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老舎 (
本名野慶春,字 は舎予,満州族 ,1
8
9
9
年〜1
9
6
6
年), この名前 を,
中国の文学界で知 らぬ者 はいない｡
彼 は数十年の作家人生 においてつねに謹厳実直であ り, さまざまな題材や

,
0
0
0
万字 に ものぼ り,早 くか ら作品の多 さで も知 られ
スタイルの作品 は約 1

,

,

絡舵祥子』 (らくだのシア ンツ) F
四世同量 』,
ていた. なかで も 『
離婚』 『

,

我迭一撃子』 (
私 の一生) な どの短
『
茶館』 な どの優れた作品や 『
断魂槍 』 『
宿,中編 『
月牙児』 (
三 日月) は,2
0
世紀 の中国文学 の栄光 を表 してお り,
彼が作家の ｢
大御所｣ といわれ,民族文学の輝か しい旗印 と称 され るの も当
然の ことである｡
老舎 は中国国内で ます ます注 目され重視 されているだけでな く,彼の作品

4
3の作 品 はすで に世界
は とうの昔 に国境 を越 えていた｡ そ して, その うち1
の二十数種類 の言語 に翻訳 され,出版 されている｡中国の現代文学作品の中
で,国外で翻訳 された数か ら言 うと,老舎 の作品は常 に上位 にあった｡東洋,
西洋 を問わず,多 くの真の有識者 は,老舎 の作品 を,中国 を知 り,中国文化
の奥深 さを認識 し,中国語 の魅力 を理解す るための必読書 と考 え,大学か ら
中学 まで, さまざまな学校 で中国語や中国文学 を教 える際の教材 として選定
している｡
老舎研究の歴史 は平坦な道ではな く,すでに七十余年の月 日を経ているが,

9
7
0
年代末か ら8
0
年代
一定の規模 の,かな り自覚的な研究が始 まったのは,1
1
3
9

初 めの ことであ り,特 に中国老舎研究会が正式 に発足 してか らである｡ この

2
0
年 ほ どの間 に,すでに 7回の全国規模 の老舎学術研究討論会が開催 され,

9
9
3
年の第 5回 と1
9
9
9
年
毎回,国外の学者 も多数参加 している｡なかで も,1
国際老舎学術研究討論会｣ と命名 さ
の第 7回の規模が最 も大 き く,正式 に ｢
れた｡ さらに, この ころか ら,国内外か ら多 くの老舎 の未発表作品が収集 さ
れ, その中には歌劇,手紙,序言の手書 き草稿 も含 まれた｡ また発言の記録
や関連す る画像,写真 も集 め られた｡ また,非常 に多 くの老舎研究の論文が

0を下 らない専門の研究書 も出版 され, これ らの研究理論 はます
発表 され,5
ます強化 された｡ これ はある種 の最前線 ともいえ,独 自の優れた見解や新 し
い発見や視点の論述 もあった｡ こうして,老舎研究 の陣営 は急速 に発展 し,
優れた後継者 も生 まれ,すでにかな りの規模 と理論的素養 を持 っている｡老
舎研究 は,中国国内において中国現代文学研究 の うち最 も発展の顕著 な学術
領域の 1つであ り,すぼ らしい成果 を上 げていると公 に認 め られているだ け
でな く,世界各国の研究界 とも広 く呼応 し,喜ぶべ き情勢 にある｡

9
9
9
年 2月 3日にあわせ
｢
人民 の芸術家｣老舎 の生誕百年の記念 日である1
て,中国の首都,老舎 の故郷 である北京では,政府主催か ら民間 までl
青熱的
かつ心の こもった さまざまな記念の催 しが盛大 に繰 り広 げ られた｡ こうした
催 しは続いて全国に広 まり,特 に, この熱気の立 ち こめるなか,中国第 7回
老舎学術研究討論会 と合わせ老舎生誕百年国際老舎学術研究討論会が開催 さ
れた｡ これは実 に,老舎研究史上,みなを感激 させ る大 きな事柄 であ り, こ
うした盛大 な催 しは,新世紀 の曙がすでに出現 しているときにあって, それ
までの老舎研究 をみ ごとに締 め くくり,新 しい段階へ入 ってい くことを宣言
す るものであった｡

2月 2日,北京市政府 は北京市老舎生誕百年座談会 を主催 した｡ さらに 2
月 3日,中華人民共和 国文化部,中華全国文学芸術界聯合会,中国作家協会
と北京市政府 は,人民大会堂 において さらに高度 なレベルの国家 クラスの記
念座談会 を開催 した｡ この 2回の座談会 の席上,国家の指導者たち,老舎 の
1
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生前の友人,老舎研究 の専門家や各方面 の代表者たちは, 中国文化 と文学 の
発展史上 において老舎 の占める重要 な位置 を十分 に認識 す る発言 を行 った｡
そ して この憂 いに生 き,憂 いに死 に, 自己の人民 のた めに生涯一生懸命 もの
を書 き続 け,卓越 した文学 をうち立 てた巨頭,終始 自分 の民族 と喜 び と悲 し
み を共 に した偉大 な愛国者,中国の文学芸術界 の名 だた る指導者 であった老
舎 に, きわめて高 い評価 を与 えた｡

9
号 の老舎
老舎生誕百年 を記念 す る日々 において,北京市東城 区豊富胡 同1
旧居 で は,建物 が修理 されて一新 し,｢
老舎記念館｣ と正式 に命名 され,社
会 の各界 に開放 された｡人民文学 出版社 は,老舎生誕百年の直前,ついに記
念版 ｢
老舎全集｣全 1
9
巻 を上等 な装丁で完成 させた｡収録 した作 品 は,発表
された当時の初版本 に基づいて内容や字句が調べ られ,版本 も信頼 で き,編
集校正 もきちん と行 われた｡ この全集 は,今 までで老舎 の作 品 を最 も完全 に
収録 した,最 も権威 ある版本 と言 うことがで きる｡
老舎生誕百年 を記念 す る催 しのなかで,中国の大陸 と台湾, 日本,韓 国,

0の
シンガポール,アメ リカ, ドイツ, フランス, ロシア, スロバ キアな ど1
国や地方か ら1
0
0
人 を超 える老舎研 究 の専 門家 が,老舎 の故郷北京 に集 まっ
て きた｡彼 らは'
9
9
老舎生誕百年記念 の国際学術研 究討論会 に参加 す るた め
に来たのであ り, それぞれの学術 的成果 を持 って老舎 にお祝 い を述べ に来た
1
)
のである｡
私が最初 に老舎研究 に接 したの は,仕事 の関係 か らで あった｡1
9
8
6
年 に中
国第 3回老舎学術研究討論会が北京で開催 されたのだが, その時, 中国の民
族文学理論 方面 で最 も権威 あ る刊行物 『
民族文学研 究』 (
中国社会科学院少
数民族文学研究所 の編集) に老舎研究 に関す る論文 を掲載 す ることにな り,
その論文 の一部 の審査,編集 を任 され ることになった｡ それか らのち,夫が
老舎 と同 じ満州族 だったか らなのか, それ とも友人 で ある関紀新 (
老舎研究

9
9
8
年 に4
0
万字 にの ぼ る老舎研 究 の力作
の権威,中国老舎研 究会秘 書長 ,1
『
老舎評伝』 を出版 した) の影響 だ ったのか,私 に もよ くわか らないが,す
老舎 と老舎研究
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ぐに老舎 に夢中になって しまった｡ そ して中国にいた ときも, 日本 に来てか
らもずっ と,老舎 の研究 に関わってきた｡
老舎 は時代 のために, そ して世界のために,あのように世 に もまれな優 れ
た作品 を捧 げて きた と同時 に,大家の風貌 と才能 を持つ一連 の芸術 の法則 を
提示 しているのは確かである｡

(
∋ 彼の作品は,民族全体 の昔か ら今 までの文化の生命 に終始注 目し,氏
族文化の生命 の もとを分析 し,彼 自身の一連 の文化学 を含 んでいる｡

(
参 彼の作品は, とて も味わい深い燕京百態図‑枚一枚 を描 き出 し,人格
を習俗化 し,習俗 を人格化 して表 し,彼 自身の一連 の小説学 を含んでい
る｡

(
卦 彼の作品は,北京特有の味わい深 い言葉 と,本来の自然の知恵 を見 え
隠れ させた老舎式のユーモアをもって,詩情 あふれた魅力 を漂わせ,彼
2
)
自身の一連 の言語学 を含 んでいる｡
しか るに,老舎 の作品の うち最 も深い印象 を受 けたのは,中国の民衆が苦
難 にあった り,素朴で善良であることの多 くの表現であった と同時 に,少 し
の遠慮 もな く彼 らの別の一面 を描 いていることである. その表現 は私たちの
予想外であ り,普通一般 の もの とは異 なるが,非常 に真実 をついていて, そ
れゆえに人々 を憂慮 させ,深 く考 え込 ませ る｡
老舎 は 『
我選一輩子』の中で軍隊の反乱 を描 いているが,驚 き動転 させ ら
れ るのは,兵隊たちが行 って しまったあ と,普通の人々が街 に出て略奪 を行
う場面 を描 いている, この ことの非凡 さである｡
通 りには,炎の明か りと人影だけで,巡査 は見当た りません｡ しか も,
兵隊たちに押 し入 られた質屋や装身具店 は どれ も開 けっ放 しになった ま
まで した｡‑‑‑こんな街の姿 を見 ると,人間は恐 ろしい気がす るもので
すが,同時 に大胆 に もなるものです｡巡査のいない街 は, ち ょうど先生
のいない教室 と同 じような もので, どんな真面 目な生徒だって騒 ぎ立 て
てや ろうとす るで しょう｡
1
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一軒が戸 を開 ける と, どこの家で も戸 を開 け,通 りに出て きた人 び とは後 に
ついて略奪す る｡ しなけれ ば, しない者が損 をす るのだ｡
普通 の時だった ら,法 を守 る善良 な人 たちに強盗 みたいな真似がで きる
なんて考 え られ るで しょうか｡ そ うなんです｡機会到来 と見 るや,す ぐ
に も人間 は本性 を現す ものなのです｡
男たちが略奪 に行 って戻 って くる と,次か らは もう女 も子供 も混 じってい る｡
貧乏人 は もちろんの こと, そ うでない連 中 も後 れ を とらない｡兵隊 に押 し入
られなか った商店 の門 も,人 び とが侵入 して くるの を防 ぎ止 め ることはで き
ない, どこの店 の扉 も,同 じようにつ き破 られ る｡ もうなんで もよいのだ｡
みんなの眼 は血走 ってい る｡だれ もが死 に もの狂 いだ った｡
背負い,抱 え,担 ぎ,引 きず る｡ まるで,戦 いに勝 った蟻 と同 じだ った｡
しか も,菜切 り包丁 まで持 ち出 し,路地 の入 り口で待 ち受 け,｢おいて け !｣
とや る者 までい る｡
他 の作家が, こんな描 き方 を したの を本 当に見た ことが ない｡数多 くの作
品の中で,大衆 は人 に屠殺 され るが ままの牛や羊であ る,善 良であるが ゆえ
に｡大衆 は, また魯迅 の筆 によれば傍観者 であ る,彼 らの愚昧 さの ゆえに｡
また大衆 は革命性 を持 つが ゆえに,反抗闘争 を描 く作家 も多 い｡ だが老舎 が
ここで描 いたの は,人間の本性 の中に潜 んでい る野獣性 であ り,人 は ｢
野獣
の中か ら出て きた｣ とい う｡すなわち, いつ もは非常 にお とな しいが,一旦
適 当な土壌,雰囲気が与 え られ,彼 らをおだて惑わす に足 る思想的 な煽動が
あ ると,長年 にわた る礼儀作法や教 えが あった として も,仁義 も博愛 も慈悲
も心 の奥 で冬 ごもりをしていたあの鬼 をお さえきれ る もので はな く,一瞬 の
うちに ｢
本性 を現す｣
｡人 は悪獣 に変 われ るのだ｡
魯迅が傍観者 を描 いて憂 えたの は, 中国人 の無感動無感覚であ る｡老舎 が
暴徒 を措 いて憂慮 したの は,中国人 の盲従 して悪事 を働 くところである｡ こ
の両者 はいずれ も,広大 で悠久 の歴史 を持 つ ものの絶 えず動乱 にみ まわれて
きた中国の大地 において,相前後 して発せ られた警醒 の声で ある｡
老舎 と老舎研究
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老舎 の この憂慮 は長期 にわた った｡時 に見 え隠れ しなが ら,生涯 ついて ま

1
9
2
8
)の中 に, おそ ろ しい学校
わ った と言 って もよい｡早 くも 『
趨子 日』(
騒動が登場 す る｡正門が壊 れ,窓の戸 がす っ飛 んでい る｡校長 は縛 られてな
ぐられ,か もいには耳が釘付 けにされていた‑

庶務係 のだった｡ だが,学

生 は悪人 で はないはずだ｡ 『
大悲寺外』で は,黄先生が学校騒動 で死 んだが,
学生 は必ず しもみな彼 を恨 んでいたわ けで はない｡ F
猫城記』 (
猫 の国)の猫
人 は,皇帝 を殺 しただ けでな く,家長 を殺 し,教師 も殺 した｡
｢
無感動無感覚｣ にせ よ ｢
盲従 して悪事 を働 く｣ にせ よ, その実,彼 らに
は決 して悪 の基準が ないわ けで はな く, 自分 の好 みによる選択がないわ けで

,

世 の中には確 かに こうした人が多 いのです｣,
もない｡老舎 は言 ってい る ｢
｢
彼 らは別 に物事 の善 し悪 しが分 か らない訳 じゃな くて,彼 らが大事 に思 っ

,

てい るの は自分 だ けなんです｣,だか ら恐 ろ しい ことに ｢たち まち人 になっ
た り,たち まち野獣 になった り｣す るのだ｡
老舎 の憂慮 は数十年 ののち,不幸 に もや は り自分 の頭 の上 に降 りかか った｡
千 に も万 に ものぼ るかわいい子供 たちが,一夜 に して狂 った｡彼 らは赤 い腕
章 をつ け,皮ベル トを振 り回 し,校長 をうち,教師 を殺 し,昨 日まで彼 らが
熱愛 していた人民 の芸術 家 を殺 した｡ どう した んだ ? なぜ, こん な こ と
に ? 太平湖のほ とりで,深夜,老舎 の心 の中には再度 この永遠 の憂 いがわ
き上が って きた に違 いない,理性 の呼 び声 も, もうい らな くなって しまった｡
老舎 は 『
我選一輩子』 の中で,次の ように言 ってい る｡
これ以上 あれ これあげつ らう必要 もないで しょう｡私 どもの国の人 間が
どんな ことになって しまったか,大体 どなただ ってはっ き り見 ることが
で きたで しょうか ら｡
しか し, それ は ｢
私 どもの国の人間｣ に限 った ことで はない｡彼が提起 し
たのは,国民性 の問題 のみな らず,人類全体 の本性 の問題 であ る｡ 中国人 は
確か に文化水準が高 くない, それ じゃ外 国人 は どうか ? 礼 の国の 日本が,
どうして全力 を挙 げて隣国 に出か けていって強姦や殺教 を繰 り広 げたのか｡
1
4
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彼 ら一人 ひ とりが 自覚 した軍 国主義者 だ ったのか.ゲーテやベ ー トーベ ンの
子孫が, どうして ｢ヒッ トラー万歳｣ と狂 った ように叫 びなが らヨー ロ ッパ
中 を殺教 して回ったのだ ろう｡彼 らだってすべてが フ ァシス トには見 えない｡
老舎 の憂 いは民族 の憂 いであ り,人類 の憂 いで もある｡ この憂 うべ き憂 いを,
今 はすで に過去 の もの となったな どと,いったい誰が言 えようか｡平凡 な大
衆 は,良い時 には本 当に良い｡ だが,突然悪 くな る と, まった く恐 ろしいほ
ど悪 くなる｡ とりわ け, ある人たちに彼 らの 目的 を達す るために利用 された
3
)
時 には｡
私 は, ある文章 を思 い出 さず にはい られなか った｡ それ は,中国文化大革
周年 の1
996年 5月 に,友人 を偲 んで私が書 いた ものだ｡ 当時,私 はただ
命 30
こう書 いただ けだった,｢‑‑私 の母校 である清華大学付属 中学,高校 こそ,
あの計 り知れぬ変化 を遂 げた文化大革命 の中で特殊 な役割 を果た した紅衛兵
組織 の誕生 の地 だ った｡わた しは, このかな り特別 な場所 で起 こったひ とつ
の本 当の話 を, みなに知 ってほ しい｡ この ような ことに遭遇 した こと, む ご
た らしいめにあった人 の ことを,永遠 に忘れ去 っていないのな ら, この よう
4
)
な歴史 の大 きな後退 を二度 と起 こしてはな らない と思 う｣ と｡ しか し,現在
の私の意識 は変わ ってい る｡ ただ忘れないだ けで は,二度 と歴史 を大 き く後
退 させ ない とい うには不十分 だ｡総括 して教訓 を学 び取 り,反省 す ることが
必要だ｡ しか も, こうした反省 は, ある範囲 に限 ることな く,全人民 に広 げ
我々 はみな原罪 を負 って い る｡
るべ きで ある｡ なぜ な ら, あ る意味 で は,｢
我々 はみな過去 の 日を悟 って心 を改 めね ばな らず, これ も, あの時代 が我々
5
)
と我々ののちの人 び とに残 した最 も深 い教訓 なのか もしれない !｣
もちろん,権力者や政策決定者 として は, その担 うべ き責任 は普通 の人々
とは本質的 に異 なる｡ なぜ な ら,結局 の ところ,人々の心 の中の ｢
天使｣ の
一面 を引 き出 し,育 て るのか, それ とも ｢
悪魔｣の一面 をそそのか し,異常
にふ くらませ てか ら放 たせ,｢
羊｣ を ｢
狼｣ に変 えさせ よう とす るのか, こ
れ は往々 に して彼 らが採 った政策や方向 によって直接決定 され る｡ いっさい
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の善良 さを丸飲 み した ｢
文化革命｣ の中で,当局 の採 ったあの ｢
陰で｣摘発
し,｢
密告｣ を奨励 す る とい う卑劣 なや り方 は, この悪殊 な方法 を初 めに制
定 した当局者 とともに,歴史 の恥辱の柱 の上 に永遠 に釘づ けにされ るべ きで
ある｡

1
9
6
6
年 8月2
4日,文化大革命 はきわめて険悪 な政治情勢 になっていた｡ う
わべ は無定見 の ようで も心 の中に しっか りとして見解 を持 っていた老舎 は,
前 日批判 闘争で大 いなる恥辱 を受 けた｡夜 になってか ら,彼 は二度 と崇高 な
頭 を下 げない ことを命 にか けて決心 した｡彼 はゆった りと落 ち着 いて選 んだ
場所‑

北京糸 口西北 の太平湖で,母親 が亡 くなった旧居 に近 い小 さな公 園

で,や は り自分が ゆった りと落 ち着 いて選 んだ方法で湖 に身 を投 げた｡生涯
の精力 と忠誠心 を もって無条件 に祖 国の命運 を心 にか け,億,万大衆 の暮 ら
しと精神 をい とお しんだ ｢
人民 の芸術家｣ は, こうしてひそか に去 っていっ
6
)
た｡｢
我々民族 の この本物 の黄金が砕 かれて しまった｡｣
老舎 は死 を もって,久 しぶ りの尊厳 と静かな落 ち着 きを取 り戻 し,ついに
は死者 のために自ら文化人戦士 と人類 の良友 とい う神聖で純潔 な形象 を鋳造
した｡ もちろん, それ と同時 に,人 び とに残 した思索 と思慕 の情 も重 く,永
遠 の ものであった ろう‑･
‑｡
老舎 の悲劇 は,2
0
世紀 の中国の知識人 すべての悲劇的運命 の縮 図 と言 うべ
きである｡老舎 の訃報 を聞 いた周総理 は,地 団駄踏 んで ｢
老舎先生 をここま
で追 いつめて しまった とは,私 はいったい国際社会 に どう説明すれ ばよいの
だ｣ と言 った とい う｡
老舎が亡 くなった とい う知 らせ に驚 いた井上靖,水上勉,開高健,有吉佐
和子,城 山三郎 な どの 日本 の作家たちは,続々 と文章 を著 し,粛然 として尊
敬 の念 を起 こさせ るこの中国人作家 の霊 を深 い悲 しみ を もって弔 った｡ しか
し, このニ ュースは,文革 の期間中ず っ と, 中国政府側 マスコ ミか らは伝 え
られなか った｡ 巴金 は ｢日本 の友人 たち と日本 の作家たちは,老舎 同志の悲
劇 的な死 を,我々 よ りもず っ と重視 してい る｡彼 らは, この巨大 な損失 を,
1
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7
)

我々 よ りず っ と痛惜 しているようだ｣ と指摘 している｡

1
9
7
8
年 6月 3日になって,部小平が直接所管 した ことによ り,老舎 の菟罪
はや っ とそそがれ,名誉 回復 した｡北京で老舎 の ｢
納骨式｣が挙行 されたが,
残念 なことに彼 の遺骨 は保存 されていなかった｡空の骨壷の中に入れ られた
のは,彼が愛用 した眼鏡,万年筆 と毛筆, そ して彼が好 きだったジャス ミン
茶か らす くい取 られた,すがすが しい香 りがほのかに漂 うジャス ミンの花 だ
けだった｡

9
6
5
年 に中国作家代表団 を率いて一度 日本 を訪れただけだったが,
老舎 は,1
日本 の人 び とに心 よ り歓迎 された｡｢日本 において,老舎 の名 はすで に日中
戦争時代 よ り広 く知 られ,中華人民共和 国成立後 には第一次老舎 ブームを迎

8
)

え,以来今 日まで魯迅 と共 に長 く読 み継がれている｡
｣
日本老舎研究会 は,1
9
8
4
年 3月1
7日に成立 し,1
9
9
8
年 までに青年か ら年配

0
5
名 の学者が集 まってい る｡ この研究会 は,中国本土の研究会 を
の者 まで1
除いて,国別では最 も規模 の大 きな会であ り,毎年 7月下旬 に年会 を開 くこ
とになっている｡
老舎の著作 の翻訳では,世界で 日本が最 も早 い｡翻訳 された著作数 も,
日本が最 も多 く,なかで も長編小説 の翻訳 は日本が最 も完全 に揃 ってい
る｡ F
賂乾祥子』の訳本 も, 日本が最 も種類 が多 い｡老舎研究 の数 にお
いて も, 日本 は上位 である｡多 くの 日本の学者 は,人 び とを熟慮 させ る
多 くの明敏 な観察 と新鮮 な観点 を提起 している｡ 日本 の学者が編纂 した
老舎 の年譜 は,種類が多いだけでな く,内容 も非常 に詳細 である｡国外
で上演 された老舎の演劇 は, 日本が最 も多い｡老舎 の著作の注釈 は, 日
本が最 も優れている｡ 日本の老舎研究者 と愛読者 は,中国 を訪れ る回数
も最 も多 く,実地の考察 も熱心かつ細 か く,他 の国の研究者たちか らも
推賞 を得,賞賛 されている｡得難 く貴 い ことは, 日本の若 い老舎研究者
の人材が輩 出 し,頗 る造詣が深 く‑州 な ど, これ らの ことはみな,世界
で初 の老舎研究の学術 団体がち ょうど日本 に出現 したの も決 して偶然で
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9
)
はない ことを説明 している｡
日本でかな り影響力のある老舎研究家 としては,故柴垣芳太郎 (日本老舎
1
0
)
研究会初代代表委員)のほか,藤井栄三郎 (
同第二代代表委員),杉本達夫
(
同第三代,現代表委員),伊藤敬一, 日下恒夫,中山時子,平松圭子,倉橋
幸彦 な どがお り, そのほ とん どが大学の教授である｡
しか も,以上 に述べた ように, 日本 には多 くの老舎 の忠実な愛読者や老舎
の心酔者がいて,彼 らは必ず しも老舎研究会の会員ではないのだが,老舎 の

,
0
0
0
万 円を寄付す るな ど,老舎 を記念す る活動 に熱
旧居 を修復 す るために1
心 に参加 し,人 に知 られない ところで老舎研究 に貢献 している｡

9
8
3
年秋
例 を挙 げる と,1

,『茶館』 を日本 で上演 した とき, これ らの人 び

とは一般 のマスコ ミに比べ よ り直接的に, そしてよ り深 く宣伝活動 を行 い,
さらに多 くの 日本人 に老舎 を知 らせ,理解 させ, 日本 にお ける老舎 ブーム を

,F老舎 ユーモア詩文集』の 日本語訳が1999年 11月

さらに盛 り上 げた. また

に出版 されたが, この本 は5
0
人近 い中国語学習者や老舎 の愛読者たちが何年
もの努力の結果完成 させた ものである｡私の親 しい友人数人 も翻訳 に参加 し
ていたが,彼 らが私 に問い合わせ をして きた時の真剣 な態度 を思い出すたび
に,いつ も温かい思いが内心 よ りわ き上が るのを感 じる｡彼 らこそが, 日本
老舎研究会 の広範 な社会的基礎 を作 り上 げたのであ り,各国に彼 らの ような
人 び とがいるか らこそ,老舎 を数十年来絶 えず世界 に向けて着実 に歩 ませて
いるのだ と,私 は痛切 に感 じる｡
もとよ り,老舎 も彼の文豪 としての身分 に似 つかわ し くない政治的風潮 を
追 うような作品 を残 している｡ この こと自体 も,老舎 の悲劇 の一端 である｡
しか し,中国現代文学の発展 と浮沈の中で,茅盾,郭沫若,曹謁な ど解放後
残すべ き佳作のない多 くの作家たち と違 い,老舎 は解放後 も依然 として 『
茶
館』の ような優 れた作品 を含 む多 くの影響力 ある創作 を行 った｡ それゆえ,
老舎 の歴史的意義 は,私たちに とって さらに深 く考 え,総括す る価値 を持 つ｡
私 は,老舎研究 の領域が絶 えず広が り,老舎学の レベルが絶 えず向上す るこ
1
4
8
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とを心 よ り希 望 して い る, 中国 にお いて, 日本 にお いて, また世界 各 国 にお
いて も･
･
‑･
｡

注

1) 関紀新 ｢
北京老舎生誕百年記念活動概況｣ を参照o『
新華僑j F
新華僑 』雑

誌出版,1
9
99
年 3月号,1
9‑20
貢｡

2
) 楊義 ｢老舎 と二十世紀中国文学｣ を参照｡ F民族文学研究』中国社会科学院
少数民族文学研究所,1
999年第 4期,47‑48貢.
3
) 花亦豪,曽広燦 ｢
老舎 の創作 の哲理が含 む ものを語 る｣ を参照｡'
99国際老
舎学術研究討論会論文選 F
老舎 と二十世紀j中国天津人民出版社,43‑44頁｡

4
) 夏宇継 ｢永遠 に正式党員 になれないひ とりの予備党員｣F留学生新聞』 (日
本発行)1
99
6年 5月15日,第1
9
版｡
5
) 鄭義 ｢
清華大学付属中学,紅衛兵 と私

｣『北京の春』1996年11月号,34貢｡

｣

6
) 王之行 ｢
老舎 を論ず る F
文芸報』1
989年 1月21日｡

7
) 巴金 F随想録』
｡
8
) 柴垣芳太郎 ｢老舎研究会の発足 に当たって｣
F
老舎研究会会報j第 1号｡
9
) 胡緊青 ｢日本老舎研究会成立大会への祝辞 ｣
『
老舎研究会会報』第 1号｡
1
0) 代表委員 は会長 に当た る｡
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