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魯迅作、竹内好訳『阿 Q 正伝・狂人日記他十二篇（吶喊）』岩波書店（岩波文庫）、1955 年
思史の会東京（第 10 回）  2019 年 3 月 25 日

浦上 清

はじめに
魯迅（ろじん、Lu Xun、本名 周樹人、Zhou Shuren、1881-1936 年）。中国の作家、文学者、

思想家。清朝浙江省紹興府に生まれ、中華民国上海市にて没。掲題図書は、魯迅著『吶喊』、新潮
社、1923 年の中国文学者・竹内好による翻訳書（1955 年第 1 刷、1981 年第 32 刷改訳、2004
年第 75 刷）。

以下、自序にはじまり、九篇の小説作品を取りあげる。

1. 自序
「その学年がおわる前に、私は東京にもどっていた。あのことがあって以来、私は、医学などは肝要でない、

と考えるようになった。愚弱な国民は、たとい体格がよく、どんなに頑強であっても、せいぜいくだらぬ見せし
めの材料と、その見物人になるだけだ。病気したり死んだりする人間がたとい多かろうと、そんなことは不幸
とまではいえぬのだ。むしろわれわれの最初に果たすべき任務は、かれらの精神を改造することだ。そして、
精神の改造に役立つものといえば、当時の私の考えでは、むろん文芸が第一だった。そこで文芸運動をお
こす気になった」（9-10 頁）。

「《どうだい、文章でも書いて･･････》
かれの言う意味が私にはわかった。かれらは『新青年』という雑誌を出している。ところが、そのころは誰も

賛成してくれないし、といって反対するものもないようだった。かれらは寂莫におちいったのではないか、と私
は思った。（中略）結局、私は文章を書くことを承諾した。これが最初の「狂人日記」という一篇である。
その後は、踏み出した以上はもどるわけにいかず、友人たちに頼まれるたびに小説めいた文章を書いて、お
茶をにごして来たのが、積もり積もって十数篇になった」（12-13 頁）。

「『私の吶喊の声』（13 頁）。
「私の小説が芸術にはるかに遠いことは申すまでもない。ところが今でも小説という名でよばれるばかりで

なく、一本にまとめる機会さえ与えられたのは、何はともあれ、まことに僥倖といわなくてはならない（中略）
そんなわけで自分の短篇小説集を出版する気になった。そしていま述べたような理由で書名を『吶喊』とし
た」（14 頁）。

2. 狂人日記（『新青年』1918 年 5 月）
「某君兄弟、（中略）、中学校にありしころの良友たり。隔てて住むこと多年、音信ようやく稀なりき。

先ごろ、たまたまその一人の大病せし由をきく。（中略）日記帳二冊を取り出して余に示して曰く、これ
を見給え、当時の病状を知り給わん、（中略）持ち帰りて一読するに、けだしその病の『被害妄想狂』の
類なりしを知る。（中略）いまこれを抄して一篇となし、医科の研究材料に共せんとす」（15 頁）。

「むかしから絶えず、人間を食ったように覚えているが、あんまりはっきりとしない。おれは歴史をひっくり返
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してしらべた。（中略）そうすると字と字の間からやっと字がでてきた。本には一面に『食人』の二字があっ
た」（19 頁）。

「李時珍の書いた『本草なんとか』という本には、はっきり人肉は煮て食えると出ているじゃないか。（中
略）たしか『子を易えて食う』ことはありうると自分の口から言ったはずだ」（22 頁）。

《出て行け！気ちがいは見せ物じゃない！》（28 頁）。
《おまえたち、いますぐ改心しろ。しん底から改心しろ。いいか、いまに人間を食う人間はこの世にいられ

られなく・・・・・・》（29 頁）。
「四千年来、絶えず仁保言を食ってきた場所、そこにおれも、なが年暮らしてきたんだということが、きょう、

やっとわかった。兄貴が家を仕切っていたときに妹は死んだ。やつが、こっそり料理にまぜて、おれたちにも食
わせなかったとはいえない」、「人間を食ったことのない子どもは、まだいるかしら？せめて子どもを・・・・・・」
（31 頁）。

3. 孔乙己（『新青年』1919 年 4 月）
「魯鎮では、酒屋の構えがよそとちがっている。往来に面して、曲尺型の大きなカウンターがあり、カウン

ターの内側にはいつでも燗ができるように湯が用意してある。（中略）私は十二歳のときから、鎮のはず
れにある威亨酒屋に小僧にはいった」（32 頁）。

「孔乙己は、（中略）背がおそろしく高く、顔が白くて、皺のあいだにはよく生傷の痕があった。(中略)
孔乙己が店へ顔を出すと、一杯やっていた連中が、みんなでからかう」（33 頁）。

「読書人」「もとは学問をした人間」（34 頁）。→科挙受験資格をとろうとして受からなかった
「飲んだくれの怠けもの（中略）孔乙己は、たまには盗みの出来心のひとつもおこすように」（34 頁）。
「孔乙己は、低い声で《ころんだんだ。こ、こ、ころんで……》 」、「手でいざりながら、そろそろと立ち去
る」、「それから今までついぞかれを見かけない──たぶん、孔乙己は死んだにちがいない」（38 頁）。

4. 薬（『新青年』1919 年 5 月）
「前進まっ黒な男が、老栓の前に立って、（中略）片手にはまっ赤な饅頭をつまんでいた」（41 頁）。
「《小栓、はいっておいで！》 （中略）《おあがり……病気がなおるから》 （中略）《しばらくお休み

……そうしたらよくなるよ》（44 頁）。
「清明節」（48 頁、訳注 215 頁）。→華大媽、息子・小栓の墓に参り、老女に出会う
「その塚は、小道をへだてただけで、小栓の塚と一文字に並んでいた。（中略）《あの墓も息子の墓な

んだな》とかの女はひそかに思った。その老女は、（中略）よろよろと数歩あとじさりし、眼をみはったまま立
ちすくんだ」（49 頁）。

「なぜか心の重荷をおろしたような気がして、華大媽は帰りたくなった。《さあ帰りましょうよ》と老女にすす
めた」、「不意に背後で《カアー》と甲高い鳴き声がした」（51 頁）。

5. 明日（『新潮』1919 年 10 月）
「ほの暗いとみ市日に照らし出された宝児の顔は、燃えるように赤くて、しかも黒ずんでいる。単四嫂子
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は胸で思案した。（中略）でも、宝児は、夜だけ容態が悪くなるのかもしれない」、「単四嫂子は無智な
女ゆえ、この『でも』のおそろしさを知らない」（53 頁）。

「《先生さま……うちの宝児は、病気は何でございますか》（中略）《まあ二服ほど呑んでごらん》」
（54 頁）。「宝児が薬をのんだのは、そろそろ午を廻りかけたころだった」、「宝児の呼吸は、平静から無
にかわり、単四嫂子の声も、嗚咽から号泣にかわった」、「棺桶…」（59 頁）。

「無智ではあったが単四嫂子は、魂をよびもどすのが不可能なこと、宝児とはもう会えないことは知って
いた」、「いつか単四嫂子は、うつらうつら睡りの国に入り、部屋全体がひっそりとなった」（60 頁）。

「単四嫂子はとうに睡り、老拱たちも去り、威亨は戸をしめた」、「あとは暗闇で犬が何匹か、ウーウーほ
えているだけであった」（61 頁）。

6. から騒ぎ（『新青年』1920 年 9 月）
「川に面している農家の煙突からは、炊事の煙が次第にうすれてゆく。女や子どもたちが、自分の家の

前の空地に水をまき、小さな食卓と低い腰かけをならべる。そろそろ夕飯の時刻とわかる。（中略）川に
文人の涼み船が通りかかって、文豪がこれを見たら、大いに詩興をもよおして家だろう。《思いわずらうなし、
これぞ田舎の楽しみじゃ》と」（73 頁）。

「この村の習慣はすこし変わっている。母親は子を産むと、秤で重さをはかって、その斤数をそのまま幼
名にする」（74 頁）。
（夕飯をしながらの話、九斤ばあさん、七斤、七斤嫂の食卓）天子の話、辮髪の話…

「はじめのうち趙七爺は、笑いながら傍観していたが、（中略）もうすぐ大軍が来るぞ。いいか、覚えて
おけ、今回の王座を守護したてまつるおん方は、張将軍だ。張将軍は燕人張翼徳の後裔だぞ」（81
頁）。（訳注）張将軍：北の軍閥・張薫復辟、溥儀を擁立し北京入城、失敗、1917 年 6 月

「今の七斤は、七斤嫂や村民からまたも相当の尊敬と、相当の待遇を受ける身である。夏になると、
相変わらず自分の家の前の空地で飯を食う」（84 頁）。

7. 故郷（『新青年』1921 年 5 月）
「二千里のはてから、別れて二十年にもなる故郷へ、私は帰った。（中略）鉛色の空の下、わびしい

村々が、いささかの活気もなく、あちこちに横たわっていた。おぼえず寂寥の感がこみあげた」（85 頁）。
「故郷に別れを告げに来たのである。私たちが長いこと一族ですんでいた古い家は、今はもう他人の持

ち物になってしまった。（中略）古い家に別れ、なじみ深い故郷をあとにして、私がいま暮らしを立ててい
る異郷の地へ引っ越さねばならない」（86 頁）。
（母親との会話…幼なじみ、閠土の話と思い出、甥の宏児、楊おばさん…）

「《ああ閠ちゃん、よくきたね……》（中略）かれはつっ立ったままだった。喜びと寂しさの色が顔にあらわ
れた。（中略）最後に、うやうやしい態度に変わって、はっきりこう言った。

《旦那さま！……》
私は身ぶるいしたらしかった。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。
かれはうしろを向いて、《水生、旦那さまにお辞儀しな》と言って、かれの背に隠れていた子どもを前に出
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した。これぞまさしく三十年前の閠土であった」（94 頁）。
（甥の宏児と閠土の子、水生が遊びだす）

「《おじさん、ぼくたち、いつ帰って来るの？》《帰って来る？……》、《だって水生がぼくに、家へ悪阻日に
来いって》（中略）私も私の母も、はっと胸をつかれた」（97 頁）。

「希望をいえば、かれらは新しい生活をもなくてはならない。私たちの経験しなかった新しい生活を」
（98 頁）。

8. 阿 Q 正伝（『晨報副刊』1921 年 12 月～1922 年 2 月連載）
「伝記はふつう『某、字は某、某地の人なり』と書き出すものだが、じつは阿 Q の姓が何というか私は知

らない。あるとき、姓は趙らしいとわかったが、翌日はもう怪しくなった」（101 頁）
「阿 Q には家がなく、未荘の土地廟に住んでいた。決まった職もなく、日傭いとして、やれ麦を刈れ、や

れ米をつけ、やれ船をこげ、言われるとおりの仕事をした」、「阿 Q はまた自尊心が強くて、未荘の住民は
ことごとく眼中になく、」（105 頁）。
（第二章「勝利の記録」第三章「続勝利の記録」割愛）

「《和尚さんならいいが、おいらの手じゃ、いけねえかよ》かれは尼さんの頬をつねった。（中略）《跡取り
なしの阿 Q！》遠くから尼さんの半泣きの声がきこえた」（115 頁）。

「《おんな、おんな！……》と、かれは考えた。（中略）この一事からも、われわれは、女が有害な存在
であることがわかる」（117 頁）。

「《おんな……、呉媽……この若後家……》と阿 Q は考えていた。（中略）、《おめえ、おらと寝ろ、お
らと寝ろ！》阿 Q はいきなり……（中略）《ヒャー！》はじめ呉媽は、ぽかんとしていた」（119 頁）。

「《阿 Q、この野郎！趙家の女中にまで手を出しやがって、謀反もんだぞ》（121 頁）。
（第五章「生活問題」割愛）

「宣統三年九月十四日」（135 頁）。訳注：1911 年 11 月 4 日、武昌蜂起から 25 日目、杭
州府が民軍に占拠され、紹興府も即日光復宣言（232 頁）→辛亥革命

「阿 Q も革命党と言う言葉はとうに耳にしている（中略）未荘の有象無象のあわてふためきは、ます
ますかれを愉快にさせる」（138 頁）

「《革命も悪くないな》と阿 Q は考える」、「《こん畜生どもをカクメイしてやる、憎い野郎どもを！……おい
らだって、革命党にくらがえできるぞ！》」（138 頁）。

「未荘では日ましに人心が安定した。伝聞では、革命党は入城したものの、大きな変化はないそうだ」
（141 頁）。

「ある日、いつものように夜中までぶらつき、酒屋が閉まってからようやく土地廟にもどった」、「パーン、パタ
ン、パタン……（中略）《趙……趙家が、やられた！》小 D は息せいて言った」（146 頁）。

「ところが事件から四日後に、阿Q は突然、夜中に捕えられて城内へ護送された」（147－148 頁）。
「《白状しろ！》と、（中略）《ばか言え！いまになって、もうおそい。仲間はどこに隠れておるか？》、《エ

ッ？……》、《あの晩、趙家を襲った一味だ》」（149－150 頁）。
「《どこへ運んだのかな?言えば放免にしてやるぞ》老人はますますおだやかである。《知らねえ……呼びに
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来ねえんだから……》」（150頁）。「阿Qが三回目に格子扉から引きずり出されたのは、」（152頁）
「阿 Q は幌なしの車に担ぎあげられた。（中略）前方には、鉄砲をかついだ兵士と自警団、両側には、

ぽかんと口をあけた物見だかい群衆がいた。（中略）かれは、急にはっと気がついた。これは首をちょん切
られに行くのではないか？しまったと思ったとたん、眼がくらみ、耳が鳴り、（中略）人として生まれた以上、
たまには首をちょん切られることだって、ないわけではないという感じがぼんやりあった」（152 頁）。

「世論がどうかといえば、むしろ未荘ではひとりの例外もなく、阿 Q が悪いとした。銃殺に処せられたのが
何よりの証拠、悪くなければ銃殺されるはずがない」（155 頁）。

9. 端午の節季（『小説月報』1922 年 9 月）
「方玄綽は、ちかごろ『似たり寄ったり』という文句を愛用し、」、「警句を発見したことによって、（中略）

自分を慰めることができた」（158 頁）。→教員兼官吏の生活感がにじみ出る。背景、給与不払い
「嘗試集」（164 頁）。訳注：胡適が『新青年』に発表した口語詩を集めたもの（236 頁）、

1920 年刊
「広告がいくつも立っていて、それに『一等何万円』とあるのに心が動き、足の運びものろくなったような気

がする」（166 頁）。

10. 村芝居（『小説月報』1922 年 12 月）
「もっと大きなここでの楽しみは、趙荘へ芝居見物に行くこと」（192 頁）。→故郷、魯鎮での思い出
「私が十一、二歳だったその年も、」（192 頁）。→船で出かける
「停泊作業をよそに舞台をながめると、」「私たちは選手にかたまって立ち廻りを見物した。だが、鉄頭老

生はさっぱりトンボを切らなかった」（196 頁）、「幼年組はあくびの連発、年長組は芝居をそっちのけに
して勝手なおしゃべりだ」（197 頁）、「とうとう双喜がしびれを切らせて、（中略）やっぱり帰ろうや、と
口をきった。一議に及ばずみんな大賛成」（197-198 頁）。

「月はまだ落ちていない。芝居見物はさほど長い時間ではなかったようだ。趙荘を離れると、月の光はひ
ときわ冴えた。ふり返れば舞台は、灯りのなかに、赤い霞におおわれて、往路に遠くから見たときとおなじよ
うに、仙山楼閣にさながらである」（198 頁）。→途中で畑の豆を煮て食べる

「そうだ、あれから今日まで、私はほんとうに、あの晩のようなうまい豆を食べたことがないし──あの晩の
ようなおもしろい芝居も見たことがない」（201 頁）。

おわりに代えて
1. 魯迅は、清朝末期から辛亥革命と中華民国の成立を経て、新しい中国が生まれる新旧交代の時
期に生き、重い伝統の抵抗の激しさを感じながら、人びとの精神や意識を変えることに腐心し、文学革命
である白話運動に、胡適らとともに、取り組み、小説を世に出した。『阿 Q 正伝・狂人日記他十二篇』は
この時期の魯迅の代表的作品を集めたものである。
2. 課題のまとめ：魯迅の小説や批評文は中国の伝統文化や法文化への批判であるとも言えよう。今
回の読書をもとに、中国における近代社会の形成過程における法と道徳や法文化の問題を取りあげ、
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考察したい。
【補足資料】
１．魯迅の呼び醒まされた苦痛について

人生でいちばん苦痛なことは、夢からさめて、行くべき道がないことであります。夢を見ている人は幸福で
す。もし行くべき道が見つからなかったならば、その人を呼び醒まさないでやることが大切です（「ノラは家
出してからどうなったか」、原題「娜拉出走后」1923 年）。

1. 北京女子高等師範学校文芸会講演、魯迅は、当時、同校国文学講師兼教授
2. 魯迅は、ノルウェーの劇作家イプセン『人形の家』の主人公ノラの分析を通し女性解放に関する意

見を述べている

ドレイは、仕事が苦しいので、不平ばかりこぼしている。賢人がなぐさめてやる。「いまにきっと運がむいてく
るよ。」しかしドレイの生活は苦しい。こんどはバカに不平をもらす。「私にあてがわれている部屋には窓さえ
ありません。」「主人にいって、あけさせたらいいだろう」とバカがいう。「とんでもないことです」とドレイが答える。
バカは、さっそくドレイの家へやってきて、壁をこわしにかかる。「何をなさるのです。」「お前に窓をあけてやる
のさ。」ドレイがとがめるが、バカはきかない。ドレイは大声で助けを呼ぶ。ドレイたちが出てきて、バカを追い
はらう。最後に出てきた主人に、ドレイが報告する。「泥棒が私の家の壁をこわしにかかりましたので、私が
まっさきに見つけて、みんなで追いはらいました。」「よくやった」と主人がほめる。賢人が主人の泥棒見舞い
にきたとき、ドレイが、「さすが先生のお目は高い。主人が私のことをほめてくれました。私に運が向いてきま
した」と礼をいうと、賢人もうれしそうに「そうだろうね」と応ずるという話である（「賢人とバカとドレイ」、原題
「聪明人和傻子和奴才」1925 年）。

出所：竹内好「中国の近代と日本の近代」、竹内好『日本とアジア』筑摩書房、1993 年

２．ナショナリズムに関する覚書：中国と日本のナショナリズムの性質の違いを考える
ここでは、テーマを考える視点を得るために、竹内好と丸山眞男の論述からの引用を記す。特に、丸山

眞男の論考に、日本におけるナショナリズムが帝国主義台頭のなかで極右ナショナリズムを生み出したこと
が記される。社会変革や国民革命に結びついた中国のナショナリズムと帝国主義的侵入の精神と結びつ
いた日本のナショナリズム㊟1 の性質の違いを見据え、根っ子の部分にある精神心理の探求を行うことが
大切な意味を持つのではなかろうか。引用文の太字化は私が行ったものである。 ㊟1 近代国家の幕開け

は、日本でも中国でも、西洋勢力の圧力という外部環境下でなされたが、日中両国における歴史と伝統の厚みや伝統の

重みの違いから近代国家建設の取り組みとその後の展開は大きく異なる経路をたどることになった。

竹内好
「かれ㊟2 は、近代的国家理念の発生をしらべるにあたって、イデオロギイを性急に物質に結びつける外

からの説明の方法を取らずに、イデオロギイに即して、その内部法則を論理的に追求している。かれはここ
で、中国の近代化が日本に立ちおくれた原因について、華夷思想という概念をもち出している。中国の
華夷思想は、固有のものであったために、国家理性の発生を頑強に妨げたが、日本のそれは、中国か
らの借りものであったために、抵抗が弱かったばかりでなく、逆にそのまま近代理性の成立のためのテコに転
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化したというのである」 ㊟2 丸山眞男

「この対照として、私に思いうかぶのは、ジョン・デューイの中国観である。デューイは、1919 年から
1921 年まで、中国に滞在し、五・四運動を実見し、そこに新精神の萌芽を認めた。かつ、その新精神は、
中国固有の伝統のなかから自己形成されたものであって、したがって、鞏固な地盤に立っていること、外
来思想の影響は、自己のなかから本質的なものを引き出す道具に使われたにすぎず、中国文化の独自
性を傷つけるものでないことを認めた」

出所：竹内好「日本人の中国観」1949 年

丸山眞男
「中国は支配層が内部的に編成替えによって近代化を遂行することに失敗したために、日本を含めた列
強帝国主義によって長期にわたって、浸潤されたが、そのことが却って帝国主義支配に反対するナショナリ
ズム運動に否応なしに旧体制＝政治体制を根本的に変革する任務を課した。旧社会の支配層は生き
残らんがためには多かれ少なかれ外国帝国主義と結び、いわゆる『買弁化』せざるを得なかったので、彼
等の間から徹底した反帝国主義と民族的独立の運動は起こりえなかった。一方における旧支配構造と
帝国主義の癒合が、他方におけるナショナリズムと社会革命の結合を不可避的に呼び起したのである。
孫文から蒋介石を経て毛沢東に至るこの一貫した過程……」

「こうしたナショナリズムとレボリューションとの一貫した内面的結合は、今日中国において最も典型的に
見られるけれども、実はインド・仏印・マレー・インドネシア・朝鮮等、日本を除くアジア・ナショナリズムに多
かれ少なかれ共通した歴史的特質をなしている……」  「ただひとり日出ずる極東帝国は、これと対蹠
的な途を歩んだ」

出所：丸山眞男、『中央公論』1951 年 1 月号


