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A bridged transla tion (抄訳)

〔抄訳にあたって〕

文革終結後の中国文学を担う作家達の中に反右

派関争(l957~58年)で打倒され，二十年余りの

沈黙を破って再登場した一群がいるが，その中の

一入である王蒙という作家は f意識の流れj

(Stream of Consciousness)手法を用いて意欲

的に作品を発表し，文壇に清新の風を吹き込んで

いる.心理の内部に連続して生起する種々雑多な

心象・情緒・記憶を時間・空間の変換や論理の飛

躍を自由に行う中で全体として意識の流れのまま

に描写しようとするこの文学手法試二十世紀拐め

に致未で勢いをもったわけだが，中国ではそれが

約半世紀余り遅れて採用され今人々の注目をヲiい

ているといった観がある.だが，実擦のところ，

この手法の中国での採用はなにも王蒙が最初だと

いうわけではない.1930年代に既にそれを実作上

で試みていた作家がいたということにもっともっ

と関心が払われてよい.五・四以降の現代中国文

学は幸子余曲折があったにせよ 複雑な政治の動向

と深く関わってきているという厳然たる事実があ

傘海上保安大学校 (MaritimeSafety Academy) 

呉大学非常勤講師

り，その中で「芸術至上主義」的なものは毒草と

いう熔印を押されたり，そうとまではいかなくと

も軽んじられるという傾向があって文学の主流と

はなり得なかった. しかし，文学的非主流の中で

言わば弓陰の存在であったものが，思想的にはと

もかく文体・技巧の面で大いなる革新を試みてい

た事実は特筆に鐘しよう.施望号存・劉痢鴎・謬持

英といった作家は第一次大戦後の西欧の文芸潮流ー

廷いては日本の薪感覚派の文学観ーーから強烈な

科書士を受けた.それi土，外部からの印象をただ無

意志的に取り上げるのではなく，視覚・聴覚-嘆

覚・味覚・触覚といった諸感覚を総動員し，それ

らの複合化・相互作用を通して客体の描写の中へ

主観を投げ込み，自我の復権をめざそうというも

のであった.そのようにして描写された現実は最

早単純な模写，平面的な再現ではなく，感覚の複

相の上に築かれた立体感で、以て追ってくる新現実

の都造ということになる.ところで，この種の文

学を現代中田文学の谷間に咲いた徒花として簡単

に片付けてしまうことはあまりに能が無きすぎ，

過小評舘の嫌いを免れないだろう.現在の王蒙な
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どに繋がる源流が既に存在していたことに対して

誌もっともっと光が当てられてしかるべきだと思

う.政治との絡みのみで現代中国文学を見ること

が如何に片手落ちであるかを思い知らされると同

詩に，改革開放路援を採る中国がこの種の文学に

践を向け始めたことに拍手を送りたいと思う.さ

て，今回は新惑覚派小説を留別に見てゆく前段階

として厳家炎の〈中国新感党派〉を抄訳する作業

を通して先ずアウトラインの把握に努めたい.

〔抄 訳〕

(1) 中国新感覚派の形成

中国現代小説史上現代主義的色彩をもった最初

の流派は創造社である.この創造社詰ドイツ表現

派の影響を受け， r芸術は表現であって再現では

ないJことを強調するとともにフロイトの精神分

析学に照らして潜在意識・性心理・変態心理を書

くことに大変意を注ぎ.(Lobenicht的塔)， <葉

羅提之墓). (曙覆美華姑娘)， (青煙). {本軍〉

等の彊篇小説を生み出した.また，一部の作品に

は断片的ではあるが意識の流れ手法を運用してい

るものもある.だが創造社全体を貫くものはロ

マン主義の流派としてのものであり，現代主義的

色彩もそれに付随する形でしか打ち出せなかった

という限界があった点は否めない.この現代主義

的手法を小説創作の面で強力に前面に押し出し，

独立した小説の流派を形成したのが1920年代末期

から30年代初期にかけての讃駒鶴・施聾存・穆時

英といった作家群であり これが当時称された

「新感党派jなのである.

新感覚派はそもそもが1920年代の吾本で起こっ

た流派である.それはドイツの表現派，フランス

の超現実派，イタリアの未来派，イギワス・アメ

リカの意識の流れ文学とともに二十世紀西洋現代

派文学の範騰に属するものである.所語 f新感覚

派j とは自本の文芸評論家千葉亀雄が雑誌、〈文芸

時代〉の同人作家である横光利一 .JII端康成・中

河与一・片関鉄兵等につけた名称である.日本の

新感覚振はヨーロッパ現代派文学の影響を受け，

伝統的な写実主義と相対立した.外部の現実を単

純平板に接写することを好まず，直覚・主観的感

受性を重要視し，主観的感覚が捉えた印象を努め

て客体の中に投げ込み 新鮮な感受性で現実に新

しい生命を持たせ「新現実jを創造しようとした

のである.横光利ーの〈頭ならびに腹}， {上海}， 

111端康成の〈伊立の踊子〉をこの代表作として挙

げることができる.横党利ーの〈新感覚論〉は新文

学の基礎を速いテンポと特殊な表現に置き，理想

的な感覚を出発点として創作を行い，白熱主義や

現実主義を時代遅れのものとして捨て去るべきこ

とを提唱した.彼の短篇小説 (8輪〉の中に，

後は小石を拾うと森の中へ投げ込んだ.森は数

枚の柏の葉から月光を払い落して肢いた.

という件があるが ここに辻新吾の感覚を追い求

め，描写対象に新たな生命を吹き込もうとするこ

の涜派の特徴がよくあらわれている.ところで雑

誌〈文芸時代〉は短命で. 1924年に創刊， 1927年

にはもう停刊しているのだが作家メンバーにも

分化が生じ，片岡鉄兵は左に転じてプロレタワア

文学活動にのめりこんでゆくし，横光利一・ JII端

康成等は1930年頃から新心理主義の道に走り，イ

ギリス・アメリカの意識の流れ文学の影響を受け

〈機械)， (時間)， {水晶幻想〉等の小説を発表，

その後は遅かれ早かれ伝統文学に回掃するという

方向を迫るのである.

中国の新感覚採小説は日本の大きな影響を受け

て形成されたものであり，その起点は1928年s月

創刊の半月刊雑誌〈無軌列車〉にあると考えてよ

いであろう.その最も平く試みた作家は裂駒鵠で

あるが， (無軌列車〉の常連には他に戴望箭，徐

霞村，施聾存，社衡，林徴音等がいた.時期的に

は当時日本の新感覚派に比較的大きな影響を与え

たフランスの作家ポール=モランの中国訪問があ

り， {無軌列車〉第四期ではそのことに鑑みポー

ル=モランについて多くの紙幅を暫くといった具

合であった.この雑誌は計入期出たのみで1928年

末には国畏党によって廃刊に追い込まれたものの
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発表された作品には現代主義的傾向が初歩的な形

でみられた点は否定できない.

〈無軌列車〉廃刊後. 1929年 9月には諸費存・

徐霞村・顎i納鵠・戴望箭が再度集い丹刊〈新文芸〉

を創刊している. (新文芸〉はそれ迄の意気消沈

し剥那的な安逸を会り続ける読書入からの脱却を

函り，プロレタリア文学を台頭させるべく“左聯"

の成立を支持するという政治的傑面を有していた.

と同時に，創作面にあっては新惑覚主義的傾向が

大いに発展をみせるという着Eすべき点を有して

いたのである.劉柄鴎にあっては感覚主義と意識

の流れ手法で現代都市生活を表現する小説を書き，

それは作品集〈都市風景線〉として結実をみてい

るし，さらには日本の横光利一・片需鉄兵・池谷

信三郎等の短篇小説選集〈色情文化〉を翻訳刊行

したりもしている.彼は言う r文芸は時代の反

映であり，いい作品は時代の色彩と空気を描き出

さねばならない.今の時期に現代日本の時代的色

彩を搭いてみせることができるのは薪感覚派のみ

であり，片岡・横光・池谷等の作家は何れもこの

派の麗将であって 現代日本資本主義社会の震敗

した不健全な生活を描写し 来るべき社会に対す

る暗示を投げ掻けている.Jと.これからも分か

るように讃駒鶴は日本の新惑覚派を高く評価して

いるのである.また 施塾存にあっては行情味豊

かな短篇小説集〈上元灯〉出版以後，創作時の眼

はフロイトの学説を意識的に運用して人物の心理

を分析，表現することに注がれており， く鳩摩羅

イ十). (将軍底頭〉等の小説でその独自牲を切り

罪いていった.1930年春になると穆時芙の小説。告

情的世界〉が〈新文芸〉第六期に発表されたが，

編者の言葉に泣 r(p自前的世界〉はイデオロギー

の面では酉より正確さを欠くものの芸術詣では大

いに成功しており 我々が最大の希望を託せる青

年作家だ.Jと称賛を惜しまない.謬時英が最初

発表した数篇の小説は頼感覚派とは別段関係は無

いものの君主にこの流派の中心人物である劉嗣鶴，

施費存等と連係を取り合っていて後にこの流派に

入ってゆくための条件を整えているのである.と

ころで〈新文芸〉は1930年初夏まで続くが，また
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もや国民党に停刊させられ彼等の試みは再度暗礁

に乗り上げるわけで，作品発表の場も〈小説月報). 

〈文芸月刊〉等に移さざるを得ないという状態に

なった.

1932年 5月には雑誌〈現代〉が創刊されること

になる. <現代〉は〈創刊宣言〉の中で「本誌は

如荷なる文学上の思潮，主義，党派もつくるもの

ではない.Jと謡つてはいるものの，実際のとこ

ろは編者施蚤存が穆時英，鶴納鶴の作品に高い評

価を与えていることからも分かるように新感覚派

への強い思い入れが見て取れる.創刊号の〈編輯

座談〉では.rとりわけ穆詩英の処女創作集〈南

北極〉出版後における創作には修養の跡が見られ，

〈公墓〉を茂切りとする永久の文学生命を創造し

ようとする姿勢は読者に報告する倍僅のあるもの

だ.Jと称賛しているのである. (現代〉二巻一期

には穆時英〈上海的狐歩舞)，認前鴎〈赤道下〉

が発表されるが，編者の施登存は〈社中日記〉で

「穆詩英の〈上海豹狐歩舞〉は物語性が無いもの

の技巧・文章構成の点では十分に見るべきものを

もっている.Jと評し，さらに次のように続けて

いる.r現在の文芸界で穆持英と罫i納鶴は円熟し

た技巧で以て新鮮な文芸味を出す類稀な存在であ

る.Jと.こういう背景があって穆時英の代表作一

〈夜訟会里的五個人). (街景). <本埠新聞記事

欄廃稿中的一段故事}.(上海的lIJl歩舞). (Pierrot) 

等ーが続々と〈現代〉に発表される.また，こ

の前後には施登存がフロイトの学説に基づいて書

いた心理分析小説も影響力を拡大している. <現

代〉には彼の文集〈将軍底頭〉に対する評論が載

り，同じく文集〈梅雨之タ〉の中の作品は発表後

種々の反響を引き起こすといった具合であった.

この廷か. <現代〉はイギ1)スのジ、エームズ=ジョ

イス，アメリカのフォークナー，フランスのアポ

リネール，日本の槙元利一，池谷信三郎といった

外国の現代派小説作家を意欲的に紹介しており，

中国の新感覚派小説を額面から支える役割も担っ

た点は注目に値する.
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[2J創作特色そのー

中国の新感覚採は日本の新感覚振の影響を受け

ているので似通った点を有しているが，その一方

で独自性ももっている.中国の場合は，吉本の同

派が最初提唱した新感覚主義及びその後提唱した

薪心理主義の二つを統合した上で出来ている.そ

の申で， j1J痢鴎・穆時芙の作品に新惑覚主義の替

数が辻較的多く備わっているとするなら，施聾存

の作品は主として薪心理主義の産物であり，典型

的な心理分者派作品だと言える.だが，一つの流

派として銭作面で晃られる共通の特色というのが

ある.

中国の新感覚派にあって鎖作面での第一の顕著

な特色は，速いテンポの中で現代大都市の生活ー

とりわけ半植民地都市の奇形と病態ーーを表現す

ることにあった.それ故，新感覚派は中富現代都

市文学の開拓者としての重要な一つの柱だと言え

る.

魯迅は1926年ロシアの詩人ブロークに触れ，彼

をロシア現代都会詩人の第一人者と賞費したが，

当の中国にはこのような都会詩人はまだ出ていな

いと明言している.ただ， 1920年代前半の中国に

は都会詩人や都会作家が確かにいなかったとして

も20年代末期からお年代初期には確実に存在した

こと辻特記すべきであろう. (子夜〉の茅盾， (上

権狂舞曲〉の楼適夷はその一つの類型であり，彼

等は先進階級の立場から者移で享楽的な都市の黄

昏を撞いている.そしてもう一つの類型カ事j駒鶴・

穆時英等E本の新惑覚主義の影響を受けた作家で

あり，彼等は上海というこの現代の大都市の生活

を描写する中で自己の特異性を発揮することに努

めている.彼等は大都事における種々のE常現象

と世態人需を描くに当たり，ダンサー，若旦那，

水夫，妾，資本家，投機商，会社員からいろんな

市民，労働者，ルンペンプロレタリアートまでを

ほぼ網羅する形で作品に登場させている.そして

搭写そのものについては速いテンポと飛躍した構

成法を多用するのだが，それは恰もネオンサイン

の自紛しく変わる様を連想させるものである.以

前の小説が緩慢な叙述法で農村展景や静かな生活

空間をさらりと表現していたのと趣を異にする.

ところで銭前鴎の小説集〈都市民景線〉には次の

ような紹介がある.

窒ij柄鴎は敏感な都会人であり，その独特の筆捌

きで以て，飛行機・映画・ジャズ・牽天楼・色情

狂・自動車がスピーディーかつ大量に生み出され

る現代生活に鋭いメスを入れている.彼の作品の

中に我々は不健全で燭れた罪悪に満ちた資産階級

の生活の断面と今正に台頭しつつある新しい力の

暗示とをはっきり見て取ることができる.

この紹介文は概ね器駒鶴の特殻を巧く言い表し

ているし，当時の左翼作家の文章にもあるように

都市の現代性を意識して描写した中国での最初の

作家と言ってよいであろう.彼はフランスのヴァ

レリ=ラルボー，ポール=モラン，日本の横光利

ーといった外国の同派の先駆者から多大の影響を

受けており，小説の蔑景は競馬場・ナイトクラブ・

映画館・ホテル・自家用車・別荘・海水浴場・特

急列車等に求め，小説の中心テーマは資産時級の

男女の堕落と淫廃な様を暴露することに置いた.

さて，劉再考鶴に続いて出て来たのカ王手妻時英である.

その作品は文集〈公墓)， (白金的女体塑{象〉に

絞められているが彼は都事文学の形成において

劉納鴎以上の重要な役割を担っている.社衡は

1930年代初期に「中国には都市はあれど都市を措

く文学はない.また たとえ都市を描いたとして

もその描写に適した手法を採用していない.その

点で劉荊鵠は都市文学の為の突破口を開いたもの

の正しく発展させるという屈で不満が残るもので

あり，これに加えて‘非中国' づド現実'という

作品上の欠臨もあった.この克服のために腐心し

続けたのが他ならぬ穆時英である.Jと言ってい

るし，蘇雪林も f謬時英は都市文学の先駆者であ

り，ポーん=モラン，シンクレア=)レイス，接光

利一，堀口大学と並ぶものだ.Jと述べている.

穆時英の〈夜総会里的五個人〉は，破産した資本

家，失恋した大学生，失業した事役所職員，社交

界の花形，ハムレット研究の学者という五人の主
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人公がそれぞれの苦悩を引っ提げて週末の上海の

ナイトクラブに集い 悲劇的な結末に至るまでを

描いているのだが，そこには1930年代上海の縮図

が確実に見て取れる.また. (上海的狐歩舞〉は

先の作品を更に一歩進め 上海という半植民地都

高の本質一勃獄に造られた天富一ーを 1)アルに描

写している.作者は資産階級の男女の賛沢三味で

虜散し気狂いじみた生活を筆にする時，自分と重

ね合わせてその心理を織り込んでいるし，テンポ

は異常に速し構成には絵画のスクリーンのよう

な飛躍がある.つまり すべてが現代主義の特徴

で貫かれているのである.このf也穆時英は袈駒

鴎が{吏い壊れた素材を用いる場合しばしば人物の

内面深く載する悲哀を書いたが，これも彼が~JP内

鴎より深みのある作家だったことを示すものだと

言えよう.彼の描く人物は快楽の仮面をつけてい

るけれども内面には大小さまざまな精神の傷誌を

もっているのである.彼はく公墓・自序〉の中で

次のように述べている. I我々の社会には生活に

圧し漬された人がいるし 生活に締め出された入

もいる. しかし，これらの人々が反抗・悲憤・憎

悪といった顔を必ずしも見せるわけではない.彼

等は悲哀の顔、に快楽の仮面をつけることができる

のである.全く感覚というものをもたない人以外

は何人も心の実底に一種排徐し難い寂塞惑を載し

ているし，何人も部分的にか全体的にか能人には

理解されることのない精神的に縞絶したものを有

している.そして彼等が感じるのは，生活の苦し

みを味わうことが多ければ多い迂ど感覚が研ぎ澄

まされる人というのはこの種の寂塞惑が益々深く

骨の髄まで入持込んでゆくということである.J 

と.悲哀の顔iこ快楽の仮面をつけた人物を描くと

いうことは確かに穆時英を特懲づける一つの点だ

と言えよう.彼についてはもう一つ指摘せねばな

らないことがある.それは作品〈黒牡丹〉に典型

的に見られるように「零落した者同士が巡り合っ

たところでお互いを知り合う必要がどこにあろう

かJという没落者の冷めた惑傷気分とも呼ぶべき

ものが各作品を通じて支配的だという点である.

それでは最後に施埜存についてであるが，彼は前
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二者とは異なり作品の題材範囲が一番広く，上海

という大都市を描くのみならず，その付近の小さ

な軒で営まれている生活をも視野に入れ，半植民

地半封建の環境を表現することに心を砕いた作家

であり，その作品は内容的に清潔さが保たれてい

る点が特徴だと言える.彼が大都市生活を描いた

小説には〈薄暮的舞女).く四喜子的生意). (特

昌姑娘). (失業). (鶴〉等があるが，それらに

あっては大都市の中の下層に位置する人物に主主点

を当て比較的速いテンポで以て描写を進めるとい

う方法を蒜った.さて，このように見てくると，

1930年代の新感覚派作家は総じて都市文学の道を

切り開くという試みに多大な功績があったと言わ

ねばなるまい. 20年代の中国現代小説の成果を

‘郷土小説'及び知識青年の生活を表現した‘自

我小説'に求めるとするなら 30年代の成果の一

つは都市文学の勃興という点に求められよう.こ

れは中国現1-t小説史上の特筆すべきことであり，

その為に新感覚振の果たした貢献には許り知れな

いものがある.

C3J創作特邑その二

新感覚派小説が都市の生活を表現する過程で全

力を傾注した点は如何にして新奇な感覚や印象を

獲得するかということであった.このことは小説

の形式，手法，技巧といった面をある程度革薪す

ることに繋がるのである.

この流派の主たる芸能的特色は，人が捉える主

観的感覚や主観的印象を客体の描写の中に流し込

み諮かし込むことにある.この流派の特徴を構え

た作品は，外部の現実を単純に模写した与再現し

たりするのではなく また内心活動を耳元理細かく

フォローしたり顕わにしたりするのでもなく，感

覚を外面化し，強烈な主観的色彩をもっ所謂‘新

現実'なるものを創造し表現しようとしているの

である.針えば，室lJ嗣鶴の〈再個時間的不感症者〉

を見てみると，その書き出しは次のようになって

いる.

晴朗的午後.

選手壱了的白雲語大片，沈着光関閃的汗珠，停留
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在対面高麗建築物造成連山的頭上.遼遠地説望着

這望都市的塘翻，部在設下街巌着一片噴大的青草

原的一座高架台，這会早巳被為賭心熱狂了的人例

法或為蟻巣一般了.緊張変為失望的紙片，被人類

砕溝散在水門汀上.一面歓喜復変了多情的徴麗，

把緊密地荻貼着愛人身辺的女児的緑語翻関了.桧

TtJ¥手和嬢太太，望遠鏡和春大衣便是今天的両大

客人.但是這単説他1/1守的衣袋里還充溝着五元毎J票

的話.塵挨，章者沫，暗涙和馬糞的臭気発散在欝惇

的天空里，而親人柄的決意，緊張，失望，落控，

意外，歓喜，造成一倍能和状態的雰囲気.可是太

得意的UnionJack却張黙在美麗的青空中罷風嘉

義着朱紅的徴笑. There， they are offノ八匹

特選的名馬向蔀ー趨 於是ー哩ー掛得的今天的最

軽妻便開始T.

「流着光閃関的汗珠Jの白雲を通して人は上海

の或る日の高い気温を感じ取ることができ，空に

発散する「塵挨，饗沫，暗涙和馬糞的臭気j を通

して人は競馬場の張り詰めた雰囲気を感知するこ

とができる・H ・という具合にこの件には尋常と

は異なるという感を抱かせる描写法が採られてい

る.視覚・聴覚・嘆覚・味覚・触覚の客体化，対

象化を通して芸衛的描写にもっと強い感動性とあ

る種の立体感をもたせること，これぞ正に新感覚

派が追求して己まなかった点である.次に〈夜総

会里的五悟入〉を見てみると，上海租界の繁華街

の夜景を描くのに，商115のネオンサインの変幻や

建きがどのようであるかとか，往来の通行人の賑

やかさがどのようであるかとか，新聞売り子の夕

刊を売る声がどのようであるかとかいった有り触

れた書き方はせずに 次の如き描写に仕立て上げ

ている.

“〈大晩夜報)/"責報的小該子張着藍噴，噴

呈有藍的牙歯和藍的舌尖兎.他対語的那只藍寛虹

灯的高謀克鞍尖正積善他的饗.

“〈大晩夜報〉ノ"忽然催又有了紅噴，ん人事者呈

待出紅苦尖克来，対面的那只大語意里倒出葡萄語

来T.

一 一一 一一一一一一一一一 司，

紅的街，緑的禽，藍的街，紫的街，……強烈的

色調化装着的都市朝/寛虹灯跳躍着-1i色的党

潮，変化着的光濡，没有色的光潮ー氾撞着光潮

的天空，天空中有了酒，右了埋，有了高張児鞍，

也有了鐘・.....

新開売り子の f張着藍噴，噴里有藍的牙茜和藍

的苦尖児.Jという表現を突如吾にした読者はきっ

と驚き誇るはずで、ある.だが，それに続く色とり

どりのネオンサインを描いたところを読めばその

驚き詩る気持ちも消え失せ，なるほどと納得がい

くであろう.このように夕刊売りの呼び声と寵庖

のネオンサインの変化・埠きを合棒させて描写し，

形・声・光・色といった感覚的要素を相互に絡ま

せ，それに幻覚と想像を加え，こうすることで平

面感を克服し，臨場惑をもった感覚をっくり出し，

植民地・半植民地都市の奇形的な華やかさと張り

詰めた躍動惑のある雰留気を読者に感じ取らせ，

彼等の受ける印象を深いものにしているのである.

ところで，感覚描写が重要な位置を占めるこの特

色は施重量存の心理分析小説の中にも見て取れる.

作品〈麗道〉の中の心理分析は実際;こはある種の

特殊な感覚-幻覚・錯覚ーを基礎にして或り立っ

ている.黒衣装を纏った老婦人が車内に環れるや

主人公は彼女の顔に濠る‘邪気'を惑じ取り，こ

れが妄想、を呼び¥小説の全体的な展需にとっての

基礎になっているのである.また，作品〈梅雨之

タ〉の中の f私Jが傘をきして少女を送ってゆく

過程にも興味をもたせる感覚描写がある.その一

つは， I私jが突黙少女の中に若かりし頃の女友

達に叡たものを感じるところであり，いま一つは，

或る志のカウンターに立つ女の子の撞が嫉妬と憂

いの表情をしていることからもしや f私jの妻で

はなかろうかと疑うところである.こういった不

合理な感覚が主人公の特定の心理を形象化する際

に重要な役割を担っているのである.特に， <魔
道〉の中の病態の主人公が夕日をパックに村景色

を眺め入っているところの幻覚と妄想の描写は圧

巻であると言えよう.
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種種顔色在我眼前晃動着.落目的光で真是不可

逼視的，我看見朱紅的棺材和金黄的錬，遼遠地醸

列在地平線上.還有梶?……那些一定是殉葬的男

女，披着鋳誘的衣裳，東伏茜額i着，験上還如活着

似的露出了閥才知道設墓門口己被封関了的活息的

恐箭和失望.一一永遠的恐'賄和失望栴/但是，部

一塊黒色的是什慶堤?這様地譲厚，這様地光沢，

又好fJ:J.這様地透明/這是一個斑点，一夜点，誰

説的?我底意思是不是説披講窓上部留斑点?郡究

寛是一点イ十座東西梶?一

正常人からすれば荷が何だか分からぬ摩詞不思

議な言葉も思考に異常を来す入院に用いられると

適切なものとなり ここでの主人公の心境をぴた

りと表現するような様替わりを見せる. しかも感

覚・幻覚は色彩に富んでおり ‘朱紅' ‘金黄'

‘黒色'といった色の対比・際立たせ方は鮮明に

して強烈で，新感覚派の特畿を見事に具現してい

ると言える.だが，その一方で成功しなかったケー

スというのもある.タuえば. (上海的狐歩舞〉に

あって建築現場で木材を運んでいた入夫が転んで

重傷を負い死に至る場面は次のように搭写してあ

る.

脊梁断T.噴呈畦的一口血，……弧灯……碓

ノ木構頗着木架又違了上去……光着身子在媒屑路

上浸鍋子的該子・・・・・・大木架頭上的弧灯在喪空里象

月亮……検煤産的提婦……月亮有荷留・…一月亮時

天拘呑7一一月亮没有了.

これは負傷した人夫の一利那の感覚と心理を描

こうとしたものである.r月亮有荷積jから「月

亮没有了J，こ至る迄は援に幻覚が生じ息を引き攻

る極短い関を表現したものなのだが，技巧という

面から見れば二つの欠点を抱えている.その一つ

は叙述の角度に錯綜が見られる点である.ずっと

作者からの角疫で書いてあるものが，ここで突如

苑に瀕した入夫からの角疫に変わり.r全知全龍J
を付与しているのだから技巧的には幼稚であると

言わざるを得ない.もう一つは臨終の科部にあっ
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てあまりにも考えていることが多いという点であ

る. r光着身子在煤屑路上濠鏡子的該子j だの

「検媒造的娘婦jだのと自分の家族のことを頭に

巡らしているのだろうが，今擦の際にそんなに多

くは考えられないものである.だが，こういう欠

点は新感覚派が感覚を根本的に重視していること

を否定したり，その美学の悪刻を否定する方向に

作用するものではない.

新感覚派は視覚・聴覚・嘆覚・味覚・触覚といっ

た諸感覚を複合して描写しようとしたがために作

品には諸感覚の枠を取ち払った感性一所講‘通

感'ーがしばしば顔を出すことになる.西洋現

代派には[私は光の音を開いた.私は音の光を見

た.Jとか「私の苦は大いにm}び，私の鼻は見た.J 

とかの表現をするトマス=デイランのような代表

的人物がいるが，これぞ正に‘通感'であり，彼

等の主張する感覚における‘五官不可分'という

ことである. (上場的狐歩舞〉の中の f古鋸色的

義片煙香味jという表現は‘通惑'の一つの具体

例だが，その最も典型的な手法は穆時英の愛情小

説〈第三恋〉に見て取れる.つまり，男性主人公

が初めて璃菊を自にしたところの表現は，

地的障子里還遺習着乳香.

となっており.結ばれなかった二人が九年後に再

会する場面での男性主人公の心情は，

我覚得復痛苦，向詩有一点該子気的高輿，我坐

着，然而在笑里我聴得見自己的心的i:t重的太怠.

設是抱着一悟衰老的、破砕了的霊魂走回記憶皇辺

来T.走回蜜色的!日夢里辺来T.

と描写されている.また，主人公である f私jの

心の痛みを取り去ろうとして璃薪が「私jの髪を

揮でるところでは，

部只手象ー兵震斗，軽軽安着我的結7許多量産紋

的霊魂.
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という描き方がなされているといった具合である.

このように‘通感'を巧みに覆い，作品を成功に

導いている点は新感覚派の株を上げるに大いに貢

献があったと見てよいであろう.

このほか薪感覚派は映画の表現手段を手本にし

たり，西洋の意識の流れ手法を取り入れたり，詩

歌の中の重匂を小説に用いてある種の雰密気づく

りをしたりするといった面でも功績があった.

総じて言えば，新感覚涼小説は形式・手法・技

巧等の面で新機軸を打ち出すことに生命を賭けた

のであり，その結果一定の成果を得たことは軽視

しではならない，左翼作家の楼適夷も新感覚採の

思想傾向は批判の対象にするが芸術的形式や手

法の面での薪しい模索ということについては高く

評価しており，中国文学史上の新たなる展開と位

置付けている.

( 4 J創作特色その三

新感覚派は潜在意識や日常生活での側少な心理，

変態心理等を掘り起こし表現することでも特色が

あり，可或の成果を上げている.

三十年代の新感覚派小説のうち専ら心理過程を

表現している作品が一部に存在するが， ~J駒鶴の

〈残留)，まその一つであり，そこで採られている

完全なる内心の独自体は芸街表現上頗る詩徴的で

ある.この系列に属する作品には他に穆時英の

〈白金的女体塑{象}.施蚤存の〈梅雨之タ}， (春

揚). (尊藁〉等があり，荷れの作品も心理小説

の表現手段を豊かなものにし，心理を掘り下げ，

克明に分析するという点で大いに力があったわけ

でフロイトの学説を積極的に小説製作に志用した

と言ってよいであろう.ここではその中から施費

存の若干の作品を重点的に取り上げ見てゆきたい.

施聾存の小説にフロイト主義の影響が見て取れ

る最初の作品は〈局夫人〉だとしてよいであろう.

この作品誌一入の若い未亡人が抱える内心の深い

苦痛を十二才の男の子のEと感覚を通して表現し

たものであるが，彼女は亡夫への断ち難い思いを

亡夫に鉱た十二才の男の子に変意的に投射すると

いう形を採っている.もしこの小説が数年早く，

つまり五四時期に世に出ていたなら社会に一大セ

ンセーションを巻き起こしたであろうことは容易

に想像できるのだが，ただ表現方法という点から

見た場合典型的な心理分析小説だと言えるもので

はなかった.墜とした心理小説と呼べるのは〈梅

罰之タ〉という作品からである.これにはほとん

どストーリーらしきものはなく，雨具をもった一

人の男性が雨宿りをしていた娘と出会い，彼女を

家まで送ってゆく時の道中の心靖を書いただけで，

たった一度鍔黙に知り合った者の需に全く結果と

いうものが存在しない.だが作者は人物の心理

過程を曲折に富む形で微に入り紹に亘り立つ重層

的に描き読者を引き摺り込むのである.先ず娘を

美の対象として挑めるところから入り，次にその

横顔にオーバーラップする自分の幼友達の女の子

といろんな話の遣り取りをする.そのうちに雨も

止み，娘は礼を言って別れるが，男性は心の中で

もう暫くの関雨を降らせてくれなかった天を恨め

しく思う.家に戻った男性は失望感に襲われ，気

が転倒する.この間の書き方が絶妙で，入を絶え

ず会心の微笑みに誘う工夫が施されている点はな

かなか真似のできるものではない.モーパッサン

は〈小説〉という一文で心理分析小説に触れ，人

間の精神における最も結微な変化並びに入需の行

動を決定する最も務めた動機を表現することがで

き，素晴らしい芸術作品に仕立て上げる方法の一

つであるという意味のことを言っており，心理分

析小説と客観写実小説の併存を主張しているが，

施蟹存の小説はモーパッサンのこの論点の正確さ

を実践面で証明したと言ってよいであろう.

捷埜存の心理分析小説にあって最重要視すべき

ものは反封建的意義を有し旦つ芸備表現で精殺な

作品である.関えば，作品〈春揚〉を見てみよう.

ここには或る三十過ぎの中産階級の女性について

その内心の秘めたる部分が綿密に指写されている.

彼女の結婚程手は病死してしまうが，その家の財

産を得ょうとして彼の位牌を胸に結婚式を挙げる.

程無く男，姑も世を去り，遺産は後女が掌握する.

しかし後に残った一族の者から虎視段段と狙われ，

挙匂はこの先ただ独りで生きてゆかねばならなく
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なる.作品は彼女が上海銀行に金を引き出しに来

るところから始まり 春の揚光が降り注ぐ中被女

の内心が極めて微妙な活動をする様〈意識と潜在

意識を含む〉を描いている.彼女は愛されること，

幸福惑を得ることを切に望むも周りの男性からは

夫のいる女性だと見られ， r奥さんj と呼ばれる

という具合であり，沈んだ気分のまま上海を去り

田舎に帰るのである.この小説は意識の流れに極

めて近い手法を用いているが だからと言って決

して難解だということではなく，むしろ明快なも

のになっている.それでは次に〈奪藁〉という作

品を見てみよう.この小説の素材は日常の頭事か

ら採ってあり，それぞれ自分の自尊心を守ろうと

する f私j と妻の間に生じる家庭生活の矛震を措

いている.作者は夫婦の双方に内在する償妙な心

理を発掘するに一種の新鮮感をもたせている.夫

がある時尊菜のスープをつくってやると約束した

ことを妻は必ず実行するように迫るが，夫の方は

原稿の筆が進ままいことで苛苛が募り，二人は感

情的になって口論してしまう.だが，ややあって

妻が言った「夜はやはりあなたにスープをつくっ

て欲しい，あなたの料理を是非味わってみたいか

ら.Jという言葉から夫は妻のか弱さに番む新た

な恋愛感情を発見し その時やっと自分は今迄妻

を誤解していたこと これには亭主関白が大いに

災いしていることを感じるのである.そして夫は

心中密かに‘自分は一人の卑劣な男の心で妻を推

し量っていた'とか ‘散慢が自分の恋愛インス
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ピレーションを塞いでいて このことが妻を相当

失望させた'と自分を責めるのであった.作者は

E常生活の頭事の中から残存する亭主関白という

一種の封建思想を見出し これに力強く鞭を打っ

ているのである.このように作品は人物心理の分

析と社会的内容の発掘とを巧みに結合し，両者の

相乗効果を出そうとしているので思想性と芸術性

を兼ね備えた力作として今に至るも輝きを失つて

はいない.施埜存は現実主義の道に戻った後も円

熟した筆撰きで〈名片}， (失業〉等心理分析の

特徴を少なからず残す作品を書いているが，これ

らは〈春揚)， (梅雨之タ〉等の心理小説と共に

この作家の核心部分を形作る作品だと言える.夏

志清は〈中国現代小説史〉の中で施塾存のこれら

の作品が有する思想的意義と芸術的成果を完全に

抹殺しているが，これは明らかに極めて不当な扱

いである.

フロイトの番在意識に関する学説は心理分析小

説という薪しいジャンルを切り開くに大きな力が

あった.そして，この種の小説が健全に発展する

かどうかは人物心理と社会的内容の両面を作家が

如何に掘り下げるかにかかっていたのである.捷

費存を代表とする薪感覚派の作家は正にこの面で

最初の大きな一歩を踏み出し ある程度の成果を

f皐たということになる.

(紙幅の関係で f新感覚派の主要作家Jr新感覚

採小説の額向性問題j等の抄訳は割愛します.) 


