗和油雞之間。262
そしてハックスリーが「宇宙における人類の位置」を確定したように、ここにおける
私の位置は犬と鶏の間にすぎないことに気付いた。

ハックスリーはダーウィンの進化論の擁護者であり、
『宇宙（自然界）における人間の位
置』を著した。進化論からすれば、人間である「私」は動物である犬の阿順より上に位置す
るはずであるが、家庭の中では、
「私」は犬の下、鶏の上という、動物の中に位置づけられ
ている。新思想の持ち主であり、中空に飛翔すべき「私」が、子君の位置づけでは鶏と犬の
中間でしかないことへの自嘲である。
「阿随」は子君に可愛がられるが、
「私」は「阿随」に愛情を注がず、生活が更に苦しく
なる時、
「阿随」を捨てる。この行動は、
「私」と子君の関係を決定的に悪化させるきっかけ
となっている。 「阿随」は子君の涓生への態度、すなわち愛する者への服従の意味を担わ
されているであろう。子君が死んだ後、捨てられた「阿随」は再び「私」の元へ戻る。子犬
のように付きまとう子君の動物的な愛をそこに感じた「私」は、そのためにそこから逃げ出
す。結局、会館に一人で戻った「私」のそばに残っているのは「空虚」と「寂寞」でしかな
い。
子君の眼はしばしば子供の眼に喩えられている。最初、
「私」が子君と一緒になった時に、
「孩子似的眼里射出悲喜，
（子どものような目から悲しみと喜びがほとばしった）
」という描
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写があるが、この描写は子君の内面の純粋を表すだろう。しかし、「私」と子君の関係が悪
化するにつれて、子供のイメージがどんどん変容していく。
「私」が子君との共同生活に耐えられなくて、彼女に別れを告げようとしたとき、以下の
ような描写が使用される。

⑯

我要明告她，但我還沒有敢，當決心要說的時候，看見她孩子一般的眼色，就使我只得
暫且改作勉強的歡容。但是這又即刻來冷嘲我，併使我失却那冷漠的鎭靜。263
私は彼女にはっきり告げようと思ったが、やはりできなかった。話そうと決心しても、
彼女の子供のような眼を見ると、私は無理に笑顔をつくるよりほかなかった。しかもこの
笑顔は、たちまち私に対する冷笑や悪罵となり、私から冷めた落ち着きを奪うのだ。

ここで、
「子供」は純真さや弱さや従順を意味しているだろう。そして、
「私」が子君に
決別の思いを告げた後、子君の表情を以下のように描写する。

⑰

她臉色陡然變成灰黄，死了似的；瞬間便又蘇生、眼裏也發了穉氣的閃閃的光澤。這眼
光射向四處，正如孩子在饥渴中尋求着慈愛的母親，但只在空中尋求，恐怖地回避着我的眼。
264

彼女の顔色は土気色に、死人のようになった。一瞬で又よみがえり、眼があどけなくき
らきらとうるんだ。その眼は子どもが空腹のときやさしい母を求めるように宙をさまよ
ったが、私の眼を恐れて避けていた。

子君は消えてしまった愛を求めているのであるが、涓生からは「その眼は子どもが空腹の
とき慈母を求めるように」という肉体的な空腹として描写される。涓生にとっては、子君の
愛は無力な子供の空腹のような純粋に肉体的なものとして見えているのである。
子君が私を離れた後、
「私」が夜に子君を思う場面がある。

⑱

263
264
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物 ，這之後，便浮出一个子君的灰黄的臉來，睜了孩子氣的眼睛，懇託似的看着我。265
ベッドに寝ていると、つぶった眼の前に、私の前途が姿をあらわしては通り過ぎて行っ
たが、それは夜中にならぬうちにすでに過ぎた。闇の中にぼんやりと食物の山があらわれ、
そのあと子君の土気色の顔が浮かび、子どものような目を、懇願するように私に向けた。

ここで、
「私」の想像の中で、精神性を表わす「前途」のイメージが現れ、それが終わっ
た後で、肉体性を表わす食べ物があらわれ、それに続いて「子君の土気色の顔が浮かび、子
どものような目で、懇願するように私に向けた」という映画的な描写がある。食物の山は次
に現れる子供のような目をした子君の顔と結び付き、子君のありようを表わしているだろ
う。
以上の子君の「子供のような眼」における「子供」とは別に、文中において、「壞孩子」
と「悪作劇的孩子」のモチーフも使用されている。

⑲

我和她閒談，故意地引起我們的往事，提到文藝，於是涉及外國的文人，文人的作品：
諾拉，海的女人。稱揚諾拉的果決……。也還是去年在會館的破屋裏講過的那些話，但現在
已經變成空虛，從我的嘴傳入自己的耳中，時時疑心有一個隱形的壞孩子，在背後惡意地刻
毒地學舌。266
私は彼女とさりげない話をしながら、意識して私たちのむかしのことに触れ、文芸の話
に持っていった。外国の文学者や文学作品、
『ノラ』や『海の夫人』について語り、ノラ
の決断をたたえ……どれも去年、会館のぼろ部屋で語った類の話だ。だが、いまはすっか
り、空虚なものとなっていた。自分の口から出たことばが自分の耳に達するとき、姿の見
えない意地悪な子供が、私の背後で残忍な口まねをしているのではないかと、私は疑った。

ここで「空虚」は真実味がなく、実内容がないことを指している。「私」は子君へ新思想
を吹き込み、彼女に「個性解放」や「自由恋愛」を教えた。一方、実生活を経験した後、二
人の関係がどんどん疎遠となる。
「私」の言葉は現実の意味を失い、彼女に信頼させること
ができなくなる。
「姿の見えない意地悪な子供が、私の背後で残忍な口まねをしているので
はないか」という表現は、
「私」は自分が喋ったことさえも信じられず、自分自身の言葉の
265
266
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空虚さを自覚していることを示している。なぜ「子供」なのであろうか。子供のほうが大人
よりも虚偽をみぬくことに長けているということもあるだろうし、口真似することでその
虚偽を告発する子供独特の残酷さということもあるかもしれない。
もう一つの例を見てみよう。

⑳

這北京的冬天；就如蜻蜓落在惡作劇的壊孩子的手裏一般，被繋着細線，儘情玩弄，虐
待，雖然幸而沒有送掉性命，結果也還是躺在地上，只爭着一個遲早之間。267
この北京の冬を、私たちはどうやら越すことはできた。といっても、トンボがいたず
らっ子につかまり、細い糸でしばられ、思うさま弄ばれ、虐待されながら辛うじて命だ
けは助かったようなもの、早いかおそいかは別として、いずれは伸びて地面にころがる
のがおちだ。

「蜻蜓落在悪作劇的孩子的手裏（トンボがいたずらっ子につかまり）」の意味は、
「自由を
失い、命の危険があり、虐待され、無力である」などが連想されるだろう。「被系着細線，
尽情玩弄，虐待，雖然幸而没有送掉性命，結果也還是躺在地上，只争着一個遅早之間。（細
い糸でしばられ、思うさま弄ばれ、虐待されながら辛うじて命だけは助かったようなもの、
早いかおそいかは別として、いずれは伸びて地面にころがる）」という表現は、人間は自然
の中にあって無力であり、いたずらっ子のように残酷な運命のなすがままになっている。ま
た、蜻蛉が縛られる「糸」は運命の糸を意識させる。
また、この小説では「氷」のイメージが用いられている。最初は、「私」が子君との愛が
冷め、彼女の「私」に対する態度が「氷」に喩えられる。子君の態度、表情の冷たさは天気
の寒さ、部屋の寒さが一体となり、
「私」を苦しめる。

到夜間，在她的悽慘的神色中，加上冰冷的分子了。268

㉑

夜になると、彼女のいたましい表情に、ぞっとするような冷やかさが加わった。
㉒

天氣的冷和神情的冷，逼迫我不能在家庭中安身。但是，往那裏去呢？大道上，公園裏，
雖然沒有冰冷的神情，冷風究竟刺得人皮膚欲裂 。269
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気候の冷たさと表情の冷たさに追い立てられて、私はしだいに家にいるのが苦痛にな
った。しかしどこへ行けばいい？通りも公園も、冷たい表情こそなかったが、寒風が皮膚
も裂けんばかりに突き刺した。私はついに通俗図書館の中に私の天堂（天国）を見つけた。
又須回到吉兆胡同，領畧冰冷的顏色去了。270

㉓

また吉兆胡同にもどり、氷のような表情を前に立たねばならない。
夜間，便蜷伏在比冰還冷的冷屋中。271

㉔

夜は氷より冷たい部屋の中に縮こまって眠った。
冰的針刺着我的靈魂，使我永遠苦于麻木的疼痛。272

㉕

氷の針が私の魂をつき刺し、しびれるような痛みでいつも私を苦しめた。

以上の五つの文例は、すべて子君の「私」に対する冷たい態度の描写である。「子供」の
イメージからは子君の内面を読み取れるが、一方「氷」というイメージは、子君が内心を閉
鎖することを意味している。他の四つの例とは違い、㉕は隠喩表現が使用されている。つま
り、子君は内面を表に出さず、
「私」に対してその冷たさは「針」となり、
「私」を突き刺す
ような存在となる。
子君の「私」に対する冷たさ以外に、下の例にある「氷」のイメージは、旧社会が「子君」
を見る視線であり、周囲の人の冷たさである。

㉖

現在她知道，她以後所有的只是她父親―兒女的債主―的烈日一般的嚴威和旁人的賽
過冰霜的冷眼。此外便是虚空。負着虚空的重擔，在嚴威和冷眼中走着所謂人生的路，這是
怎麼可怕的事啊！而况這路的盡頭，又不過是―連墓碑也沒有的墳墓。273
いま彼女は、自分に残されたものが、父親―子女の債権者―の烈日の厳しさと、世人の
氷にまさる冷たい眼だけであることを知ったのだ。あとは空虚だ。空虚の重荷をかついで、
厳しさと冷たい眼のただ中を、いわゆる人生の道に踏み込むとは、なんとおそろしいこと
か！しかもこの道の尽きるところ、わずかに―墓標さえない墓なのだ。

子君の悲劇的運命を表すと同時に、涓生の苦痛を描いているこの表現には、三種類の比喩
270
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表現が含まれている。「她父親―兒女的債主（父親―子女の債権者）
」は隠喩であり、「烈
日一般的嚴威（烈日の厳しさ）」、「旁人的賽過冰霜的冷眼（世人の氷にまさる冷たい眼）」
は直喩である。また、「這路的盡頭，又不過是―連墓碑也没有的墳墓。（しかもこの道の尽
きるところ、わずかに―墓標さえない墓なのだ）」の中では、「墳墓（お墓）」は人間の死
亡を暗示するので、換喩表現である。旧中国の女性は他家に嫁すべき存在であり、生家で死
んでもその祖墳に埋められることが出来なかった。子君の遺体は、ほとんど葬式らしい葬式
もなく無縁の共同墓地などに葬られ、墓碑も作られなかったであろう。「烈日」はここでは
暑さを意味せず、父親の権力と威厳の象徴であり、その激しさが強調される。また。
「旁人
的賽過冰霜的冷眼」は社会が子君を見る冷たい視線である。その後、「此外便是虚空。負着
虚空的重擔（あとは空虚だ。空虚の重荷をかついで）」という表現があるが、ここで「虚空」
は無意味さと死を意味すると考えられる。

２－３.第三部 涓生が回想から現実に戻る
第三部に到って涓生の回想が終わり、将来の生活について考え始める。

㉗

新的生路還很多，我必須跨進去，因爲我還活着。但我還不知道怎樣跨出那第一步。有
時，彷彿看見那生路就像一條灰白的長蛇，自己蜿蜒地向我奔來，我等着，等着，看看臨近，
但忽然便消失在黑暗裏了。274
新生の路はまだ多い。私はそこに踏み出さねばならぬ。私は生きているのだから。だが、
どう踏み出せばいいのか、その第一歩がまだ分からない。ときには生命の路が灰色の長蛇
のように、うねうねとこちらへ向かってくるのが見えるような気がして、じっと待ってみ
るが、今しも近づいたと思うとたちまち暗黒のなかに消えてしまう。

但し、ここで述べられている「新たな生の路（新的生路）
」の「生路」は生活の方法の意
味であり、鳥の羽ばたきとともに幻想された「活路」とは異なり、飛翔のイメージは用いら
れていない。第二部で既に論じたように、「私」は自分を「子鳥」
、「蜻蛉」に喩え、理想を
目指そうとする指向性を「羽のはばたき」に喩え、
「飛翔」のイメージで表現していた。し
かし、この「私」の理想は常に幻想とともに存在し、結局「理想」は空想に終わった。空想
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の「飛翔」のイメージとは対照的に、第三部における現実の生を表わすイメージとしては「灰
色の路」という喩詞が使用されている。この「灰色の路」は「私」の「生きる路」について
の描写であるが、
「灰色」は中間色であり、白（天、理想）と黒（地獄）の中間にある地上
での路を意味するであろう。また、
「蛇」のように「私」に向かって来て、
「私」を飲みこも
うとする、あるいは「私」に「生きる路」を与えてくれそうな気配を示すが、すぐに期待を
裏切って暗黒の中に消え、
「私」が現実の中で生きる路は見つからない。
「灰色の路」というイメージは第三部で二回使用されている。もうひとつの例は、子君の
葬式を想像する時である。

㉘

然而子君的葬式却又在我的眼前，是獨自負着虛空的重擔，在灰白的長路上前行，而又
即刻消失在周圍的嚴威和冷眼裏了。275
そして、子君の葬式がつづいて眼にうかんだ。たった独り空虚の重荷を背負って、灰色
の長い路をすすんで行く。そしてそれは、たちまち周囲の峻厳と冷眼のなかに消えてしま
った。

㉘は子君の葬式の幻想である。子君が背負わなければならない「空虚の重荷」と結局は空
虚でしかなかった中身がない「私」の愛である。そのような愛を信じてしまった子君は、旧
社会という現実の「灰色の路」を死へ向かって進んでゆくしかない。
また、子君の葬式の場面が「歌をうたうような哭き声」という表現も二度使用される。

㉙

初春的夜，還是那麼長。長久的枯坐中記起上午在街頭所見的葬式，前面是紙人紙
馬，後面是唱歌一般的哭聲。我現在已經知道他們的聰明了，這是多麼輕松簡截的事。276
早春の夜はまだ長い。長時間身じろぎもせず坐っていると、午前中大通りで出会った葬
式のことが思い出された。行列の先頭は張り子の馬、後方は歌をうたうような哭き声だ。
今にして彼らの知恵が分かる。何とあっさりして明快なことか。

㉚

我仍然只有唱歌一般的哭聲， 給子君送葬，葬在遺忘中。277
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私もまた、歌をうたうような哭き声によって、子君を送り、忘却のなかに葬るほかはな
い。

長い「早春の夜」とは「私」の内心の闇を描く比喩表現である。
「行列の先頭は張り子の
馬」は紙で作られた人間と馬であり、本物ではなく、偽りのものである。また、｢唱歌一般
的哭声｣においても、死を弔う悲しいはずの泣き声が、何事もなかったかのように歌を歌う
かのように「あっさりして、明快」なことに、涓生は救われた思いをする。
その後、
「私」は地獄で子君に赦しを求めようとする自分の願望を述べる。

㉛

我願意眞有所謂鬼魂，真有所謂地獄，那麼，即使在孽風怒吼之中，我也將尋覓子君，
當面說出我的悔恨和悲哀，祈求她的饒恕；否則，地獄的毒燄將圍繞我，猛烈地燒盡我的悔
恨和悲哀。
我將在孽風和毒燄中擁抱子君，乞她寬容，或者使她快意……。278
幽魂というもの、地獄というものがほんとうに存在することを、私は願う。そうしたら、
罪障の風がどんなに吠え狂おうと、私は子君を探し求め、彼女に会って私の悔恨と悲哀を
打ち明け、彼女の許しを乞おう。許しが得られなくとも、その時は、地獄の毒火が私を取
り巻き、私の悔恨と悲哀を激しく焼き尽くしてくれるだろう。
私は罪障の風と毒火のなかで、子君をかき抱き、彼女の寛恕を乞うだろう。あるいは彼
女の気のすむようにさせるだろう……。

しかし、これでは、地獄という旧社会の迷信に願いを託すことになり、
「私」にとって「新
生の路よりもさらに空虚」であると思いなおす。
「私もまた、歌をうたうような哭き声によ
って」死を無かったかのように歌って葬る葬式のように、「子君を送り、忘却のなかに葬る
ほかはない」と考える。

我要遺忘；我爲自己，並且要不再想到這用了遺忘給子君送葬 。279

㉜

私は忘れねばならぬ。私は私自身のために、忘却によって子君を弔ったことさえ、思い
出してはならぬ。
278
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㉝

我要向着新的生路跨進第一步去，我要將眞實深深地藏在心的創傷中，默默地前行，用
遺忘和說謊做我的前導……。280
私は新生の路に向かって第一歩を踏み出そう。真実を心の傷に深く秘め、黙々と前へ進
もう。忘却と虚言を私の先導にして……。

私は「忘れねばならぬ」
「遺忘」とは、子君と出来事を忘れるということである。しかし、
篇末に「真実を心の傷に深く秘め、黙々と前へ進もう。忘却と虚言を僕の先導にして……」
という描写があり、
「私」は新しい路へ踏み出すため、子君のことを忘れなければならない
が、忘れることができるかどうか、
「……」と、曖昧さを残したままで終わっている。

３.おわりに
この小説全体においては、比喩に使用されたイメージだけでなく、空間、植物、動物など
も象徴的な意味を帯びている。「私」が住む会館、「私」と子君が共同生活を送る「胡同」、
及び「私」の幻想の場所である「図書館」は象徴的な意味を持つ空間として描かれる。その
ような空間で生活する「私」を「子鳥」と「蜻蛉」に喩える直喩が使用され、また隠喩によ
り自分の意識を「羽のはばたき」という「飛翔」のイメージと結びつけることで、
「私」
（男
性）は精神的なものを象徴する。一方、子君（女性）は動物「犬」、
「鶏」と関連し、彼女に
「痩せない」という肉体的語彙を使用することによって、肉体的なもの、地上的なものを象
徴する。つまり、この小説においては、精神的なもの（天）が肉体的なもの（地）との統一
を求めるが、それが失敗した物語として描かれている。
作品の冒頭及び篇末に、
「私」によって似たような言葉が何度も繰り返される。冒頭にお
いて、
「空虚」は空間的な隠喩であるが、後半になると、
「虚空」という言葉も使用され、心
理的な隠喩として「存在しないこと」
、或は「死亡」を意味する。
「私」が語り手として意図
的に自分を精神的なイメージと関連させ、それに対し、子君を肉体的なイメージと結びつけ、
自分の精神世界を集中的に描き、そしてその正当性を強調する。それゆえ、
「私」は自分の
正当性を過剰に訴える一方、自らのエゴイズムも暴露されてしまう文体を形成していると
言えよう。
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結語

本論文は魯迅の小説集『吶喊』と『彷徨』における比喩表現について論じた。比喩表現は
修辞法の一つとして、その他の修辞法と関連しながら、作品全体の構成と関わっている。以
下、本論文の要点を回顧しながら、魯迅の比喩表現の特徴を述べる。

第一章の序論において、中国五四時期における文体問題を提起し、本論文の研究方法と目
的を論じた。魯迅は「狂人日記」によって、新しい文体を創出した。小説が否定的な存在と
して扱われていた時期に、魯迅は小説創作と小説研究を行った。今まで、物語論の角度から
魯迅小説の文体に対する研究が行われていたが、中国文法体系による魯迅小説のテクスト
への分析は、曖昧さを生じやすい場合がある。また、魯迅小説における比喩表現は、語り手
の視点と関わることから、本研究は、物語論と修辞学の融合を提案し、魯迅作品における比
喩表現の特徴を究明することを目的とした。

第二章『吶喊』おいては、五つの作品を取り上げた。
第一節では、
「狂人日記」における隠喩の実体化の過程を考察した。
「狂人日記」は中国近
代文学の幕開けを告げた小説であり、
「食人」というモチーフを用いて旧社会を鋭く批判し、
新たに創造した口語文の文体は、当時の青年に大きな影響を与えた。この小説の比喩として
特筆すべき点は、
「狂人」の妄想が隠喩の実体化として描かれ、
「狂人」の心理を描くために
必要不可欠な根幹的部分となっている点である。また、
「食人」を伝統的「家族制度と礼教
の弊害」の中心におき、
「狂人」のカンニバリズムへの恐怖を中国の食人伝統と結び付けつ
つ、この小説を中国伝統社会への風刺としているのである。

第二節においては、「薬」における叙述における内的焦点化と比喩表現の関係を分析
した。この作品は、「狂人日記」で言及された革命家徐錫林の殺害と、肺結核患者が血
で浸した饅頭を「薬」がわりに食う部分を主要モチーフとした小説である。テクストは、
異質物語外の話し手によって語られているため、作者の批判的な視線は表立っては現れ
ないが、比喩表現の中に間接的な形で表現されている。「薬」では作者＝語り手は第一
人称としては直接姿を現さず、第三人称小説における比喩という形でその姿を垣間見さ
せるというところに特徴を持つ作品と言える。
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第三節においては、一人称小説「故郷」において、
「私」の位相の変化による叙述の複
雑化を考察した。すなわち、同一の表現が「私」の語りの変化により客観的描写と比喩表
現の二重性を持つことがあるのである。この作品において、語る「私」と語られる「私」
以外に、
「私」の内部における分裂も見られ、
「私」が「私」に批判的視線を送っている。
「狂人日記」と同じように、
「故郷」も一人称小説であるが、比喩表現と「私」の語りの
複雑化により、三人称客観小説に近い構造を呈しているところにこの小説の特徴がある。
第四節においては、
「阿 Q 正伝」の「精神勝利法」と比喩表現の関係を論じた。阿 Q が現
実における敗北を精神的勝利に転換する「精神勝利法」については、さまざまに論じられて
いるが、実態は比喩を中心としたレトリックに依拠している。また、語り手は引喩という手
法を駆使し、儒教の経典を引きながら、阿 Q の行動と照らし合わせる作業により、儒教への
風刺を行っている。作品の後半になると、阿 Q が革命に参加して以降は、主に阿 Q への内的
焦点化を通して、阿 Q の心理及び阿 Q から見る周りの世界を描き出している。語り手は直
接表に顔を出していないが、比喩表現によって、阿 Q の精神勝利法の消滅と彼の意識の変化
を示している。
第五節において、
「白光」における外的、内的描写と比喩描写について考察した。この小
説の語り手は全知の視点から、主として内的焦点化により、陳士成が発狂する過程を描いて
いる。そして、比喩表現の使用により陳士成が幻想と現実を混同し、狂気に陥ってゆく様を
描いているのである。陳士成の妄想や幻想を描写する時、内的焦点化が用いられ、そこに隠
喩が用いられているのは、妄想と隠喩が共にある事実を他の次元に移行させることによっ
て成立するという点で共通しているためである。この三人称小説「白光」において、魯迅は
内的焦点化と隠喩の具像化の融合を通じて、封建的科挙制度への批判を示しているのであ
る。

第三章『彷徨』において、四つの作品を取り上げた。
第一節では、小説「祝福」において、「祝福」という祭祀と比喩の関係が本質的な問題と
なっている点を論じた。この小説の中では、死後の魂の存在は村に人々によって信じられて
いる。
「私」にとって死後の魂が存在するかという問題は、最初は、
「どうとも言えない」も
のであり、したがって論語の「祭ること在すが如くす」のように直喩的に考えられているが、
祥林嫂の死によって自分の無知を恥じる気持ちや自分の言葉が祥林嫂の死のきっかけとな
ったのではないかという不安が生じ、それが最後に、朦朧たる意識の中での爆竹と降雪に包
150

まれた神々の祝福という想像の隠喩となって解消されてゆくという過程が描かれている。
このようにこの小説では、祭祀と直喩・隠喩との関係が中心的問題となっている。他に比喩
の問題としては、祥林嫂の身体に比喩表現が多く使用されていることがある。祥林嫂は人身
売買の対象とされ、封建社会に迫害され、物のように扱われているが、そのことに対する批
判が比喩表現によってなされているのである。
第二節では、
「酒楼にて」におけるテクストの隠喩的な叙述を考察した。この作品は、一
見日常的な事柄が写実的に語られている私小説の観を呈しているが、比喩と関係したイメ
ージのみならず、空間や植物や雪などの事物、人物などが相互に連想的意味関係を持って語
られている。北方と南方という空間が象徴的意味をもった空間として描かれ、その間を移動
する「私」や呂の行動が、その空間との関係において意味を持ってくる。また、そこに降る
雪の性質も、それと関連した意味を持たされている。また、その雪の下に咲く椿の花も擬人
法によって描かれ、単なる風景描写とは異なる、登場人物との関係をもった意味を有してい
るのである。
第三節においては、
「孤独者」における比喩の使用法を論じた。この小説における独特な
比喩表現の使用法の一つは、
「敗北」
、「生きる」などという抽象名詞の両義的な用い方であ
る。
「敗北」が比喩的には勝利の意味になり、
「生きる」が死を意味するという、正反対の意
味になるような独特の比喩の使用がなされている。一方、「私」は魏について、「独頭繭」
という孤独と糸をコノテーションとする隠喩表現を使用し、それが魏連殳の祖母の針仕事
の糸と縁語的につながっていることを暗示している。このような縁語的な関連において、
「私」と魏連殳とその祖母の内的連関もまた示されている。すなわち、魏連殳の祖母―魏連
殳―「私」という孤独者の系譜が提示されるのである。このような縁語的表現の分析を通じ
て、祖母と魏連殳と「私」の関係構図を明らかにした。
第四節において、
「傷逝」における比喩と象徴を論じた。この小説全体においては、比喩
に使用されたイメージをはじめ、空間、植物、動物なども象徴的な意味を持つ。男性主人公
涓生（
「私」
）については「子鳥」と「蜻蛉」に喩える直喩が使用され、また隠喩により自分
の意識を「羽のはばたき」という「飛翔」のイメージと結びつけ、安住できる居場所として
の図書館を天国として描き、精神性の象徴としている。一方、女性主人公である子君は「犬」、
「鶏」などの動物と関連し、彼女に「痩せない」という肉体的語彙を使用し、食事に熱中さ
せることによって、肉体的なもの、地上的なものの象徴としている。この小説は、このよう
な「私」と子君との自由恋愛による共同生活の失敗を描いたものであるが、そのことを通じ
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て西洋精神を中国の大地に根付かせることの困難を、象徴的に描いたものと考えることが
できよう。

本稿の考察を通じて、魯迅小説における比喩表現の特徴は以下のようにまとめられる。
第一に、隠喩の実体化が挙げられる。
「狂人日記」
、
「阿 Q 正伝」、「白光」の場合は、比喩
表現の「置換」機能によって、主人公が現実と幻想を混同する過程が描かれている。また、
「祝福」において、比喩表現の「置換」機能と「祭祀」行動の関係が中心的に扱われている。
第二に、比喩表現は語りの視点と関連している。一人称小説「故郷」の場合は、比喩表現
の分析により、
「私」の内部の分裂が読み取れる。また、三人称小説「薬」と「白光」の場
合は、内的焦点描写と比喩表現が関連している。更に、
「阿 Q 正伝」において、引喩によっ
て顔を出した作者の視点と、阿 Q の視線が区別される。
第三に、一つの作品世界における喩詞やイメージが相互に関連を持ち、小説世界の人物相
互に関連を持たせ、また小説全体に象徴的な意味が賦与される。
「酒楼にて」において、比
喩描写により、作品世界における空間、植物と人物が関係し合い、テクストは象徴性を帯び
る。
「孤独者」において、喩詞が縁語的な関係を持つことにより、人間関係の構図が明らか
になる。
「傷逝」の男性主人公の独白において、喩詞が精神や肉体と結び付く語り方から、
彼の内心世界と女性主人公との関係を読み取ることができる。

一般的に、比喩は文章表現の副次的な機能として認識されているが、魯迅小説において、
比喩表現は小説の視点と関連しながら、小説の基幹的な機能を果たしていると言えよう。こ
のような比喩の使用は、魯迅の独特な比喩の用法である。魯迅は、「狂人日記」において、
中国近代文学を創始し、独特な口語文体を築き上げたが、比喩においても彼独自の表現法を
用いたのである。
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