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呉檮漢訳「博浪椎」から『棠花怨』へ 

――黒岩涙香訳『梅花郎』 

 

沢 本 郁 馬 

 

 

                   

 

１ 「博浪椎」と『棠花怨』 

 今でこそ「博浪椎」と『棠花怨』が同一作品

だということは周知のことになっている。しか

しそこにたどり着くまでに時間がかかった。 

 阿英目録はふたつの作品についてつぎのよう

に記述する*1。1950年代のことだ。研究者の多

くが阿英目録を基礎資料として使用した。清末

小説目録としてはほとんど唯一だったからだ。 

 

 [阿英147] 博浪椎 法科雷
マ マ

著。天涯芳艸訳。

光緒丁未（一九〇七）競立社小説月報本。

未完。 

 [阿英149] 棠花怨 法雷科著。呉檮訳。光

緒三十四年（一九〇八）中国図書公司刊。 

 

 両者はまず作品名が異なる。雑誌と単行本の

違いがある。また原作者は似ているが「科雷」

と「雷科」では一致しない。結論から言えば阿

英の誤記だった。実際に上の雑誌で確認すれば

「雷科」が正しい。 

 決定的なのは訳者が天涯芳艸[草]と呉檮だ。

どう見ても両者は結びつかない。それが当時の

事実だった。 

 細かなことだが阿英の表記だと雑誌名は競立

社『小説月報』である。正確ではない。表紙と

目次では『競立社小説月報』と称している。競

立社『小説月報』と書いている論文があれば阿

英目録を写したことがわかる。一言加える。奥
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付のみ「社」を取った『競立小説月報』と表示

する。 

 阿英目録をながめているだけでは上の２作品

は別物だ。それで終わっていた。 

 今から考えれば妙なことだとわかる。阿英は

単行本『棠花怨』の実物を所蔵していた。彼は

なぜ原本どおりに訳者名を記述しなかったのか。

採取したのは表示の一部分である呉檮だけだ。

そこに記載されている天涯芳草館主は捨てた。

つまり天涯芳草と呉檮が結びついていたのを無

理やり分離させたのだった。 

 阿英の記録によって回り道をさせられること

になる。いまさら気づいても遅い。阿英目録だ

けでは解決できなかった。書物の実物を見るほ

かに方法はない。そのことがよくわかる。 

 上記２作品は題名が違うし原作者名、訳者名

も一致しない。同じものだと判断するのには相

応の手続きが必要となる。その経過は樽目録に

よって追跡することができる。詳細は注にまと

めた*2。 

 概要を以下において説明する。 

 

２ 天涯芳草館主のばあい 

 樽目録初版（1988）は阿英目録を基本的に

採用している。「博浪椎」と『棠花怨』は別作

品として収録しているのは上述したとおりだ。 

 研究の新しい変化を反映したのは樽目録第４

版（2011）からである。「天涯芳草館主」は

呉檮が使用したという事実を吸収した。王中秀

ら『近現代金石書画家潤例』（2004）*3がそう

指摘したのだった。以前にはまったく知られて

いない。これにより呉檮が書家であることが判

明した。小説家翻訳家であると当時に書家でも

有名だった*4。それまでなぜ未知のままだった

のか、理由は不明。ここで天涯芳草館主、ある

いは天涯芳草が呉檮と結びついたのが大きな前

進だ。ただし漢訳作品の実物が提示されるのは

もう少しあとになる。また「博浪椎」の底本に

ついては不明のままに残った。 

 もうひとつは『棠花怨』の底本についてアメ

リカのＸ教授から教示があった。それにより黒

岩涙香『梅花郎』（明進堂1890）を目録に記

載したという次第だ。 

 

３ 異題名の同一作品――底本が『梅花郎』 

 つぎの新しい展開は樽目録第７版（2015）

に示される。両作品ともに底本が（黒岩）涙香

小史訳述『梅花郎』（明進堂1890.1.15）であ

ることを注記した。 

 「博浪椎」は『競立社小説月報』掲載のもの

を早くから見ていた。しかし『棠花怨』につい

ては実物、あるいは影印本でも手にすることが

できない。次の文献を参照した。 

 陳大康『中国近代小説編年史』１（2014）*5

は中国天涯芳草館主海陽呉檮亶中訳『棠花怨』

に言及する。呉檮と天涯芳草館主が繋がってい

る作品の実例を提示したのが新しい。 

 王中秀らは呉檮の潤格、潤例（揮毫料金）を

掲げた新聞を収録していた。書家としての呉檮

だ。その呉檮つながりで「博浪椎」と『棠花怨』

が同一作品だと判断することができる。 

 付建舟『清末民初小説版本経眼録・日語小説

巻』（2015）*6も参考になる。 

 そこまで来て筆者は足踏み状態に入る。作品

の一部は雑誌掲載の「博浪椎」で読むことが可

能だ。問題は『棠花怨』の方である。該書は清

末までは重版された。だが中華民国以来、重版

もなく影印本も作られていない。図書館目録を

検索したが努力不足で見つけることはかなわな

かった。実物が手元になければ研究に着手でき

ない。 

 筆者が『棠花怨』を古書（表紙奥付なし、本

文のみ）で入手したのは2020年になってから

だ。これで「博浪椎」と本文を比較対照するこ

とが可能になった。漢訳作品ひとつをとっても

手間ひまがかかることがわかるだろう。ただし

筆者が単に資料の不足する日本にいるのが原因

だ。普遍化して言うことではない。 
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４ 雑誌と単行本 

 本稿で使用する書籍について説明する。仮に

番号を振った。 

 

 ① 雑誌連載 

 「（裁判小説）博浪椎」10章 

 （法）雷科著 天涯芳草訳 

 『競立社小説月報』第１、２期 光緒三十三

年九月二十八日、十月二十四日（1907.11.3-

11.29） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本文            凡例 

 

 呉檮が原作者を「法国雷科」とした理由は後

述する。雑誌では「天涯芳草」のみの表示だ。

天涯芳草だけでは呉檮とは結びつかない。以前

はほかに資料がないから無理もないと思う。呉

檮であることが判明したあとに追加記入した。 

 雑誌連載は２回全10章で中断している。雑誌

そのものが第２期で停刊となったからだと推測

する。漢訳全体は単行本で全40章だから最初部

分だけの掲載だ。涙香日訳には章題はつけられ

ていない。呉檮は独自に内容にそった章題をつ

けている。またその一部が単行本とは異なる。

後に改変したということだ。参考として注に掲

げる*7。 

 題名の「博浪椎」から連想する人もいるだろ

う。張良が博浪沙で秦の始皇帝を狙って投げつ

けた鉄椎（槌）だ。しかし涙香の小説は、殺人

犯にされかけた男性が無実を証明しようと奮闘

する内容だ。また恋愛が原因で事件が発生する

という側面もある。題名と内容が適合しない。

そのためか単行本にするとき『棠花怨』と改題

したらしい。この事実ひとつ取っても改変の手

が加わっていることがわかる。すなわち初出と

後の単行本で文章に細かな違いがあるというこ

とを指す。ただし変更といっても些細なものだ。

大筋に変わりはない。 

 「本書発凡」という主として登場人物の説明

がある。ここは涙香訳にあるのをそのまま漢訳

した。これも後に述べる。 

 

 ② 単行本 

 『（裁判小説）棠花怨』40章 

 （法）雷科著 中国天涯芳草館主海陽呉檮亶

中訳 

 上海・中国図書公司 光緒三十四年十一月

（1908） 

 

 呉檮亶中の頭につける「海陽」は不詳。初版

未見。版本について簡単に説明する。 

 ａ 架蔵のものは表紙なし、奥付なし。「本

書発凡」あり、「致謝朱勤甫書」*8なし。書店

がつけた説明では宣統元年十月第四版であるら

しい。三版まで本文前に配置されているはずの

「致謝朱勤甫書」を収録しないからその可能性

もある。 

 ｂ 孔夫子旧書網に複数の写真がある。光緒

三十四年十一月出版／宣統元年五月再版。また

表紙は「再版」。また「宣統元年七月三版」な

ど。「致謝朱勤甫書」あり。 

 ｃ [編年④1663] 標「裁判小説」、署「法

国雷科著，中国天涯芳草館主海陽呉檮亶中訳」、

光緒三十四年（1908）十一月出版。「致謝朱

勤甫書」あり。[大康18-907] 十一月但日期不詳 
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本文            凡例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再版 奥付            表紙 

 

 ｄ [付日267] に初版の奥付本文写真を掲載

する。正文首署「法国雷科著、中国天涯芳草館

主海陽呉檮亶中訳」。奥付は訳述者：海陽呉檮、

発行者：中国図書公司、光緒三十四年十一月出

版。「致謝朱勤甫書」あり。 

 

 雑誌初出から単行本として刊行された。しか

も三版か四版まで重印されているのは清末読者

から好評で迎えられたことを証明する。 

 清末民初において角書の「裁判小説」は呉檮

の該作品以外には見ることができない。その文

字から法廷での裁判場面があると普通は想像す

るだろう。しかし法廷は出てこない。殺人事件

からはじまる恋愛小説だ。探偵恋愛小説といっ

てもいい。法廷場面のない裁判小説というのも

不可解だろう。これには理由がある。物語最後

に主人公の宿敵が底なし穴に落ち込んで死んで

しまう。それを涙香は形容して「天の裁判」

（第40回190頁）という。裁いたのは法廷では

なく天（神）というわけ。それを呉檮はそのま

ま「而天裁判也（そうして神が裁いたのだ）」

（第39回144頁）と訳した。これが角書の由来

だ。余談ながら一言。裁判場面が出てくる呉檮

漢訳『寒桃記』（ガボリオ作、涙香訳『有罪無

罪』1873）がある。しかしこちらの角書は

「偵探小説」だ。 

 棣棠（テイトウ）は「やまぶき」の漢名。

「棣棠花」はその花を意味する。花言葉は「高

貴」。呉檮漢訳の底本は涙香訳『梅花郎』だ。

花つながりで「棠花」を連想したと思われる。

「怨」はうらみ。組み合わせて『棠花怨』だか

ら高貴な人の恨み事となる。 

 小説の内容は前述のとおり殺人の疑いをかけ

られた主人公が身の潔白を証明する物語だ。な

らば漢訳題名は涙香訳を生かして『梅花怨』と

してもよかった。そうしなかったのは底本にあ

る主人公の名前「梅花郎」が原因だ。すなわち

呉檮はもとの名前「梅花郎」を使用せずに別の

漢字を当てた。そのことは著者を「雷科」とし

たことに深くつながる。 

 

５ 黒岩涙香訳述『梅花郎』 

 呉檮が使用した底本は涙香『梅花郎』だ。 

 

 （黒岩）涙香小史訳述『梅花郎』41回、明進

堂1890.1.15。国立国会図書館デジタルコレク

ション所収 

 初出は『絵入自由新聞』連載（1889.2.17-

4.10）である。 

 参考までに架蔵のものを示す。黒岩涙香（涙

香小史）訳述『人耶鬼耶』集栄舘1920.8.17／

11.5再版。 
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本文          表紙 

 

「人耶鬼耶」と「梅花郎」との合冊本。初版の

「凡例」は未収録。もとの章数41は22に減少

して異なる。個所によっては字句も違う。 

 原作については不明のままだ。以下の言及が

ある。 

 

 イ [流水160]「梅花郎」作者マンビルフエ

ン（注：GEORGE MANVILLE FENN、1831-

1909） 

 ロ [柳田44]「梅花郎」ジョヨオジ・マンヴ

イル・フエンの作といふも、フエンの何といふ

作か未詳 

 ハ [伊藤47]『梅花郎』ジョージ・マンヴィ

ル・フェン（英1831-1909）の作だと云われて

いる。伊藤秀雄はボアゴベイ『指環』『劇場の

犯罪』を疑う 

 ニ [小森99-126]「デュ・ボアゴベの原作と

推定された『梅花郎』は、Ｇ・Ｍ・フェンの

“Rosery Folk”が原本」*9。しかし open library 

および  hathi trust 所収の“THE ROSERY 

FOLK : A COUNTRY TALE”（LONDON : 

CHAPMAN AND HALL, 1884）を見たが原本

ではなかった。 

 

６ 呉檮漢訳法国雷科の謎 

 呉檮は涙香訳『梅花郎』を漢訳した。その原

作者をフランス（法国）の「雷科」だとしてい

る。この表記が奇妙だ。その疑問が当然のよう

に出てくるだろう。雷科はどこから来たのか。

涙香はどこに行ったのか。 

 清末の翻訳小説は多数ある。その中にフラン

スの雷科という作家は呉檮の「博浪椎」と『棠

花怨』のほかは見かけない。まずここからして

違和感が生じる。奇妙だという理由だ。 

 呉檮は日本語を理解した。漢訳に使用した底

本は日本語だ。原作をイギリス、アメリカ、ド

イツ、ロシアなどと表示したものがある。 

 たとえば呉檮漢訳に涙香作品を底本とした

『寒桃記』（1906）がある。こちらには黒岩

涙香を明記する。その例にならえば『棠花怨』

にも涙香の名前を記すのが妥当だろう。だいい

ち涙香日訳の原作は不明のままである。フラン

ス人であるかどうかもわからない。それをなぜ

日本涙香ではなくフランス雷科としたのか。 

 余談ながら雷克（RIECK）という人は当時

実在した。しかしドイツ人だし作家ではない。 

 雷科についての筆者の仮説を述べる。その前

に触れておくべき事柄――涙香の独特な固有名
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詞漢訳法が存在する。説明の順序があるという

ことだ。 

 まず指摘したいのは呉檮が底本のわずかな個

所を省略していることだ。 

 涙香は「凡例」と称して本文前に登場人物と

必要個所を説明する。新聞初出、単行本も同様。

冒頭と文末部分を引用する（ルビ、傍点省略。

以下同じ）。 

 

（凡例） 

茲に説起すは最組入りたる物語にして人情

に渉り犯罪に渉り其筋道様々に入乱れたる

故成る可く読者の意に落ち易き様にと先づ

本文より前に編中の重なる人物と必要なる

廉々を説明し置かん 

（中略。注：後述） 

◎名前 右に記せる人物の名前は總て呼び

声の似寄りたる者或ひは意味の近き者等を

無理に当嵌たる者なり本篇の終りに至りて

一々原名と対照す可し猶ほ此外にも多少の

男女あれど夫等は總て其時時に記す事とし

茲には略す又本篇を梅花郎と名附しは此篇

の眼目たる少年梅花郎の名前を其儘掲げた

る者なり 

 

 呉檮はここを無視して主として人物部分だけ

を漢訳した。特に涙香が書名を『梅花郎』にし

た個所（本篇を梅花郎と名附しは）などはその

まま漢訳することはできない。なぜなら呉檮は

梅花郎に別の漢訳語を与えたからだ。 

 本文にはほかにも涙香の文章を省略する個所

がある。１ヵ所を掲げる。 

 

第１回最後部分 

 是れ即ち梅花郎が身に幾多の災難と幾多

の波乱を起し来る許なりとは後にぞ思ひ當

られける／涙香曰く此話しに就ての凡例を

掲げ置きたれば人の名前及び身分など總て

凡例に引合して読まば分り易かる可し。15

頁 

第２回最初部分 

 世に男女の情ほど不思議なるはあらじ昔

の人は之を恋と云ひ今は之を愛情とも情愛

とも云へり世の中の喜びも悲みも此愛の情

より出る事多し。15頁 

 

 以上は本文中に涙香自身が出てきて説明して

いる箇所だ。漢訳する必要がないと呉檮は判断

した。本漢訳ではこれに類する個所は省略して

いる。別の作品では呉檮が身を乗り出して解説

するばあいもあるから作品によるのだろう。 

 まず涙香日訳の舞台がフランスであることを

いっておく。そこから涙香がもとづいた原作者

はフランス人だと呉檮は考えたのかもしれない。

表面的に見ればそうだ。 

 ただし雷科の謎を解くためには該作に登場す

る人物の名前を見る必要がある。『棠花怨』を

読めば人物名に特徴があることがわかる。 

 涙香は原作の外国人名を日本人名に書き換え

た。物語の舞台はフランスでありながら活躍す

る人たちは日本語の名前を与えられる。明治時

代の翻訳では普通に見られる措置のひとつだ。

呉檮が日本語作品を漢訳するばあいはそのまま

流用することもある。ところが『棠花怨』にお

いてはその日本語を漢語で音訳しているのだ。 

 上で「中略」とした箇所から小説の主要人物

を選んで涙香と呉檮漢訳「本書発凡」と対比さ

せる。名前の漢訳にご注意いただきたい。 

 

【涙香】◎村津伯
むらつはく

 仏国巴里の貴族にして

フエレツトと云へる所に別荘ありフエレツ

トは我国にて云へば大磯の如き所なり海に

向て山を負ひ眺望に富みて夏殊に涼しき土

地なれば貴顕紳士の別荘も所々に飛散れる

上、納涼の為に集ふ人も多し 

【呉檮】穆粒珠伯爵 法京巴黎貴族。建有

別墅於菲麗徳者。菲麗徳者。猶今英属之香

港。面海負山。臨眺絶勝。夏時尤称清涼世
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界。凡貴顕紳士別荘野墅。散處点点如晨星

焉。居此消夏者甚夥。 

 ムラツ伯爵 フランスはパリの貴族。フ

エレツトに別荘があり、フエレツトは今イ

ギリス領香港のごとく海に向かい山を負い

絶景に臨んで夏はとりわけ涼しい場所だか

ら貴顕紳士の別荘も曉天の星のようにとこ

ろどころに散在しここで納涼をする人も多

い。 

 

 呉檮の漢訳で目をとめるべきは人名であると

くり返す。地名など涙香訳がカタカナを使用す

れば呉檮はその音に近い漢語に変換した。そこ

までは普通のことだ。 

 ところが見ようによっては不可思議なのが人

名である。村津（むらつ）を穆粒珠（mulizhu）

と漢語音に置き換えた。上の呉檮漢訳を日本語

にして「ムラツ」とカタカナ表記にしたのはそ

れを写したいからだ。音だけからいえば似てい

る。しかし漢字がまったく異なる。その変更は

物語の舞台がフランスに設定されているところ

からくる。 

 フランス人だといいながら日本語の名前「村

津」にする。涙香は日本翻訳界の慣習に従いそ

ういう翻訳方法を採用した。涙香自身が別の作

品で次のように言っている。「此篇は西洋の原

書を訳す者なれども土地の名及び人の名等は読

む人の為め記臆し難ければ殊更らに我国の人名

及び地名に似寄りたる文字を用ゆる者とす」

（『有罪無罪』1888「凡例」） 

 しかし呉檮はそうは思わなかった。彼なりの

工夫として、フランス人風に見え聞こえるよう

に漢語音から漢字「穆粒珠」を当てたのだ。 

 呉檮の独特な固有名詞漢訳法はこれ以前の作

品にも使用されている。英人ブラック『車中の

毒針』を漢訳した『車中毒針』（1905）、漢

訳題名が同じの登張竹風日訳ズーダーマン原作

『賣国奴』（1905）、あるいは前出の涙香訳

『有罪無罪』を底本とした『寒桃記』（1906）

などだ。それらも日本風登場人物名を漢語音で

写している。 

 さて避暑地を説明して日本の大磯ではわかり

にくいと呉檮は判断したらしい。そのかわりに

持ち出したのが香港だ。しかし納涼、避暑とい

う点では合致しないだろう。あくまでも例えだ。

別荘地らしく見えればそれでかまわない。 

 主人公の青年が梅花郎（ばいくわらう）であ

る（下線は筆者）。 

 

【涙香】◎少年梅花郎
せうねんばいくわらう

 個は銘酒製造を以

て有名なるボルドーと云へる所の豪家の子

にして同じく此フエレツトの海濱に来たり

村津伯が別荘より程離し大旅館に逗留せり、

知る人の引合せにて村津伯の夜会に臨みし

事も有り又伯の二次小枝嬢と手を取りて踏

舞せし事も有り去れど此土地にて初めて逢

ひ知りたる者なれば極めて懇親の間柄と云

ふには非ず唯旅の道連とも云ふ可き位の交

際を為せるなり年齢は二十五歳なり 

【呉檮】少年裴克羅 豪家之子。生於醸造

菊酒著名之璞爾特。亦来遊菲麗徳海濱。寓

某大旅館。地距海濱。与伯爵別墅去海濱之

距離同。藉友人介紹於伯爵。間嘗臨伯爵所

開夜会。於紗棠両度褰裳舞踏。第属初交。

藉以消覊旅之閑愁。結他郷之膩語而已。年

二十五。 

 少年バイクワラウ 豪家の息子。菊花酒

を醸造して著名なボルドーに生まれ、同じ

くフエレツトの海濱に来て某大旅館に逗留

したが、そこは海辺より伯爵の別荘と同じ

くらいに離れている。友人に伯爵を紹介さ

れ伯爵が開催した夜会にも参加してサエダ

嬢と２度衣をとって踊ったことがあった。

交際し始めたばかりで旅のやるせなさを解

消するための他郷での親しい知り合いにす

ぎない。歳は25。 

 

 下線部分が次に示す雑誌初出と語句が異なる。 
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 ひとつの初出は「設有著名璞爾特造酒公司

（著名なボルドー酒造会社を設立し）」だった。

ボルドーを酒造会社の名前と誤解していたこと

になる。それを後に訂正した。ただし「菊酒

（菊花酒）」を追加した理由は不明。 

 次は「第交不甚摯（その交際はそれほど密と

いうわけではなく）」が初出であった。書き換

えてもほぼ同内容だ。 

 みっつめ。最初は「膩侶」としていたのを

「膩語」に変えた。涙香が薄い関係であると書

いたのに比較すれば「膩」の方はよほど濃くな

ってしまう。 

 くり返す。村津（むらつ）を穆粒珠に、梅花

郎（ばいくわらう）を裴克羅（peikeluo）と翻

訳すれば音だけは日本語に近い。しかも同時に

漢字の穆粒珠、裴克羅はフランス人らしい雰囲

気を醸しているといってもいい。少なくとも日

本人には見えない。 

 呉檮が用意周到なのは、村津小枝を穆粒珠紗

棠と漢訳した個所だ。小枝が梅花郎に救助を求

めるために送った手帳がある。その表面には

「ＳＭ」と記されている（71頁）。「さえだ・

むらつ」の頭文字にほかならない。現代漢語音

の紗棠と穆粒珠はそのまま「ＳＭ」になってい

る（47頁）。手抜かりはないのだった。 

 同じように他の人物も漢語音で翻訳した。一

覧表にする。 

 

涙 香  呉 檮 

                      

村津 むらつ 伯  穆粒珠伯爵 

初音 はつね 姉  花嬝 

小枝 さえだ 妹 ＳＭ 紗棠 

梅花郎 ばいくわらう 裴克羅 

蝉沢 せみざは  薛若華 

森川 もりかは 子爵 莫礼稼子爵 

小西 こにし 男爵  柯尼西男爵 

西村 にしむら 判事 倪星闌判事 

撫子 なでしこ 侍女 那茜 

長右衛門 ちやうゑもん 査爾蒙 

兵太郎 へいたらう 海忒労 

 のち「ひやうたらう」 

棗女 なつめ 侍女 那芝 

 

 涙香はフランスの地名についてカタカナを使

用する。日本での常用語「巴里（ぱりー）」に

は呉檮も「巴黎」を当てる。別の「ペリゴー」

には「貝梨哥」、「メシナク」は「梅西納克」

という具合だ。それはいい。ところが日本語の

町名を使った個所にわざわざ漢語音を当ててい

る。すなわち「春田町 はるたまち」（第28回

132頁）は「哈爾達 ha'erda 街」（第28章97

頁）である。 

 以上を見ればその延長上に原作者名を「雷科」

とした理由を推察することができる。 

 涙香（るいこう）を歴史的かな遣いで「るゐ

かう」と表記しても同じだ。「るい（るゐ）」

に「雷 lei」を、「こう（かう）」に「科 ke」

を当てた。音が似ている漢字を選択して「雷科」

は「涙香」そのものだ。涙香までもフランス人

にしたと考えれば興味深い。 

 「雷科」は涙香を示す呉檮の造語であるとい

うのが筆者の仮説である。 

 陳景韓漢訳に似たものがある。（意）波侖著、

冷（陳景韓）訳『新蝶夢』（1906）だ。マリ

ー・コレリ原作、黒岩涙香訳『白髪鬼』

（1894）の作中主人公「波漂、羅馬内（ハビ

ヨ、ローマナイ）」から引いてきて「波侖」と

した。似ているだけで涙香を明示したものでは

ない。参考までに述べた。 

 

７ 涙香訳と呉檮漢訳 

 会話からはじまる冒頭部分を見る。 

 

【涙香】茲は是れ仏国フエレツト岬の辺り

夏の日は早や既に波を照して海の果に入り

月さへ東に登らんとす今宵は山手の迎賓館

に於て村津伯の催ふせる夜会ありとて坂を

登り行く四五人の少年紳士あり登りながら



清末小説から(通訊）no.146／2022.7.1 

 9 

口々に語り動揺めく様は見るも楽しげなり 

甲「君は初音嬢の事ばかり言て居るけれど

彼れは駄目だゼ森川子爵と許婚に成て居る

から[」] 乙「ナニ許婚では無いのサ成る

程巴里に居る頃は互に想ひ想はれたと云ふ

ことだが此地へ来てからは時々我党の好男

子を垣間見るので何時か心が替つたのサ

[」] 第1回11頁 

【呉檮】月季夏。法蘭西属菲麗徳岬畔。斜

日襯波。已入海平線之下。涼月将自東升。

是夜穆粒珠伯爵。開夜会於迎賓館。少年四

五人。登邱坂而上。行行且語。甲曰。君言

花嬝事。又何益。渠固許嫁於莫礼稼子爵矣。

乙曰。何以言之。未許嫁也。惟居巴黎時。

両有所思耳。自来斯地。恒自紅杏牆頭。竊

窺我輩佳少年。其心匪石。毋乃已転乎。第

1章1頁 

 季節は夏。フランスはフエレツト岬のあ

たり、傾いた日は波に映え、すでに水平線

の下に入り、涼しげな月が東に昇ろうとす

る今宵はムラツ伯爵が迎賓館で夜会を開く

というので青年四五人が坂を登りながら語

っている。甲が言う。君はハツネ嬢のこと

を言うが、あれはだめだね。彼女はモリカ

ハ子爵と婚約しているから。乙が言う。な

んの、まだ婚約はしていない。パリにいた

時だけふたりは互いに想ってはいたが、こ

こへ来てからは美人が塀のなんとやらでい

つもわれら好青年を見るものだから、心石

にあらずとはいえ心変わりしたといわざる

をえないな。 

 

 見てのとおり涙香訳は句読点をほどこさない。

終わりカッコ（」）も使わないこともある（引

用文では補った）。涙香は地の文は古文で、会

話は口語でと書き分けている。呉檮はその全部

を文言で漢訳した。会話を示すカッコも使用せ

ずただ漢字の「曰」を用いるのも従来からの書

法である。 

 雑誌初出から書き換えた個所がある。初出で

は「少年四五人」部分を前に移動させていた。

甲の発言直前に「身境翛然。路人見之。亦為颯

颯移情（身辺は自由自在で道行く人がそれを見

ればざわざわと心情が変わってしまう）」があ

った。青年たちの振りまく雰囲気の良さを形容

した。これは涙香の「動揺めく様は見るも楽し

げなり」に相当する。漢訳初出は日本語を直訳

したが後の単行本ではそこを削除した。 

 涙香の書く、初音嬢が「垣間見る」とはこっ

そりとのぞき見ることをいう。のぞき見るは漢

訳の「竊窺」で十分だ。ところが呉檮は「紅杏

牆頭」と垣根、塀を出した。日本語の「垣」に

引きずられたとわかる。 

 もとには漢語の「紅杏出牆」がある。原義は

赤い杏が垣根越しになることをいう。転じて俗

説で女性の浮気を意味する。呉檮はそれに関連

させた。呉檮が日本語漢字に誘発されて違う方

向に漢訳することはときどき見られる。 

 「我心匪石」はいうまでもなく古典からの引

用。石は動く。しかし自分の心は石ではないか

ら動かないという意味だ。涙香が「心が替つた」

と表現すれば呉檮は反射的に「我心匪石」を連

想して加筆した。小さな変更だ。 

 呉檮は時に日本漢字に引きずられる類似の１

例を示す。森川子爵が梅花郎と決闘をすると聞

いた初音嬢の台詞だ。 

 

【涙香】初音嬢は驚きて「ナニ決闘｜夫は

了
いけ

ない梅花さんと決闘などすると聞かない

よ[」] 第20回93頁 

【呉檮】花嬝駭曰。決闘乎。是大不可。従

未聞有与裴克羅君決闘其人者。第20章66頁 

 ハツネは驚いて言った。決闘ですって。

絶対だめよ。バイクワラウさんと決闘する

ような人がいるとは聞いたことがないよ。 

 

 涙香の書く「聞かない」は「相手にしない」

から「許さない」という意味だ。「決闘するな」
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という命令形である。呉檮は「聞」だけを見て

日本語の意味を取り違えた。ついでながら「｜」

は「！」の代用だ。 

 例を挙げて細かな違いを説明した。呉檮の漢

訳作品で初出と後の版本のふたつを見ることが

できる例は多くない。この『棠花怨』はそのひ

とつだ。漢訳文を比較対照すれば呉檮が丁寧に

手を入れている事実がわかる*10。 

 

８ 物語の大筋 

 本書の主要人物は４名だ。カッコ内に漢訳名

を添える。 

 ボルドー出身で金持ちの息子梅花郎（裴克羅）

が主人公。彼の名前が涙香の書名になっている。

彼が愛する小枝（紗棠）は村津（穆粒珠）伯爵

の次女である。その異母姉の初音（花嬝）は梅

花郎を熱愛して脅迫することもいとわない。初

音には昔の恋人森川（莫礼稼）という放蕩で身

をもち崩した子爵が今もつきまとう。梅花郎を

目の敵にして何事にも対立する素行不良の悪漢

である。 

 小説冒頭に梅花郎の友人で蝉沢（薛若華）が

出てくる。冒頭の人名一覧に掲げられながら彼

はすぐに殺される。小さい役割のように思われ

る。ただし殺人事件で始まる物語の被害者だか

ら重要だということは可能かもしれない。いき

さつはこうだ。 

 村津伯爵との賭博で大金を勝ち取った蝉沢だ

った。彼は同じボルドー出身の友人梅花郎に道

で出会った。用事があるからとその金を梅花郎

に預ける。不用心だから梅花郎は見守るつもり

で後をつけると蝉沢は誰かに射殺された。犯人

らしきものが逃げたのを見て自分が所持するピ

ストルで撃ったが当たらない。結局のところ梅

花郎は殺人と追いはぎの犯人と疑われて取り調

べられることになる。友人の死体がある。金を

持っている。発射して硝煙が残るピストルを所

持している。梅花郎にとっては不利な証拠ばか

りだ。 

 友人から渡された金を持ってその後ろをつけ

ていく。一見すると不自然な設定だと思う。し

かしそこは涙香（あるいは原作者）なりに理由

を考えている。 

 

【涙香】蝉沢が其別荘の近辺へ行くと聞き

半は友達を気遣ふの心半は小枝嬢を思ふの

情素より今宵小枝嬢に逢れる事とは思はね

ど浮々と蝉沢に従ひ行けり。 第2回15頁 

【呉檮】私念今夕。紗棠既留別墅。比見薛

往。遂亦触縈繋紗棠之情。於是併私情公義

二者。窻窻踵薛行。第2章4頁 

 ひそかに思うに今宵サエダ嬢はすでに別

荘にいる。セミザハが行くのを見てサエダ

を思う気持ちが動いた。そこで私情と公義

を合わせて慌ただしくセミザハを追ってい

った。 

 

 「縈繋」は心配する、気にかけるという意味

だ。前後の文脈をみて上のように訳した。 

 「私情」とは小枝を思う気持ちを指す。「公

義」とは蝉沢を護衛することをいう。「窻窻」

の初出は「怱怱」だ。同じ意味の漢字を入れ替

えただけ。 

 知り合ったばかりだが恋しい小枝が別荘にい

る。彼女に会いたい梅花郎の気持ちが友人の後

をつけさせた。これはこれで説明になっている。 

 梅花郎は保釈中の間に身の潔白を証明しなけ

れば殺人犯人にされてしまう。犯人探索が本書

のひとつの主題である。もうひとつの主題は梅

花郎と小枝の恋愛だ。梅花郎に横恋慕する初音

がいる。悪漢森川子爵が絡んで事あるごとに梅

花郎と対立衝突する。 

 梅花郎がクラブの賭場で森川子爵の不正を暴

露しようとして決闘の約束をさせられる。猪狩

りに参加した梅花郎は森川に狙い撃ちされるが

弾は外れた。初音が画策して義理の妹小枝に森

川子爵を押し付けようとする。初音が森川子爵

をたきつけて小枝の寝込みを襲わせるのは小枝
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と梅花郎の間を割くためである。 

 さらに初音は梅花郎を小枝から奪うために小

枝の毒殺計画を進めた。 

 毒物を使用し親しい女性を殺そうとする。一

部がよく似た小説が漢訳されている。陳梅卿漢

訳クレイ『紅涙影』（1909。原作はバーサ・

Ｍ・クレイ BERTHA M. CLAY 著“A WOMAN'S 

TEMPTATION”）だ。 

 薬物を使用して親しい人物の命を脅かすとい

うのもある。包天笑漢訳『空谷蘭』（『時報』

1910-1911）である。底本は黒岩涙香訳『野の

花』で原作は同じくクレイ著“A WOMAN'S 

ERROR”だ。 

 乳姉妹、異母姉妹が女性同士でひとりの男を

取り合うという設定は大衆小説では定石のひと

つだろう。漢訳３例だけではなくほかにもある

と思う。 

 最初は父親を含めて周囲の者は小枝が病気に

かかったと思った。頭痛と不眠で衰弱していく。

医者に見せても原因がわからない。村津伯爵は

話す。 

 

【涙香】何でも其徴候から云ふ時は何とか

云ふ一種の毒薬で以て徐々殺される病人と

同じ事だと云ふけれど夫は何ふも信じられ

ぬ真逆小枝に毒薬を呑せる者が有る筈も無

く又小枝が自分で毒薬を呑む筈は猶ほ更ら

無し拙者も実は途方に呉れて居る｜」 第

27回130頁 

【呉檮】第謂察其徴候。竟与彼為毒薬所中。

除徐殗斃者相同。然吾殊不信。紗棠詎有被

中毒薬之理乎。若渠自服。尤理之必無。老

夫於此。実為之迷惑千万。…… 94頁 

 その徴候を見れば毒薬にあたって徐々に

死んでいくのと同じだと言うのだが、拙者

にはどうも信じられない。サエダが毒薬を

もられるわけがあろうか。自分で飲むとい

う理由はなおさらない。拙者はここで実は

途方にくれている…… 

 

 呉檮はほぼ涙香の日本語を直訳している。 

 初音の計略に気づいたのは森川子爵だ。 

 

【涙香】森川心の裏に頷首きアヽ初音嬢の

巧みは分りたり嬢は妹を毒害し猶ほ其上に

父を迄も毒薬にて殺さんとする者なり去れ

ば今の中に父の心を言くるめ小枝に梅花郎

を撰ばせて彼れを婿夫の如く我家に引附け

置き其婚礼の済まざる中に父と妹を亡き者

とし梅花郎を己が手に入れんとする恐ろし

き計略に極まれり 第27回131頁 

【呉檮】乃頻頻点首。心服花嬝巧計不置。

念彼既謀殺其妹。又毒害其父故。故撮合裴

紗。使為夫婦。然不及婚期。其父与妹。必

偕死亡。乃安然引裴附己。此計誠可驚怖。

第27章96頁 

 （モリカハは）しきりにうなずきハツネ

の巧妙なたくらみに感心してやまなかった。

その妹を殺害しさらにその父も毒殺しよう

という考えなのだ。バイクワラウとサエダ

の仲をとりもち夫婦にさせる。しかし婚期

にいたらないうちにその父と妹のふたりと

も亡き者にし、バイクワラウを無事に我が

物にするというこの計略は実にびっくりす

るほど恐ろしい。 

 

 呉檮の漢訳は涙香の下線部分を省略した。だ

が大筋をそのまま把握しているといっていい。 

 初音のたくらみは森川子爵にすっかり気づか

れてしまった。では一方の梅花郎はどうしてい

たか。パリに来たものの小枝は病気で引きこも

っていて会えない。そうこうするうち小枝の侍

女撫子から手紙がもたらされた。今夜、小枝に

危機がおとずれるという。梅花郎が屋敷に急行

しようとしたところに初音が登場する。彼女の

長い愛情告白、拒否されて脅迫話に転じる。大

衆恋愛小説ではよくあることだ。核心に到達す

る直前の一休止である。 
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 初音が所持する毒薬の入手先は侍女の棗女だ

った。毒薬で富を築いたスペイン人医者の娘で

ある。初音は密かにその毒薬を小枝に投与して

いた。梅花郎に拒絶された初音は今夜一気に小

枝を殺害する決心をした。 

 

【涙香】今までは唯だ医師に見破らるヽを

恐れ弱き毒薬にて徐々と殺す事を計みたれ

ど今宵は其手便を変へ一呑にて命を絶つ可

き最強き毒薬を瓶に入れ之を隠し持ちて小

枝が寝間へと忍び入りしに小枝は先程呑た

る水薬の内に棗女が混ぜ置きたる阿片丁幾
ね む り ぐ す り

の効験にて前後も知らず眠れるにぞ初音は

仕済したりと其寝台に身を寄せて暫し寝息

を伺ひしが独りニツコと頷首きて衣嚢より

彼の小瓶を取出し一滴も外へは溢れぬ様に

と先ず硝燈の心を掻立て小枝が顔の上に俯

伏し掛り左りの手にて瓶の口を抜き右の手

に其瓶を持ち小枝が口へと差附けたり差附

けながらも其手先の震へる景色さへなきは

女に似気なき其度胸の逞ましきを知る可し

アヽ小枝が命は今瞬きする間をも保ち難し

此毒薬を一口呑まば息を継ぐ暇も無く声も

得出さで死了る可し危しと云ふも仲々なり 

第33回157-158頁 

【呉檮】顧前此猶慮為医士所破。先以性緩

之薬。除徐殺之。今夜則又改変。以最猛烈

之毒薬。隠蔵於懐。俾紗棠一咽。立時殞命。

万不及救。比入紗棠室。紗棠猶沈睡不醒。

蓋適所飲薬水中。有那芝混入之鴉片質料。

故昏酔不知人。花嬝見之竊喜。近榻畔。暫

候鼻息。独自領首微笑。於衣嚢中取出小罇。

先旋転燈炬。使増光明。僂身俯首。就紗棠

枕畔。以左手抜罇口之楔。右手持罇。送至

紗棠口際。絶無張皇戦慄之色。尋常男子。

猶無其平心静気。嗚呼。紗棠一命。繋於一

刹那間。第33章116-117頁 

 今までは医師に見破られることを恐れて、

まず弱い薬で徐々に殺そうと考えていた。

今夜はそれを変えて最も猛烈な毒薬を懐に

隠しサエダに飲ませれば瞬時にして命を奪

い万が一にも救われることはない。サエダ

の部屋にするりと入るとサエダはなお熟睡

している。ちょうど飲んだ薬水の中にナツ

メがアヘン成分を混入させたから前後も知

らず意識がないのだ。ハツネはそれを見て

密かに喜びベッドわきに近づくとしばらく

寝息をうかがっていたが、ひとりニッコリ

頷くと衣嚢より小さな容器を取り出して、

さきにランプの芯を回し出し明かりを強く

し、身をかがめてうなだれサエダの枕元で

左手にて容器の栓を抜き右手で容器を持ち

サエダの口のあたりへと差し向けた。慌て

たり震える様子もない。普通の男性でも平

静でいられるものはいない。アア、サエダ

の一命はその一瞬にかかっている。 

 

 涙香の下線部分を省いた。それ以外は直訳と

いってもいいだろう。 

 「仕済し」とは、うまくやってのける、成功

する、という意味。呉檮はその結果を重視して

「見之竊喜（それを見て密かに喜び）」にした。 

 「ねむりぐすり」とルビをふった「阿片丁幾」

の「丁幾」はチンキ（tincture）のこと。言い

直せば「アヘンチンキ tincture of opium」だ。

アヘンを主成分とした麻酔薬だから睡眠作用が

ある。呉檮が漢訳して「鴉片質料」としたのは

それで間違いはない。イギリスでは医療用に使

用された歴史がある。前述した包天笑漢訳クレ

イの『空谷蘭』にも重要な場面でそれが使用さ

れている。 

 筆者が思うに「女に似気なき其度胸の逞まし

き」以下は涙香自身による説明だ。ただの描写

から離れて読者の興味を掻き立てるための加筆

に見える。英文原作にはたぶん存在しないので

はなかろうか。原作が判明すればわかるだろう。 

 小枝の命が危機に瀕している。その毒薬投与

の現場を押さえて妨害し小枝を救ったのは忠実



清末小説から(通訊）no.146／2022.7.1 

 13

な侍女撫子だった。撫子は小枝に与えられた薬

を化学師に分析してもらっていた。「アルセニ

ック」（159頁）という毒薬の分子を含んでい

るとすでにわかっている。用意周到な下女であ

る。呉檮はその毒薬を「一種毒質」（118頁）

と簡単に漢訳した。 

 涙香は流れるような日本語を使用して動きの

ある場面を活写している。呉檮がそれを十分に

受け止めて全体を把握しているのは確かなこと

だ。 

 それにしても侍女撫子の活躍には目を見張る。

初音の悪事をひとりで阻止し、そればかりか物

的証拠を用意して事実をあばいてしまう。庶民

の侍女撫子が金持ちで悪女の伯爵令嬢初音を恐

れずに堂々と対立するのだ。その上で大勝利す

る。侍女撫子はこの場面においては女性主人公

である。 

 初音は最初居丈高に犯行を否定した。証拠の

手紙を認めざるをえなくなるとそれを５千円で

買い取りたいと懐柔に転じる。侍女撫子は応じ

るように見せかけ逆に初音にアメリカ行きを命

じて交渉は決裂だ。外で合図を待つ許婚者兵太

郎に知らせようと窓に近寄る侍女撫子。それを

阻止する初音。ふたりの小競り合いになる。 

 

【涙香】此方は推留め推留らるゝを振払ひ

行んとする遣じと争さふ推しつ推されつす

るうちに初音は長き裳を踏み仆れんと蹌踉

くにぞ撫子其隙を得て早くも彼の毒薬を奪

ひ取らんとするに此時早く彼の時遅し初音

は逃れぬ所と知り忽ち其小瓶を我口に當て

餘滴をも残さず唯一息にグイと呑干したれ

ば何かは堪る事の有る可き没剤の効め誤た

ず夥だしき血を吐いて其儘仰向様に仆れた

り是れ毒々しき初音嬢が終なり倒れし儘に

て死果たり 168頁 

【呉檮】而花嬝挽阻之。互相扭結。不得釈。

顧花嬝裳縁甚修。下垂貼地。忽絆足。踉蹌

仆於几傍。那茜乗隙。欲奪其薬。而花嬝知

万無可逃。突以小罇當其口。格然一声。盡

呑入腹。一滴無餘。是薬伝流性之猛速。誠

有如花嬝所云者。那茜急俯身欲劫之。則見

花嬝。頃刻嘔血数升。手足鼓蹈跳動者。再

仰天而気絶矣。126頁 

 ハツネは引き止め互いにつかみ合って放

すわけもなく、ハツネの衣裳の裾が長く地

面に垂れていたのでふと足を取られて机の

そばでよろめき倒れるとナデシコはその隙

に薬を奪い取ろうとした。ハツネは逃れる

ことはできないと知るや突然小容器を口に

当てるとグイと飲み干して一滴も残さなか

った。薬は猛烈に速く流れ込み、まことに

ハツネが言うとおりのものだ。ナデシコは

急いで身をかがめ薬を奪おうとしたが、ハ

ツネはまたたくまにおびただしい血を吐き、

手足をバタバタさせ仰向けになって息が絶

えた。 

 

 涙香は「没剤（もつざい）」とする。「没薬」

のことか。こちらは植物から取れるゴム樹脂を

集めたもの。各種毒薬を入手所有していた初音

だ。そのうちの毒素最強の「没剤」を指すと考

えておく。 

 呉檮は「没剤」は使わなかった。浸透速度に

変えて原文を写している。簡潔な漢訳になって

いるといえいる。なによりも誤訳というべき個

所は見当たらない。 

 この数回は梅花郎を差し置いて侍女撫子の活

躍が目立つ。一方の梅花郎には主人公としての

役割が最後部分に用意してある。梅花郎と森川

子爵の決闘である。ふたりは海の中洲で銃を撃

ち合い森川子爵は底なし穴（泥井戸187頁／泥

井141頁）にはまり込んで自滅する。 

 

９ 回数の違い――涙香41回と呉檮40章 

 涙香日訳は41回ある。呉檮漢訳の40章とは

１回分の違いが生じている。漢訳ではどこかを

省略したのだろうかと不審に感じるところだ。 
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 涙香第36回は呉檮の第36章に当たる。梅花

郎と森川子爵が決闘をする手順の相談をする場

面だ。その呉檮第36章の最後部分に涙香第37

回を少量（呉檮漢訳約10行分）繰り込んだ。以

下同様に少しずつ内容を移動させている。呉檮

漢訳第37章には涙香第38回の漢訳換算して約

17行分を、同じく漢訳第38章に約42行を動か

した。それで涙香第40回が呉檮漢訳第39章に

重なったというわけ。涙香日訳の１回分を削除

したのではない。呉檮は41章ではなく切りのい

い40章にしたかったらしい。 

 涙香第41回が呉檮第40章に重なっている。

死を目前にした松脂取長右衛門（ちやうゑもん

／採琥珀之査爾蒙）が殺人事件の真相を告白し

て物語は大団円をむかえた。 

 貴族富豪の上流階級の人々を中心として殺人、

恋愛、賭け事、狩猟、決闘、毒殺計画などがあ

やなしてうごめく。庶民の侍女撫子が殺人事件

の解明に大きく貢献しているのが興味深いとこ

ろだ。大衆小説のひとつだとわかる。これくら

いの作品であれば清末民初に演劇関係者が目を

つけるのが当然ではないか。演劇化、映画化の

原作に使われてもよさそうに思う。気がつかな

いのは筆者だけなのかもしれない。 

 

10 おわりに 

 以上の呉檮漢訳を読んで思う。彼の特徴は原

文に忠実であろうとしているところにある。 

 ロシア小説（チェーホフ、レールモントフ、

ゴーリキー）、ル・キュー、ドイル、モーパッ

サン、尾崎紅葉、広津柳浪、英人ブラック、押

川春浪の少年少女向けに書かれた冒険小説など

分野を問わない。清末民初の漢訳者、たとえば

包天笑、陳景韓らが自由勝手に翻訳したのと比

較してしまう。彼らは翻訳といいながら日本語

作品を利用して自分の創作をすることがある。

それらとは基本的に異なる。 

 呉檮漢訳の一部に加筆、書き換え、誤解があ

るが全体を見れば底本の大筋を外していない。

その真摯な翻訳姿勢は当時としては際立ってい

る。 

 本『棠花怨』もそれらのひとつである。ただ

し漢訳『賣国奴』において呉檮が実行した不必

要な加筆については別稿で述べる。     

 

 

【注】 

１）阿英編「晩清小説目」『晩清戯曲小説目』上海

文藝聯合出版社1954.8／増補版 古典文学出版社

1957.9／北京・中華書局1959.5 

２）２作品について作者の記述変化を示す。樽目録

は『清末民初小説目録』のこと。 

          博浪椎   棠花怨 

樽目録初 版1988 天涯芳草  呉檮 

 ―― 第２版1997 天涯芳草  呉檮 

 ―― 第３版2002 天涯芳草／注1 呉檮 
注1 原本に自注して呉檮2009.4←王中秀ら著作に

よったもの。この時点で「博浪椎」の底本は不明 

 ―― 第４版2011 天涯芳草（呉檮）／注2 呉檮／注3 
注2（王中秀ら76頁）天涯芳草館主呉檮（王中秀ら

88頁）海陽天涯芳草館主人呉君亶中 
注3（Xilao LI）黒岩涙香『梅花郎』明進堂1890←

『棠花怨』の底本が指摘された 

 ―― 第５版2013 同 上 

 ―― 第６版2014 同 上 

 ★陳大康『中国近代小説編年史』１、

2014.1。4-5頁。中国天涯芳草館主海陽呉

檮亶中←「博浪椎」と『棠花怨』が同一

作品だと指摘された 

★ [付日265] 2015.1。雑誌第2期、本文

写真あり。「棠花怨」，原訳名「博雅
マ マ

椎」。角書不記 

 ―― 第７版2015 天涯芳草（呉檮）／注4 中 国

天涯芳草館主海陽呉檮亶中／注5 

 注4（黒岩）涙香小史訳述『梅花郎』明進

堂1890.1.15 

 注5（黒岩）涙香小史訳述『梅花郎』明進

堂1890.1.15←『棠花怨』の底本が確認さ

れた 

 ―― 第８版2016 以降第13版2021 まで同じ 
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３）王中秀、茅子良、陳輝『近現代金石書画家潤例』

上海画報出版社2004.7／2005.9第2次印刷 

４）論文初出は2009年。今、樽本「書家としての呉

檮」『清末翻訳小説論集（増補版)』清末小説研

究会2017.1.15 電字版所収 

５）陳大康『中国近代小説編年史』全６冊 北京・

人民文学出版社2014.1。4-5頁 

６）付建舟『清末民初小説版本経眼録・日語小説巻』

北京・中国致公出版社2015.1。略号は［付日］ 

７）章題を示す。 

     博浪椎   棠花怨 

第１章 與金 授金 

第２章 遘狙 狙撃 

第３章 緹拘  〃 

第４章 詰婢  〃 

第５章 閨度  〃 

第６章 室闘  〃 

第７章 検証  〃 

第８章 姉訴  〃 

第９章 抉隠  〃 

第10章 判臨  〃 

第11章  野遘 

第12章  訪査 

第13章  道聴 

第14章  情絮 

第15章  書召 

第16章  博嫌 

第17章  諌闘 

第18章  獵圍 

第19章  塗説 

第20章  伏刺 

第21章  洩謀 

第22章  夜会 

第23章  闖閨 

第24章  慫嫁 

第25章  趣別 

第26章  窺園 

第27章  譖婢 

第28章  評案 

第29章  乞援 

第30章  車紿 

第31章  情敵 

第32章  覰病 

第33章  下酖 

第34章  敗奸 

第35章  仰薬 

第36章  誘敵 

第37章  尋盟 

第38章  島闘 

第39章  泥瘞 

第40章  罪懺 

８）「致謝朱勤甫書／鄙人趍訳是書至半忽遘小極而

発行者貽書敦趣不獲延擱故第十七章由僕口述而要

朱君勤甫為之筆訳其自十八章以下訂正之役亦多仗

朱君襄助之労不敢湮没特誌数語藉伸謝悃 戊申端

陽亶中謹識」。朱勤甫は未詳。第17章は呉檮口

述を朱勤甫が筆記したという。 

９）芦辺拓・有栖川有栖・小森健太朗・二階堂黎人

編著『本格ミステリーを語ろう！［海外篇］』株

式会社原書房1999.3.4 

10）小さな書き換えを指摘する。蝉沢が所持してい

た金貨だ。涙香「金貨が二百圓ばかり」（36頁）

を初出では「実幣二百圓」（18頁）と直訳した。

後にそれを「金幣二百磅」（20頁）に変更する。

せっかく変更して「磅（ポンド）」ではイギリス

になってしまう。変えるとすればフランスだから

「法郎（フラン）」が適切だったのにと惜しむ。 

 長右衛門の仕事「松脂獵（まつやにとり）」

（45頁）を「獵琥珀（コハクとり）」（27頁）

に変更する。 

 書き換えではなく呉檮の独自例も挙げる。「梅

花さん」（41頁）と呼ぶ。呉檮は「さん」にわ

ざわざ「密斯忒（Mister ミスター）」（23頁）

を当てた。「密斯忒裴克羅」だ。漢語ならば「先

生」あるいは「君」ですむ。いかにも外国原作の

ように合わせているのも呉檮の工夫だ。しかしフ

ランスなのだからここは「monsieur ムッシュー」

だろう。そこまでは思いつかなかったようだ。 

 

 

清末小説研究会 http://shinmatsu.main.jp 
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呉檮漢訳ガボリオ『寒桃記』 

――黒岩涙香訳『有罪無罪』 

 

樽 本 照 雄 

 

 

                   

 

１ ガボリオ本と涙香訳 

 フランスの作家エミール・ガボリオ（ÉMILE 

GABORIAU、1832-73）作“LA CORDE AU 

COU”（1873。project gutenberg 所収）があ

る。原題の意味は「首の縄 ROPE AROUND 

HIS NECK」。それの英訳本を黒岩涙香が翻訳

して『有罪無罪』34章(魁真楼書店1889.11.5)*1

になった。「仏蘭西小説」と表記する。しかし

涙香本には原作者名、原作品ともに記述がない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改刻初版 奥付 表紙 

 

 日本において涙香本の底本探索には長い歴史

がある。 

 以前の指摘を簡単に示すと次のとおり（年代

順）。 

 

流水1902：「有罪無罪」作者ガブリユー*2 

柳田1935：『有罪無罪』、エミイル・ガボリ

オー『伯爵の秘密』、一名『命からがら』

Within An Inch of His Life*3 

涙香目録1962：Emile Gaboriau（仏1832-

1872）（仏蘭西小説）有罪無罪 La Corde 

au Cou（1873）英訳 Within an Inch of 

His Life. *4 

伊藤1979：原作は、エミイル・ガボリオー

の『首の縄』(Within an Inch of His Life)*5 

 

 以上のとおり。早くからガボリオ作品とその

英訳題名が指摘してある。涙香が使用した底本

は英訳“WITHIN AN INCH OF HIS LIFE

（死ぬ一歩手前まで）”（1874）で確定してい

るようだ。底本はすでに判明していると考えて

話を進めることもできる。 

 しかしここで中村忠行の論文を外すわけには

いかない。 

 

２ 英訳３種類 

 中村が漢訳涙香についてまとめて書いている。

その中で呉檮漢訳『寒桃記』に言及する。注目

するのは涙香が使用した可能性のある英訳本を

３種類あげていることだ。 

 中村忠行「（ロ）涙香物の重訳」（1980）*6よ

り抜き出す。呉檮漢訳『寒桃記』が涙香訳『有

罪無罪』を使用したことを踏まえる。英訳本を

３種あげてつぎのとおり（仮番号、書名訳と収

蔵情報を追加した）。 

 

①“IN PERIL OF HIS LIFE（命の危機に

さらされて）”LONDON, VIZETELLY & 

CO. 1882[2D ED] （ GABORIAU'S 

SENSATIONAL NOVELS Ⅰ） 

／1884。hathi trust 所収／NEW YORK: 

THE PEARSON PUBLISHING CO. 
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(1900)。open library 所収 

②“IN DEADLY PERIL（死の危険にさら

されて）”TR. BY SIR. G. CAMPBELL, 

LONDON , WARD, LOCK & CO. 1888 

／架蔵は刊年不記 

③“WITHIN AN INCH OF HIS LIFE

（死ぬ一歩手前まで）”LONDON, G. 

ROUTLEDGE & SONS, 1888 

／BOSTON: JAMES R. OSGOOD AND 

COMPANY, 1874 。 hathi trust 所収／

NEW YORK: CHARIES SCRIBNER'S 

SONS, 1913。project gutenberg 所収、

open library 所収 

 

 以上の３件の中で中村が底本だと推測するの

は上の①だ。「私案としては“In Peril of his 

life”（Gaboriau's sensational novels Ⅰ）に見

当をつけてゐるけれども」（49頁） 

 資料が不足する時代にその文章は書かれた。

だから「見当をつけてゐる」という表現になっ

た。３種類も英訳が出ていることはそれほど広

く知られてはいないだろう。前述の諸文献には

出てこないからである。だからこそ無視はでき

ない。 

 中村は英文書物を調査するばあいに２次資料

を使用していた。ALLEN J. HUBIN“THE 

BIBLIOGRAPHY OF CRIME FICTION 1749-

1975”（PULISHER'S INC. 1979）、あるいは

英国図書館目録、米国議会図書館目録などだ。 

 前者  HUBIN 目録には以下のようにある

（p.160。比較するため順序を入れ替えた）。 

 

① IN PERIL OF HIS LIFE. LOWELL, 

1883 

②IN DEADLY PERIL. WARD, 1888. 

③ WITHIN AN INCH OF HIS LIFE. 

OSGOOD, 1874; ROUTLEDGE, 1888 

 

 中村の提示する刊年がこれとは微妙に異なる。

別の２次資料によったらしい。 

 一般に言われる③“WITHIN AN INCH OF 

HIS LIFE”以外に①と②の英訳本２種類があ

るのは重要だ。 

 本稿は底本とされている英訳本を検討するこ

とからはじめる。 

 

３ 涙香訳の英訳底本――錦（ニシア）の謎 

 上記英訳３種を見て最もわかりやすいのは人

名の違いだ。人名が原作とその英訳で異なるの

はおかしいと思うだろう。しかしそれが実在す

る。 

 本書の中心人物は３名いる。男性ひとりに女

性がふたり。簡単にいえば三角関係だ。女性の

ひとりは夫が伯爵だ。それを数えれば四角関係

でもある。 

 本書の主人公星川武保が放火と殺人未遂の罪

に問われる。涙香は英訳にもとづき「姓ホース

カーラン、名ヂヤケヤス」と書いている。その

英訳とガボリオ原作は同じく  Jacques de 

Boiscoran ボイスコラ ン だ。普通に見て

「Boiscoran ボイスコラン」から「ホースカー

ラン」は少し強引だと思う。涙香独自の表記法

といえる。そこからの連想で日本名は星川とな

ったらしい。 

 星川の愛人が伯爵夫人ハホイス、日本名を梅

姿（ばいし）という。もとは Geneviève で英

訳も Genevieve ジェネヴィエーヴだ。伯爵夫

人は countess であってハホイスとはもとから

品詞も違う。ハホイスの由来は不明。 

 星川の婚約者が「ニシア 錦」である。この

呼称が底本確定の決め手になる。 

 ガボリオ原作は Denise デニスだ。英訳２種

も同様デニス。ところが涙香の手になると「ニ

シア」になっている。ニシアを日本名の「錦」

にした。そこはいい。だがもとはデニスなのだ。

デニスとニシアでは一致しない。不思議に思う

のが普通だろう。 

 ところが英訳のひとつに涙香「ニシア」の根
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拠がある。③“WITHIN AN INCH OF HIS 

LIFE”のみは Dionysia ディオニシアと表記

する。涙香は名前後半のニシアだけを切り取っ

た。（文末に「人名対照表」を掲げる） 

 以 上 に よ って 涙香 が 使 用 し た 底 本 は

“WITHIN AN INCH OF HIS LIFE”である

ことをあらためて確認した。 

 

４ 涙香本の主題 

 本文に入るまえに本書の主題について説明し

ておく。 

 （中江）兆民居士「有罪無罪序」がある。人

を有罪にするためには確かな証拠が必要だ。兆

民は本書をそのように読んだ。だから「苟も法

を学び律を講するのもの一読せは必す得る所あ

らん」と記す。有罪無罪の原理を知るにはこの

涙香訳を読めば理解しやすいという。 

 また涙香自身も「凡例」において解説する

（ルビ省略。以下同じ）。 

 

此篇は或る犯罪の露見より説起し其原因を

尋ね其罪を糺すまでの事を記したる者なれ

ば則ち西洋にて探偵小説（デテクチウ、ス

トーリー）と称する者の類なり其主意は唯

だ人間裁判の難き事を示し法律家が濫りに

法律を使用して輙（たやす）く人の罪を定

んとするの非なるを知らしむるに在るなり、

法律家の証據と見做す者未だ必ずしも証據

なりと云ふ可らず軽々しく証據を信じて無

罪の人を罪とするが如きは往々有り勝の事

なれば此書を読む者若し自ら省みて法律の

苟くも適用す可らず人の罪の苟し
ママ

くも判決

す可からざる事を知らば訳者の幸ひ何者か

之に過ぎん 2-3頁 

 

 「証據」といっても絶対的なものではない。

真相を示す証拠と偽りの証拠がある。そのふた

つを厳密に見極めることが必要だという趣旨だ。

作品では弁護人と予審判事が証拠をめぐって水

面下の戦いをくり広げる。その結果フランスで

話題の裁判になる。 

 事件は放火と殺人未遂から始まった。黒戸ク

ロデウス（克洛図）伯爵の別荘が火事になり伯

爵は射撃された。物的証拠はもとから少ない。

散弾実包が残されているくらいだ。そこで人の

証言をどう組み立てるかに比重がおかれる。証

言が正しいとしてもそれが事件に直接関係する

とは限らない。 

 目撃者証言が複数あり地方名家の子息星川が

拘引される。弁護人はパリの探偵棟田トー、ダ

ー（杜達）を雇い証拠を収集させる。その探偵

が園芸好きというのが用意された細かな設定だ。

探偵は果樹園つき別荘を捜査してそこが彼の気

に入る（この伏線は物語の最後に回収される）。

内情を知る人物を探してフランスからイギリス

まで捜査範囲は広がる。牢獄にいる容疑者星川

と許嫁錦嬢が手紙を交換するのに暗号を使用す

る（後述）。星川と黒戸伯爵夫人には秘密の関

係があった。それを知った伯爵は報復のために

星川が犯人だと証言した。その結果、懲役20年

の有罪判決が出る。星川側はただちに不服を言

い立てた。星川の無罪を証言する新しい証人を

探しあてたばかりか、探偵棟田が努力の末に真

犯人を突き止めた。黒戸伯爵は死ぬ前に嘘の証

言をしたことを懺悔状に残す。こうして星川は

放免され錦嬢と結婚する。以上が大筋だ。 

 小説の地理的規模はかなり広い。また多数の

人間が登場してその関係が複雑に交差している。

犯罪、恋愛、愛人、暗号、探偵、変装、裁判な

どの要素を総合した大衆小説である。今読んで

も面白い。 

 つぎに呉檮漢訳を紹介する。 

 

５ 涙香『有罪無罪』から呉檮『寒桃記』へ 

 （日）黒岩涙香原著、銭塘呉檮訳述『（偵探

小説）寒桃記』32回 巻上下 2冊 は商務印書

館の説部叢書に収録されている。元版と後刷り

の初集本だ。「原著」と表記するが「訳」とす
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るのが正確である。とはいいながら前述のとお

り涙香本には原作者ガボリオの名前がない。呉

檮が涙香「原著」と示すのはやむを得ないだろ

う。現在の知識をもとにして「原著」は間違い

だと批判するのはやりすぎだ。涙香日訳あるい

は清末翻訳界の実情を知ればそこまで言うこと

はできない。 

 元版の第四集第一編は、上海・中国商務印書

館、光緒三十二（1906）年二月首版だ。 

 その元版下冊が実藤文庫に収蔵される。集編

番号の「第四集第一編」を●で塗りつぶしてあ

る。これ以外に見たことがない。どうしてそう

なっているのか理由は不明。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 のちに初集第31編に編入された。上海・商務

印書館 丙午（1906）二月／1913.12四版／

1914.4再版などである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 興味深いのは『寒桃記』の底本が涙香訳『有

罪無罪』だと判明した過程だ。書名を見る限り

両者はなんの関係もない。 

 呉檮漢訳の題名が日本語作品と類似していれ

ば底本も想像できる。たとえば尾崎紅葉著、呉

檮『寒牡丹』（商務印書館1906）がある。そこ

から長田忠一、尾崎徳太郎『寒牡丹』（春陽堂

1901）を探すのは容易だ。あるいは（英）勃

拉錫克著、呉檮訳『車中毒針』（商務印書館

1905）ならば英人ブラック演述、今村次郎速

記『車中の毒針』（三友社1891）だと推測が可

能である。 

 呉檮漢訳に注目する研究者は多くない。題名

の離れた日本語底本を特定することはそれほど

簡単ではないことも周知のことだろう。 

 前述中村論文が涙香『有罪無罪』に言及した

のは1980年だった。それより先に指摘した人

がいるかと調べた。 

 近いと思われる文献を示し関係部分を抜き出

す（公表年を示す）。 

 

1976 [中島76B-80] 黒岩涙香原作といわれ

るが未詳*7。 

1979 [晩史注14-57] 黒岩涙香（一八六二～

一九二〇）訳『仏蘭西小史 有罪無罪』

（一八八九）の重訳*8。 

1980 [中日870.043] 角書不記、Within an 

inch of his life、上海ﾏﾏ商務 1906（光緒32） 

2冊 19公分（説部叢書）；日訳本名為『有

罪無罪』（1889年）；（実588・存巻下）*9 

 

 原作「未詳」と書いた中島を引用したのは次

の『晩清小説史』訳注があるからだ。未詳から

一転してこちらには涙香訳『有罪無罪』をはじ

めて明記した。もうひとつの『中国訳日本書綜

合目録』には英訳題名を記述しているのが新し

い。つまり中村論文を含めて各自が独立して呉

檮漢訳の底本を探索していたのだと思う。それ

がほとんど同時期（1979年と1980年）に公表
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されたということだ。 

 先行文献の蓄積を統合して樽目録がある。初

版（1988）から『寒桃記』の定本は『有罪無

罪』であることに加えて英訳題名を添えて注記

している。 

 

６ 呉檮漢訳『寒桃記』について 

 呉檮が涙香『有罪無罪』を漢訳書名の『寒桃

記』に変更した理由は本書の最後に明らかにな

る（後述）。彼は涙香訳にある兆民序も凡例も

省略した。 

 本文冒頭を比較対照する（下線は筆者。以下

同じ）。それぞれの違いが明瞭だ。 

 

【英訳】FIRST PART―FIRE AT VALPINSON 

  These were the facts: ― 

  I. 

  In the night from the 22nd to the 23rd of 

June, 1871, towards one o'clock in the 

morning, the Paris suburb of Sauveterre, 

the principal and most densely populated 

suburb of that pretty town, was startled 

by the furious gallop of a horse on its ill-

paved streets. 

  A number of peaceful citizens rushed to 

the windows. p.5 

第１部――ヴァルピンソンの火事 

 事実は次の通りである。 

 I. 

  1871年６月22日から23日にかけての夜、

午前１時頃、パリ郊外の主要で最も人口密

度の高い美しい町のソーヴェテールでは舗

装されていない道を走る馬の猛烈な疾走に

驚かされた。 

 多くのおとなしい市民は窓に駆け寄った。 

【涙香】〇区長仙田長礼（原名。センデス、

チヨール）〇貴族黒戸伯（原名。クロデウ

ス）○警察長富地（原名。トーミジヨン）

○豫審判事軽簑（原名。ガルピン）○地名

沢部町（原名。サルベチユア）○春辺村

（原名。バルピンソン） 

千八百七十年とは吾国の明治三年に當る歳

にして則ち仏国が独逸の兵に攻られ巴里の

都をまでも攻落されたる時なり此翌年と云

へば我明治四年の事なる可し七月二十二日

の夜十二時も過ぎ孰れの家も寝鎮まりたる

頃無整（はだか）馬に打乗り此町を矢の如

く馳せ行く一人の農夫あり其蹄の音静なる

町の甃石（しきいし）を踏鳴して物凄く響

きたれば眠れる人々も目を覚し時ならぬ此

の足音何事なるかと店の窓より首を出し見

るに 1頁 

 

 涙香は原作の部題「ヴァルピンソンの火事」

を翻訳していない。また「These were the 

facts: ―（事実は次の通りである）」も不必要

だと判断したようだ。 

 涙香は地名と登場人物の名前を本書の各所に

記述している。上の下線をほどこした「〇区長

仙田長礼（原名、センデス、チヨール）……」

という具合だ。本書ではそのようになっている。

涙香の工夫である。 

 ガボリオ原作英訳と涙香訳を比較すれば、涙

香は本文下線部分を加筆したことがわかる。

1871年のことを言う前に明治３年云々を付け

足した。西洋暦では読者が理解しにくい。

1870年は普仏戦争だ。涙香は勝手に普仏戦争

を冒頭に掲げたのではない。根拠がある。主人

公が志願兵として参加し負傷したことがあると

本文に述べられている（68頁／上68頁。涙香

／呉檮の順）。 

 英訳の６月を７月に書き換える。馬に乗った

のが農夫だというのは、英訳では後ろに説明さ

れる。それを前に移動させた。「 ill-paved 

streets（舗装されていない道）」を「町の甃石

（しきいし）」と訳したのは原文から離れる。 

 細かな加筆と違いはある。ただ全体からいえ

ば涙香は英訳の原意を把握して自分なりの表現



清末小説から(通訊）no.146／2022.7.1 

 21 

に直しているといえる。 

 呉檮漢訳を引用する（傍線省略。以下同じ）。

回目「克伯爵火裏遭槍 沈巡官村中勘案（克洛

図クロデウス伯爵は火中で銃撃され 沈岱士セ

ンデス巡検官は村中で事件の調査をする）」を

作った。最後には「且聴下回演説（次回につづ

く）」と書き入れて清末の読者にはなじみの章

回小説風である。 

 

【呉檮】話説西歴一千八百七十年、恰當咱

們中国同治八
ママ

年。正是法蘭西国、被徳意志

国兵打敗節節攻取。直欲打入法京巴黎都城

之時。這第二年。當中国同治九
ママ

年。七月二

十二那天晩間十二下鐘、時候恰好夜半。巷

柝正打三更。巴黎近處有個市鎮。合鎮人民。

都已夢入黒甜。享那睡郷風味。那時参横斗

転。万籟無声。月淡如煙。夜涼如水。忽有

一條街上。風馳電撃一般。駛過来一頭快馬。

馬上騎著一個好似農夫模様的人。儘著放開

繮縄。向前飛跑。沿街鋪戸家人。有幾個被

他驚醒。只聴得馬蹄四足和成両声。撇撇拍

拍。跌打著馬路砕石子響。寂静中帯著凄切

声音。覚得狠為詫異。随有好事的披衣起来。

推開二三層楼上窗戸。探頭出望。上1頁 

 さて1870年といえばちょうど我らが中国

の同治八
ママ

[九]年に当たる。まさにフランス

がドイツ兵に打ち負かされ次々と奪い取ら

れフランスの都パリが侵入されそうになっ

た年だ。翌年、中国の同治九
ママ

[十]年七月二

十二日の夜十二時、ちょうど真夜中にパリ

近郊のある町では全員が熟睡していた。深

夜のことで物音ひとつせず月は淡く煙のよ

うなもやがたちこめ夜はひんやりと涼しい。

突然、通りを電光石火のごとく１頭の早馬

が駆け抜けていった。農夫のような者が乗

っており手綱を緩めたまま飛ぶように走っ

た。沿道の家の人で驚いて目覚めた幾人か

は馬の蹄がパカパカと道路の石を砕いて響

くのを聞いただけだ。静まりかえった中で

痛ましい音であるのを訝って物好きな者が

着物をはおると２階３階の窓を開けて首を

突き出して眺めた。 

 

 涙香が「明治」を出したから呉檮はそれを

「同治」に置き換えた。数字が異なるのは勘違

いだろう。 

 普仏戦争が出てくるから呉檮もそのまま漢訳

している。 

 ついでだからドーデ作「ベルリン包囲」に触

れる。当時のパリを舞台にした短篇小説として

知られる。押川春浪の日訳が「老愛国者」（単

行本収録1912）である。呉檮がそれを「拊髀

記（嘆きの老愛国者物語）」（1913）と題して

漢訳する。この『寒桃記』より後のことだ。普

仏戦争部分がつながる。 

 情景描写について呉檮の漢訳は加筆して飾る

傾向がある。「都已夢入黒甜。享那睡郷風味」

はどちらも熟睡していることを示す。対句風に

した。同じ意味の異なった表現を重ねることで

熟睡が強調される。 

 涙香訳にはない「参横斗転。万籟無声。月淡

如煙。夜涼如水」も４文字で重ねると漢語とし

て安定する気がするのだろう。「参横」はから

すき星が横になる、「斗転」は北斗星が方向を

変える。深夜を意味する。 

 早馬の目的はひとつだ。黒戸伯爵の別荘が火

事になり同時に伯爵が射撃されたことを仙田セ

ンデス（沈岱士）区長に知らせることだった。 

 呉檮による独特な固有名詞漢訳法について説

明しておく。 

 上の「仙田センデス」についてはカタカナに

もとづき漢音訳して「沈岱士 shendaishi」で

ある。中国人風に見えるかもしれないがもとづ

いたのは「センデス」だ。日本語の「仙田」は

使用しなかった。 

 わかりやすいもう１例を示す。地名で「赤人

の辻」（157頁）がある。涙香は説明して「原名、

レツト、メンス、クロス」だ。漢語に「辻」は
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存在しない。日本で作成した漢字だからだ。呉

檮はそれを「立徳門斯那條十字路」（下2頁）と

訳した。カタカナの一部「レツト、メンス」を

音訳して「立徳門斯 lidemensi」である。「ク

ロス」は「十字路」に置き換えた。こちらは明

らかに外国風の地名になっている。 

 この方法には同例がある。同じ黒岩涙香訳

『梅花郎』を呉檮が漢訳した『棠花怨』（1908。

初出は「博浪椎」1907）でも採用される。呉

檮は原作者を「（法）雷科」と書いている。な

ぜそうなのか。「雷科」というフランス人作家

は存在しない。ここが彼の独特な固有名詞漢訳

法だ。涙香（るゐかう）の日本語読みに漢語音

を当てて「雷科 leike」にしたのだった。外国

風の命名にして涙香から距離を置いた。さかの

ぼれば登張竹風訳『賣国奴』（1905）ほかがあ

る。 

 区長は警察長と予審判事をともなって伯爵の

別荘に急行した。 

 軽簑ガルピン（葛爾賓）予審判事を「発審官」

とするのはいい。「発審局」は「讞局」とも言

う。清代地方政府の裁判所を指す。富地トーミ

ジヨン（杜美薫）警察長はそのまま「警察長」

である。しかし仙田センデス（沈岱士）区長を

「巡検官」と漢訳するのは少しはずれる。しか

し清末に存在しない役所であればそれに近い漢

語を当てるのはひとつの方法だ。 

 ３名は夜中の３時にまだ炎上中の別荘に到着

する。負傷した伯爵はベッドで関登セグノボス

医師（漢訳も関登）から治療を受けている。そ

ばには伯爵夫人（夫より27歳も年下）が立って

心配げな様子だ。 

 伯爵夫人ハホイス梅姿（漢訳も梅姿）が登場

する。品行方正、慈善家、名誉を重んじる貴婦

人の手本としてその地方で有名な女性である。 

 

【涙香】其傍らにありて灯火を手に持ち医

師の眼に応じ左右に動かせるは是なん伯爵

夫人なり三人は其容貌の麗しき中に充分の

心配を包み所夫の痛みを身に引受け看病の

労を取る有様を見て坐（そぞろ）に酸鼻の

思ひをなし……5-6頁 

【呉檮】旁辺有一個手裏執著灯台。跟著医

生眼光。照来照去。就是伯爵夫人梅姿。三

人一眼刮著。就看出夫人面貌。於美麗之中。

含蓄著無数焦憂気色。見他丈夫那様痛苦。

恨不得自己做了丈夫。替他代受労傷。眼睛

裏是珠涙盈盈。幾乎酸著鼻子。簌簌吊下。

上6頁 

 傍らに燭台を手に持ち医師の目にしたが

ってあちこち照らすその人こそ伯爵夫人ハ

ホイスである。３人は一目見て夫人の容貌

の美麗の中に限りない心配の表情を含んで

いることを知った。彼女の夫がそのように

苦しむのを見て、自分が夫になり彼にかわ

って傷を負うことができたら、と目には珠

のような涙が溢れて辛く悲しくほとんどハ

ラハラと流れ落ちんばかりだ。 

 

 涙香のいう「坐（そぞろ）に酸鼻の思ひをな

し」というのは駆けつけた男３名の思いを指す。

伯爵の側に燭台を持っている夫人の様子を見て

「わけもなく痛ましいと感じた」。「酸鼻」の主

語は男たちだ。ところが呉檮は「酸鼻」の主語

を夫人に差し替えた。涙がはらはらと落ちそう

だという箇所は呉檮の加筆である。涙香が使用

する伯爵夫人ハホイス「梅姿」は呉檮も流用し

てそのままだ。伯爵夫人が夫のことをひどく心

配している。これは事件の真相につながる重要

な個所でもある。先回りして述べれば伯爵殺害

未遂は夫人が行なったのではないかと疑う人が

いる。もしそうであるならばあのように心配す

る様子は見せないだろうという反論になる。 

 黒戸伯爵が目撃した放火謀殺犯は男であった

というだけで人相も服装もはっきりしていない。

その証言は後の裁判において特定の人物名を出

すことに変更される。そうする理由があった

（後述）。 
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 犯人を名指しする証人が太々郎コヽリウ（郭

古流）である。孤児でテンカンの持病がある20

歳余の男性だ。伯爵夫人の尽力で医者に治療を

してもらったがうまくいかなかった（15頁／上

16頁）。太々郎はこの火事で伯爵の娘ふたりを

救い出している。彼は星川武保ホースカーラン

（賀士倫）が犯人だと証言した。その姓が星川

ホースカーラン（賀家村）という土地名になっ

ている。先祖代々の名家侯爵の子息である。 

 星川は無実を主張するが拘引された。 

 

７ 錦嬢の登場 

 星川は錦ニシア（倪茜霞）と近日中に結婚す

る予定だった。錦嬢が登場する場面を引用する。

星川の母、弁護士大川万英オルガー、マンエー

（萬藹）、錦の祖父、親戚が集まって相談する

場面だ。錦は星川の無実を信じて話す。 

 

【涙香】「皆さん心配には及びません武保

に罪があれば救ふ事も出来ますまいが彼れ

に罪のない事は私しが存じてゐます一昨夜

（犯罪の夜）武保は此家へ来る筈になッて

ゐたのを午後四時頃になり捨置難き用事が

出来たから今宵は行かれぬと断りの手紙を

寄越しました其手紙は全紙に四枚まで長々

と書いてありますが武保が若し悪事を計み

アの晩人を殺す程なら決してアの様な落着

た手紙は書けません既に祖父様にも其手紙

を見せましたが私しは是が潔白な証據と思

ひます、此通潔白な武保ゆえ既に巴里から

名高い大川さんも御出になれば心配には及

びませぬ心配よりは直様救ひ出す手続が大

切ではありませんか」と少女に稀なる気象

を現はし一坐の人を励ませば…… 56-57

頁 

【呉檮】諸位長輩。毋須著急。總之。賀士

倫哥哥如果有罪。也没有謀救之法。但他実

在没罪。我是知道的。前天（犯罪那天）賀

士倫哥哥本約定午後四点鐘到我家来。後来

不知為什麼要緊事。送過一封信来。説今晩

不能践約来到。那封信写得很長。有四張紙

之多。他若是為非作歹。那一晩要去殺人。

也断没有心思。写出那様定心精細的信来。

家祖父也曾看見。那封信是他十分清白。如

今又有巴黎頭等有名律師万先生同著前来。

這有什麼著急。与其空費著急。還不如趕快

設法救出他来。那是最要緊的。倪茜霞説這

一番勤励的話。…… 上58頁 

 皆さま方、ご心配には及びません。いず

れにしても、ホースカーラン兄さんにもし

罪があれば救う方法もありませんが、しか

し彼には本当に罪がないことは私が知って

います。一昨日（犯罪のあの日）賀士倫兄

さんは午後４時に私の家に来るというもと

からの約束でした。後にどういう緊急の用

事かわかりませんが１通の手紙を寄こして、

今晩は行く約束を果たせないということで

した。その手紙は長々と書いてあり４枚も

ありました。彼がもし悪だくみをしてあの

夜に人を殺すつもりならばあのように落ち

着いた手紙など決して書こうとは思わない

でしょう。祖父も読みました。その手紙が

彼の十分な潔白さの証拠です。今またパリ

の名高い弁護士オルガーさんにも来ていた

だきましたから何の心配がありましょうか。

心配に空費するよりはどうにかして早く救

い出すことのほうが大切です。ニシアはそ

う励ますと…… 

 

 小さい部分の勘違いはある。ふたりが会うの

は今夜の約束であって呉檮訳のように「午後４

時に私の家に来る」ではない。別の個所で星川

が手紙を書いたのが午後４時だとする（68頁／

上69頁）。それと合致しない。あるいは手紙の

大きさ「全紙」を省略した。細かいことだ。 

 こういう一見何でもない場面に翻訳者として

の姿勢があらわれる。漢訳者によっては勝手に

削除、加筆するばあいがある。だが呉檮は普通
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の話をそのまま丁寧に漢訳している。ほとんど

直訳であるといっていい。 

 獄中の星川は弁解説明を一切しない。伯爵夫

人との関係を秘密にしたかったからだ。これが

予審段階では大きな障害となった。錦嬢は現状

打開へと動く。獄中の星川と連絡を取る必要が

ある。星川へ手紙を渡してほしいと裁判所書記

鞭根マチ子ー（馬迪鼐）に大金を差し出しもし

た（100頁／上103頁）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     錦嬢と書記鞭根                     牢番に金貨を与える 英訳本②より 

 

 

８ 加筆と暗号通信文の削除 

 結局、鞭根（馬迪鼐）は金を受け取らなかっ

た。しかし手紙の方はどうにかするという。そ

こで錦嬢は星川への手紙を書く。牢獄の中で星

川が所有する書物に空巴くうぱあ（空葩）の小

説があることを知る。そこで錦嬢は手紙に「武

保よ、御身は妾に隠す事なかれ隠さず御身の密

事を打明けよ、御身は既に「件の書」を手に入

れたるからは誰憚からず充分に返事せよかし」

（103頁）と内密に理解できるように書いた。

「件の書」とはクーパー小説を指す。クーパー

（JAMES FENIMORE COOPER、1789-1851）

は実在するアメリカの人気作家。「件の書」は

英訳では“our book”と強調して表記する。他

人には気づかれない書き方であって、これは錦

嬢が星川へ示したふたりだけの符丁だ。 

 涙香は読者の注意を喚起するために次のよう

に説明した。 

 

【涙香】今此錦嬢の認めたる手紙にも「件

の書」とあるは何事なるや此三字に意外な

る意味を含み居る事は後に至りで判然すべ

し 103頁 

【呉檮】如今。倪茜霞信中突有「彼之書」

三字。你道是什麼縁由呢。這三箇字。現在
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莫説。看官們不解。就是説書人也有些孤疑。

不能知道仔細。須到後来。纔得分明。這時

且暫為擱起。叫看官們猜量猜量。上109-

110頁 

 今、ニシアの手紙の中に突然「あの書」

という３字があるが、読者はどういう理由

だと思われるか。今は言わないから読者諸

君も分からないだろう。かくいう私もいさ

さか疑っており仔細を知ることができない。

後に至って必ずや明らかになるだろう。こ

こはしばらく放っておいて皆様方の推量に

おまかせする。 

 

 呉檮漢訳は涙香訳に似ている。ただし涙香と

は微妙に違う。涙香は訳者として「件の書」が

何であるかを把握している。種明かしは後でや

るという説明だ。涙香本ではそのとおりになっ

た。 

 しかし呉檮は「説書人」という単語を使って

講談読みを思わせて本人も理解していないよう

に書いている。そうして奇妙な結果になる。呉

檮漢訳本では「あの書（彼之書）」の謎は最後

まで明かされることはない。 

 星川が牢獄で錦嬢の手紙をどのようにして受

け取り返事をどう書いたか。涙香訳には具体的

な説明はない。詳細を描写せずとにかく返信が

あったことになっている。 

 ところが呉檮はここに大幅な加筆を施して説

明した（第11回上112頁-第12回上117頁）。書

記だけでは手紙を星川に手渡すことができない。

牢番に話を通す必要がある。牢番の妻が牢獄の

洗濯を担当しているからそれを利用して星川に

手紙を渡し返答をもらったと詳細に述べる。涙

香訳には存在しない。 

 注目するのは星川からの返信だ。涙香は原文

に忠実にその手紙がどのようなものかを示す。

「（三十一）九、十七、十九、廿三……」（107

頁／上削除）と数字が羅列してあるだけ。暗号

文であった。それが「あの書（彼之書）」と関

連する。 

 錦嬢がこの読み方を解説する。元本は例のク

ーパー本だとわかっている。31はページ数を意

味する。次の９は９番目の字というわけ。暗号

通信をするにはこの方法が一番簡単だ。しかも

他人にとっては解読が極めて困難である。元本

を両者で決めればいいだけのこと。別の書物に

変更することもできる。他者にはそれがわから

ない。涙香訳は英訳本の通りに辻褄があってい

る。 

 ところが驚いたことに呉檮は暗号文を示さな

い。普通の文面でそれも涙香訳約２頁を４行に

圧縮して漢訳している。暗号文にしなかったか

ら錦嬢による解読法の説明は必要ない。すべて

削除した。せっかく「彼之書」「空葩」を漢訳

したにもかかわらず種明かしはされずじまいと

なった。ここの呉檮の漢訳処理は不可解である。

清末の読者は首をひねっただろう。謎が未解決

のまま放置されたからだ。 

 星川が牢獄にあって弁解説明を一切しない理

由があった。前述のとおり愛人関係にあった伯

爵夫人の名前をどうしても出したくなかったか

らだ。錦嬢と結婚することになっていたからな

おさらだった。 

 その錦嬢が今度は牢番に金を渡して手引きし

てもらい自ら牢獄に忍び入った。予審の間に弁

明しておかなければ公判になると取り返しがつ

かない。錦嬢は星川に話すように懇願したが彼

は頑なに拒否した。具体的な名前も出さず事実

を告げようとはしなかった。 

 星川が態度を変えたのは予審が終了し公判が

始まることになったからだ。星川はもうひとり

の弁護士真倉マグローイ（穆克蘭）にすべての

事情を説明した。 

 

９ 星川と伯爵夫人の直接対決 

 伯爵夫人と愛人関係になった経緯、５年にわ

たる密会の詳細、最後は関係解消のためにやり

取りした手紙をふたりで焼却したのは事件当日
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だった、火事と射撃は知らないなど、第17章

149頁から第21章186頁までが星川の告白だ。

呉檮漢訳では第16回巻上162頁より第19回巻下

31頁が該当する。呉檮は削除も加筆もしない。

涙香訳に忠実である。 

 星川の証言はあってもそれを証明する物的証

拠が一切存在していない。これが本事件の最大

の問題だ。ゆえに真倉弁護士は星川の言葉を信

じようとはしない。注目点は証言を裏付ける証

拠の有無である。 

 小説はこれより様相が一変する。読者は星川

の告白によって彼と伯爵夫人の愛人関係を知っ

た。その星川自身は放火と殺人未遂を否定して

いる。弁護士たちは無実の証拠をどの方面に向

けていかに探索するのか。星川が犯人でなけれ

ば伯爵夫人が犯人か。それとも真犯人は別にい

るのか。究明すべき謎を設定して読者の興味を

つなぎながら物語は進んでいく。犯人を追及す

る探偵小説の典型である。 

 物的証拠が皆無だから公判で伯爵夫人の名前

を出すことはできない。大川弁護人を伯爵夫人

へ差し向けたがあっさり撃退された。切羽詰ま

った星川は牢番に話をつけ（ワイロを渡し）て

牢獄を抜け出し伯爵夫人と直談判する。 

 ふたりの話が最初からかみ合わない。その理

由はふたりとも放火狙撃の現場を見ていない。

にもかかわらず相手が犯人だとお互いに固く信

じ込んでいるからだ。推論にたよって非難の応

酬をしている。会話の一部を並置して引用する。 

 

【涙香】麗しき夫人の顔も言ふに謂はれぬ

驚きと恐れの相を現はし 夫「是は怪しか

らんー 武「何が怪しからん 夫「人の家

を焼き人の所夫を殺した癖にー 262頁 

【呉檮】好一個矯美艶麗的夫人。心裏不知

担著多少的驚恐。使盡全身之力。勉強言道。

這個実是可怪。下115頁 

 とてもなまめかしく美しい夫人は心中に

どれほどかはわからぬ驚きと恐れを抱きな

がら全身の力を振り絞りやっとのことで言

った。これは実に奇妙な。 

 

 涙香の使用する「ー」は「……」と同じこと

だ。「夫」は伯爵夫人を「武」は星川を示す。

呉檮はカッコを使用していない。彼は下線部分

を省略した。続く箇所に同様の表現があろうと

もここは漢訳すべきだった。 

 

【涙香】武「手前の口から此己を人殺しの

放火のと能くも先ア其様な嘘々しい事が云

はれた者だ」262頁 

【呉檮】賀士倫道。打你嘴裏。親口誣我放

火殺人咄。為何。……你和我結下什麼冤讐。

為什麼捏造那様假話。下115頁 

 ホースカーランは言う。お前のその口か

ら私を放火の殺人のと濡れ衣をきせるとい

うのか。なんということだ。……お前と私

にどんな怨みがあるというのか。なぜその

ような嘘を捏造するのだ。 

 

 星川ホースカーランの反論部分を見る。 

 

【涙香】此横着者め手前自分で我夫を殺し

たのを知らぬのか、自分で殺して誰がとは

何の事だ、手前はナ、己が錦嬢と婚姻する

事を聞き嫉さ悔しさに女たるの道を忘れ其

婚姻を妨げんため自分で所夫を殺したのだ、

先の夜手前に逢ツた時己は偽りの涙に欺か

れ手前の悲みを思ひ遣り迫ては其心を慰め

んとて我れ唯だ汝に所夫ある為め汝を娶り

得ざるを憾むと気休の言葉を吐いたところ

手前は夫を真に受けて妾若し此事を知らば

早く自由の身となりし者をと天に手を挙げ

祈ツた事を忘れはしまい自由の身とは何の

事だ即ち夫を殺すと云ふ明白な意味ではな

いか、コレ女、有体に白状せよ、是でも猶

ほ隠す事が出来ると思ふか 263-264頁 

【呉檮】兀那淫兇刁悪的梅姿啊。你自己殺
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了丈夫。故作不知嗎。自己殺了。還道是誰。

那是什麼鬼蜮的心計。你因聴見我和倪茜霞

結婚。心裏又悔又恨。起了嫉妬。撇了婦女

家正道。要阻害我的婚姻。為此自己謀殺伯

爵的。那天晩上。我和你見面之時。受了你

幾点眼涙的欺騙。瞧你無限悲傷。我倒很為

憐憫。意欲将幾句寛解的話。安慰你的心。

却歎惜著為你有了丈夫。不能娶你為妻。這

也是真情実理。誰道你聴了。道我的話是真。

説我若早知如此。早已做了自由自在之身。

挙手向天。不知祈祷些什麼混帳話。你霊心

没死。断不遺忘。試問你説自由自在之身。

那是怎麼講。什麼事。那不是明明白白。起

了謀殺丈夫的很[狠]心麼。這箇梅姿。快些

招認下来。到得如今。你道還能隠瞞欺騙麼。

下118頁 

 この凶悪狡猾なハホイスよ。手前は自分

で夫を殺したのにわざと知らないふりをす

るのか。自分が殺しておいてまだ誰がやっ

たのかというのか。それはどういう魔物の

策略だ。手前は私がニシアと結婚するとい

うことを聞いて悔やみ怨み嫉妬して婦人の

正道を投げ捨て私の婚姻を阻止しようと自

分で伯爵を殺したのだ。あの日の夜、私と

手前が会った時手前の涙に騙され手前の限

りない悲しみを見て私は憐憫をもよおした。

なにかなだめの言葉をかけて慰めようと考

えたから、汝に夫があるために汝を妻にす

ることができない、これは本当のことだと

嘆き惜しんだのだ。まさか手前がそれを聞

いて私のことばが本当ならば、妾がもしそ

れを早くに知っていたなら自分は自由自在

の身になっていたなどと言って天にむけて

手を挙げなにやら知らないが愚かなことを

祈ったこと、汝の魂が死んでいなければ断

じて忘れはしまい。汝がいう自由自在の身

とはなんだ。それはどういう意味でなんと

いうことなのか。明らかに夫を殺すという

決意をしたのではないのか。これハホイス

よ、はやく白状しろ。今にいたるも汝はま

だ隠し立てして騙すことができると思うの

か。 

 

 呉檮は「那是什麼鬼蜮的心計（それはどうい

う魔物の策略だ）」などと少しの言葉を補足し

ながら涙香訳をほぼ忠実に漢訳している。 

 ふたりは互いにお前が犯人だと大声で罵りあ

う。重傷で寝ている黒戸伯爵の耳に届かないわ

けがない。伯爵が登場する。 

 

【涙香】忽まち入口の外に声あり「コレ待

て両人」と呼留るは正しく黒戸伯爵の声な

れば夫人も武保もキヤツと叫び驚いて振返

れば痩衰へし黒戸伯爵右の手に短銃を持ち

左の手にて戸を開きつ二人の顔を佶と眺め 

伯「先程より残らず聞いたー覚悟を致せ」

268頁 

【呉檮】忽聴得窗戸外面。来了一声。喊道。

這箇慢著。你両人。原是拆勧阻止的話。両

人一聴。不是別人。乃是克洛図伯爵声音。

両人哎喲驚叫起来。連忙探頭一望。痩瘠不

堪面無人色的克伯爵。右手挟著手槍。左手

推開門朝。
ママ

両辺看著両人的臉色。説道。你

們所説。我起初就聴得分明。我纔覚著醒悟。

下123頁 

 たちまち窓の外から声が聞こえてきて、

これ待て、両人、と押し留めるように叫ん

でいるのだった。聞けばほかならぬクロデ

ウス伯爵の声だから両人はワッと悲鳴をあ

げて急いで首を突き出して見れば、ひどく

痩せ衰え血の気のない顔をしたクロデウス

伯爵が右手に短銃を持ち左手にドアを開い

てふたりの表情を見ながら言った。お前た

ちの話は最初からはっきりと聞いたぞ。わ

しはようやく目が覚めた。 

 

 涙香訳の「覚悟を致せ」は命令形だ。撃ち殺

してやるから観念しろ、と星川へ向けた脅しで
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ある。ところが呉檮は日本語の「覚悟」に引か

れて漢語の「醒悟（目が覚める）」だと誤解し

た。命令形を無視したということだ。呉檮は日

本漢字の字面から連想することがたまにある。

その例のひとつだといえる。 

 伯爵夫人と星川の関係を知った黒戸伯爵は復

讐する。裁判で殺人犯は星川だと嘘の証言をす

ることに決めた。射撃して逃げたのは男だった

が誰かはわからない、という最初の言葉をひる

がえすのだ。こうして星川には万策がつきた。 

 公判において事実の認定をめぐって判事検察

官と星川のやりとりがいくつも行なわれた。結

局のところ決定的な証言となったのが被害者黒

戸伯爵自身のものだ。星川が犯人だと名指した

あと別室で死去した（と見えた）。陪審員によ

り星川の有罪が定められ閉廷する。裁判内容で

注目すべきは伯爵夫人の名前が出てこないこと

だ。作者は意図的に伏せた。大団円にもって行

くための措置である。 

 その後、星川と伯爵夫人の会話を盗み聞きし

たという証人が登場する。黒戸伯爵が偽証をす

ることまで述べた。さらにイギリスから証人を

連れてきて別荘で密会していたのは伯爵夫人だ

とのべる。ついには探偵が真犯人を見つけ出し

た。 

 最終局面を迎える。加えて死に臨んだ黒戸伯

爵が偽証をしたと認めた懺悔状をそろえた。３

日後に星川は放免となった。真犯人がつかまっ

たから星川と伯爵夫人の秘密事情は表立つこと

はなかったのだ。黒戸伯爵の二女も死去し夫人

は長女を連れて実家にもどる。それ以後は一切

の社会的交際を絶った。星川は錦嬢と結婚し、

星川を犯人だと徹底的に追及した軽簑予審判事

はアフリカのアルジール（アルジェ Algiers）

へ左遷された。 

 涙香が英訳から削除した個所がある。探偵は

真犯人を捕まえる際に犯人によってナイフで２

刺しの傷を受けた（p.210）。彼がパリの果樹園

つき別荘を自分のものにした代償である。涙香

訳にこの部分がないから呉檮漢訳にも存在しな

い。 

 涙香が翻訳しなかったのはそればかりではな

い。真犯人が終身重労働（hard labor for life 

p.212）の刑に処せられたことも書いていない。

普通に考えれば真犯人を尋問する過程で星川と

伯爵夫人の秘密は明らかになったはずだ。しか

し作者自身がそれを記述したくなかったのだろ

う。その事実を伏せたままで作品を完了させた。

涙香の翻訳にもとから言及のない理由である。 

 本作品の最後は元探偵棟田の桃で締めくくる。

次のとおり。 

 

【原作】Et Goudar, jardinier pé}piniériste, 

vend les plus bells pêches de Paris. 

 また苗木屋のグーダーはパリで最高の桃

を売っている。 

【英訳】And Goudar, in his garden and 

nursery, sells the finest peaches in Paris. 

p.212 

 そうしてグーダーは自分の庭や種苗園で

パリで最高の桃を売っている。 

【涙香】探偵棟田は辞職して林町の別荘に

引移り菓物の手入に余念なし巴里の料理屋

にて珍客に供ふる第一等の寒桃は此別荘よ

り出る者なり看客若し巴里に到らば忘れず

に其桃を味ひ給へと爾云ふ。316-317頁 

 

 元探偵棟田トー、ダー（杜達）は星川の別荘

を入手し趣味の果実園育成に力を注いだ。これ

が伏線の回収である。英訳では「最高の桃」だ

が涙香はそれを「寒桃」に置き換えた。呉檮は

さらにもう一ひねりする。 

 

【呉檮】偵探杜達。特地辞了職。移住在巴

西街的別荘。種植果物為楽。那荘子上有一

種桃子。很為珍貴。巴黎酒飯館裏。恭敬上

客。作為貴品的第一等寒桃。就出在那荘屋

之内。別處生産甚少。看官們若有一天前往
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巴黎。切莫忘記。嘗嘗那寒桃的風味。訳書

的人。因為有這一段因縁。留下一点古跡。

因此取書名為寒桃記云。下171頁 

 探偵トー、ダーはわざわざ辞職してハヤ

シ町の別荘に移住すると果物を植えて楽し

んだ。その別荘には珍しい桃があった。パ

リのレストランでは常連客をもてなすため

の貴重な第一等の寒桃とされるが、この別

荘から出るものであって他所での生産はは

なはだ少ない。読者諸君がもしパリに行く

ことがあればけっして忘れずにこの寒桃の

風味を味わってみられたい。訳者はここの

一段があるゆえにその痕跡を留めんがため

書名を『寒桃記』とするのである。 

 

 中村（49頁）は上の箇所を引用して呉檮漢訳

『寒桃記』の由来だと指摘している。 

 『寒桃記』はもとの涙香訳『有罪無罪』より

も優雅な命名ではある。ただし同じく呉檮漢訳

『寒牡丹』と「寒」が共通してまぎらわしい。

実際に取り違えている記述がある。 

 

10 結 論 

 細かく見れば呉檮漢訳が涙香訳の不備を正し

ている箇所もある。黒戸伯爵の娘はふたりいる。

長女はマーサで二女はバーサだ。涙香訳はどう

いうわけか長女と二女を同名の「雅子」にする。

しかし呉檮は長女を「美紗」とし二女には「葩

若」を当てて区別している。細かいがここは涙

香訳よりもすぐれている。 

 呉檮が暗号通信文の箇所を省略したのは残念

なことだった。それがあれば暗号小説としても

成立していた。しかしそれらを除いて全体を見

れば一貫して涙香訳に忠実な漢訳だ。 

 この長篇探偵小説を大きな破綻もなく大筋を

変更することもなくまとめて漢訳した呉檮の手

腕は高く評価できる。           

 

人名対照表 
原 作 英 訳 涙 香 呉 檮 備 考 

Séneschal Seneschal センデス、チヨー

ル 仙田長礼 
沈岱士 区長 

Trivulce de 
 Claudieuse 

Trivulce 
Claudieuse 

クロデウス 黒戸 克洛図／斉克家 伯爵 

Daubigeon Daubigeon トーミジヨン 富

地 
杜美薫 警察長 

Galpin-Daveline Galpin ガルピン 軽簑 葛爾賓 予審判事 

Geneviéve Genevieve 
2/Genevive 

ハホイス 梅姿 （克）梅姿 伯爵夫人 
 

Tassar Tassar タサース 田沢 笪若士 貴族。梅姿の実家 

Seignebos Seignebos セグノボス 関登 関登 過激医者 

Berthe Berthe バーサ 雅子（長

女と同名） 
葩若 伯爵二女。星川の

娘 

Cocoleu Cocoleu コヽリウ 太々郎 郭古流 目撃者。テンカン

81頁 

Jacques 
de Boiscoran 

Jacques 
de Boiscoran 

名ヂヤケヤス 
姓ホースカーラン 
 星川武保 

賀士倫 主人公、梅姿の愛

人 

Ribot Ribot リポー 利吉 李波 証人 

Gaudry Gaudry ゴードリー 郷太

郎 
敖徳利 証人 

Courtois Courtois コーチス お幸 顧斉氏 証人 
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Chandoré Chandoré シヤンドア 山堂家 倪家 錦の家 

Denise Dionysia 
1/2/Denise 

ニシア 錦 倪茜霞 星川武保の許嫁 

Méchinet Méchinet マチ子ー 鞭根 馬迪鼐 判事書記 

Antoine Anthony アンソニー 案蔵 韓索 星川武保の下僕 

Manuel Folgat Manuel Folgat 姓オルガー名マン

エー 大川万英 
萬藹 弁護人 

Grand-père 
Chandoré 

Grandpapa 
Chandoré 

直家/55頁 倪友嘉 錦の祖父 

Francis Burnett Francis Burnett マルセツト 英人

丸瀬 
英国人馬士徳 星川武保の友人、

また星川が使用 

Michel Michael ミチエル 道次 米泰爾 門番の息子 

Blangin Blangin フランキン 蘭太

郎 
福狼根 牢番 

Colette Colette お稲 綺奴 蘭太郎の妻 

Frumence 
Cheminot 2/同上 

Trumence ツルメンス 鶴之

助 
祝蛮斯 牢番 

Cooper Cooper くうぱあ 空巴 空葩 小説家 

Magloire Mergis Magloire マグローイ 真倉 穆克蘭 代言人。弁護人 

Suky Wood Suky Wood スーキー、ウート 

薄木歌 
荷丹 英人下女 

Goudar Goudar トー、ダー 棟田

（田棟） 
杜達（達杜） パリの探偵 

Barousse Barousse ハラウス 原臼 郝羅士 探偵 

Marthe Martha/158頁 マーサ /241頁 雅

子（二女と同名） 
美紗 伯爵長女 

Domini Domini タミナイ 民内 湯美那／銘納 裁判長 判事 

Du Lopt de la 
 Gransière 

Gransière ホール 堀 藿羅 検察官 判事 

 

【注】 

１）国立国会図書館デジタルコレクション所収。初

出は『絵入自由新聞』1888.9.9-11.28連載。未見。

架蔵本にも表紙に仏蘭西小説、涙香小史訳とある。

楽栄堂、大川屋書店1889.11.5／1904.1.3改刻初

版 

２）緒方流水（維獄）『青眼白眼』鳴皐書院1902.6.2

／1902.8.10再版。160頁 

３）柳田泉「黒岩涙香翻訳小説目録」『書物展望』第

49号 1935.7.1。44頁 

４）坂本由五郎、小澤明子「黒岩涙香」人見圓吉

『近代文学研究叢書 第19巻』昭和女子大学

1962.12.20。460頁 

５）伊藤秀雄『（改訂增補）黒岩涙香その小説のすべ

て』桃源社1979.5.15。25頁 

６）中村忠行「清末探偵小説史稿――翻訳を中心とし

て（３・完）」『清末小説研究』第４号 1980.12.1。

48-49頁 

７）中島利郎「晩清の翻訳小説――華訳日文小説編

年目録初稿」２ 関西大学大学院文学研究科院生

協議会『千里山文学論集』第16号 1976.10 

８）阿英著、飯塚朗＋中野美代子訳『晩清小説史』

日本・平凡社 東洋文庫349 1979.2.23（注は

中島利郎） 

９）実藤恵秀監修、譚汝謙主編、小川博編輯『中国

訳日本書綜合目録』香港・中文大学出版社1980 

 

 

 

 

次号の公開は2022年10月1日を予定しています 

清末小説研究会 http://shinmatsu.main.jp 
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モーパッサン最初の漢訳「義勇軍」 

――橋本青雨訳「義勇軍」 

 

神 田 一 三 

 

 

                   

 

１ 陳景韓漢訳モーパッサン 

 中国で最初にモーパッサン作品を漢訳したの

は陳景韓（冷血）である。次のとおり。 

 （法）毛白石氏著、冷血（陳景韓）訳「（戦

争小説）義勇軍」『新新小説』第２号 光緒三

十年十月二十日（1904.11.26）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その後の該作品収録本については樽目録を参

照してほしい。 

 陳景韓は日本に留学しており日本語を理解し

た。西洋の作品は基本的に日本語訳を経由して

重訳したと考えていい。普通に知られている。 

 陳景韓漢訳「義勇軍」の底本を指摘したのは

国蕊「陳冷血による翻訳小説の底本に関する考

察」（2014）*1だ。底本について新しい発見を

述べているのはすばらしい。 

 あらためて調べればモオパツサン著、橋本青

雨訳「義勇軍」（『太陽』10巻13号1904.10.1）

であることがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このように書く理由がある。国蕊はそこにあ

る「モオパツサン著」を明記せず『太陽』掲載

号の刊年を「1904.11
ママ

」と誤っているからだ。

細かいことに違いない。しかし細部を意図的に

間違うことはないだろう。日本語底本をそのま

ま記述する方がよい。いくら実物で確認しても

誤記は生じる。正確に記述することが重要だ。

それが次の研究につながると考えているにほか

ならない。ご了解いただきたい。 

 ギ・ド・モーパッサン（HENRI RENÉ 

ALBERT GUY DE MAUPASSANT 、 1850-

1893）の原作は“LES PRISONNIERS 捕虜”

だ。初出雑誌は“GIL BLAS ジル・ブラス”

1884.12.30。のち作品集“TOINE トワーヌ”

MARPON ET FLAMMARION, 1886 所収とい

う*2。 

 作品題名を日本語にすれば「捕虜」「俘虜」

「囚人」などになる。フランス地方の森林に住
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む女性が機転をきかせてプロシア兵６名を捕縛

した。フランス人仲間が大騒動してそれに対応

する。そういう諧謔物語だ。プロシア兵にして

みれば捕虜だからそういう題名になった。フラ

ンス側で後半に活躍するのが義勇軍だから青雨

日訳は「義勇軍」である。陳景韓はそれをその

まま取り入れて漢訳題名を「義勇軍」とした。

漢語ならば「志願軍」でもよい。 

 

２ 先行文献 

 翻訳研究において基礎となるのは底本を確定

することだ。清末民初の状況は現在とは異なる。

原語から直接漢訳しているはずだと短絡すれば

肩すかしを食う。それほど単純簡単ではない。 

 一般的な例を図式で示そう。原語→英訳→日

本語訳→漢語訳というばあいもある。漢訳の底

本は必ずしも原語とは限らない。清末民初では

このように日本語が介入していることもある。

重訳はすべきではないという理屈は当時では通

じない。しかもその漢語は文言文と口語文に分

かれる。すこし複雑だ。 

 底本が不明だとその漢訳が質的にいってどの

程度のものか判断することができない。忠実な

翻訳なのかそれとも原文の大筋だけをつかんで

大きく翻案しているのか。そこを見極めるため

に底本探索が重要な意味を持つ。 

 陳景韓漢訳「義勇軍」を見るばあい国蕊の底

本指摘（2014）がある前とそれ以後のふたつ

にわかれる。 

 底本不明だった時期の文章２本を紹介する。

翻訳史などの概説は除く。 

 ひとつは杜慧敏『晩清主要小説期刊訳作研究』

（2007）*3だ。 

 杜慧敏は「義勇軍」が文言短篇であることを

指摘する（58、70頁）。さらに原作がモーパッ

サンの“LES PRISONNIERS”（俘虜）だとい

う。ただし日本語訳があることを知らない。フ

ランス語原文と比較対照して論じた（140-144

頁）。「義勇軍」を比較的詳しく論じているので

注目する。その結論は次のとおり。 

 

 対照≪義勇軍≫的文言訳文和法文原文，

従総体上来説陳訳的絶大部分都是忠実于原

作的，用文言能将外文小説的意境表現得如

此透徹，的確難能可貴。更為重要的是，訳

作的很多地方能够不失原作的生動而比原作

的表達更為簡潔。140頁 

 「義勇軍」の文言訳文をフランス語原文

と対照すると総体的に言って陳（景韓）訳

の大部分は原作に忠実であり文言を用いて

外国語小説の情緒をこのように徹底して表

現できたことは確かに評価すべきものであ

る。さらに重要なのは翻訳の多くの部分で

原作の生き生きしたところを失うことなく

原作の表現よりもさらに簡潔にしたことだ。 

 

 杜慧敏が犯した初歩的で基本的な誤りは陳景

韓がフランス語原文から直接漢訳したと考えた

ことだ。だからフランス語と漢訳を比較対照し

て上のような結論を得た。ここは使用した日本

語底本と比較対照すべきところだ。前提が間違

っているから正しい結論に到達することは不可

能である。 

 陳景韓の改作について杜慧敏は３点を挙げた。

それぞれを説明する。 

 １は固有名詞の書き換えだ。主人公の培蒂納

（Berthine、ベルティーヌ）は「鈴多娘」にし、

父親尼古拉・畢勳（Nicolas Pi g
ママ

[c]hon、ニコ

ラ・ピション）は省略した（142頁）。 

 しかし筆者は奇妙に思う。Berthine（ベルテ

ィーヌ）をなぜ「鈴多娘」に書き換えたのか

（注：娘は普通名詞）。音訳したにしてはかけ

離れている。結論を先に述べると日訳が「鈴多

（べるた）」だから陳景韓はそのままを引き写

しただけ。また父親の名前は省略したがあだ名

の「竹骨」は使っている。説明不足だ。 

 ２は本文を５節に分割したことをいう。そこ

は緊急で切迫した鍵となる個所であったと評価
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する（142頁）。 

 簡単なことだ。フランス語原作は分割してい

ない。しかし青雨日訳は区切っている。陳景韓

はそれを守ったにすぎない。 

 その３はある人物（デブのパン屋）について

詳細に描写している個所を省略したことをいう。

そこは原作の風味を大いに損なった（144頁）。

確かに陳景韓は彼の名前さえ漢訳していない。

ここの陳景韓による省略が作品の最後に影響を

与えるのだ。それを杜慧敏は書くべきだった。 

 杜慧敏は改変の代表として陳景韓が作品名を

「義勇軍」にしたことだと指摘する。 

 女性の主人公が知恵と勇気をもって敵のプロ

シア兵を騙して捕虜とした。最後に皆が力を合

わせて問題を解決した。そのために原題の「捕

虜」ではなく「義勇軍」に変更したと述べる

（144頁）。 

 

 訳者在這里彰顕的是抵抗外辱的愛国精神，

這様的翻訳宗旨也使訳作的表達変得更為沈

重。144頁 

 訳者がここで顕彰しているのは外国から

の恥辱に抵抗する愛国精神である。このよ

うな翻訳趣旨が訳者の表現をさらに深刻な

ものに変化させてもいるのだ。 

 

 ここでは「義勇軍」の語義について中国古典

から根拠を引いてもいる（注43。161頁）。杜

慧敏は題名の変更に重大な意味を見いだしたか

らだ。 

 しかしその題名に訳者の愛国精神にまで関連

づけるのは誇大解釈である。はっきり言えば誤

解だ。なぜなら底本にした日訳がそのまま「義

勇軍」であるからにほかならない。陳景韓はな

にも考えずにそれを漢訳題名とした。彼が独自

に変えたわけではない。杜慧敏による的外れな

主張である。 

 翻訳研究には底本の特定が必須となる。この

ことを実感させる実例だと考える。 

 漢訳フランス文学作品を専門に研究したのは

韓一宇『清末民初漢訳法国文学研究』（2008）*4

だ。ただし陳景韓漢訳には日本語底本があるこ

とに気づかなかった。そのためか説明は簡潔に

なっている。 

 

 現知最早的訳本、冷血訳的≪義勇軍≫

（Les Prisoni
ママ

ers，1884，今訳≪俘虜≫）

以普法戦争為背景，有比較強的“動作”

性； 25頁 

 現在知られている最も早い翻訳は冷血訳

「義勇軍」（（フランス語略）1884、現在は

「俘虜」と訳す）であり普仏戦争を背景と

して比較的強力な「行動」性がある。 

 

 最初の漢訳モーパッサンだからもう少し解説

してもよかったのではないか。 

 底本を指摘した国蕊のばあいはどうか。 

 「義勇軍」について日本語で次のように述べ

る。「人名では冷血の訳本は日訳本とほとんど

一致しているが、フランスの原作とはずいぶん

離れている。これに基づいて、一部の先学は冷

血の翻訳が原作に従わない、不忠実なものであ

ると指摘した」（240頁） 

 ここにいう「一部の先学」は上に述べた杜慧

敏を指す。注３において杜慧敏とその著作を示

している。 

 底本不明のまま陳景韓漢訳とモーパッサン原

作を比較対照した。それは方法論的誤りだと国

蕊は異議を唱えている。国蕊の指摘は正しい。 

 日本語底本の探索には困難がともなう。国蕊

はそれを果敢に推し進めている。その点につい

て筆者は高く評価する。今後もその作業を継続

されることを期待している。 

 

３ 青雨日本語訳の問題 

 「義勇軍」を翻訳した橋本青雨（本名忠夫、

1878-1944）は翻訳家、ドイツ語学者（『日本

近代文学大事典』第３巻55頁など）だ。 
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 ドイツ語学者だからシラーを翻訳しているの

はわかる。そのほかモーパッサン、プーシキン、

ゴーリキー、ドストエフスキーを訳述している。

彼はフランス語、ロシア語も理解していたのか。

そこは不明だ。そこから彼が翻訳したモーパッ

サン作品が何語かという問題が発生する。フラ

ンス語あるいはドイツ語を使用したのか。それ

とも英訳なのか。 

 訳例として２件を示す。ここに示した英訳は

刊年からして底本にはなりにくい。そう理解し

ている。あくまでも参考として使用する*5。 

 引用例のひとつは底本の判断にはならない。

しかし青雨が勘違いしたとわかる個所だ。フラ

ンス語原文を示し訳は青柳瑞穂訳『モーパッサ

ン短篇集３』*6から引用する。また陳景韓の漢

訳も示しておく。 

 林守の娘は敵であるプロシア兵を誘導して家

の穴倉に閉じ込めた。父親は援軍を求めて出て

行った。娘はその時間を数えている。 

 

Le père était parti depuis une heure et 

demie. 

【青柳】父親が出ていってからもう一時間

半になる。97頁 

【英訳】Her father had been gone an hour 

and a half. p.245 

【青雨】父さんが行つてから四十五分にな

るから 112頁 

【冷血】なし 9頁 

 

 青雨はなぜかしら時間を間違えている。１時

間半と45分は違う。陳景韓はこの部分を省略し

た。 

 次は投降を呼びかけて捕虜を押し込めている

穴倉に水を注入している場面だ。 

 

Une heure s'écoula, puis deux, puis trois. 

【青柳】一時間すぎた。それから、二時間、

三時間とすぎた。102頁 

【英訳】An hour passed, then two, then 

three. p.249 

【青雨】一分過ぎた、二分、又三分。114

頁 

【冷血】於是過一分二分三分。（そこで１

分、２分、３分と過ぎた）11頁 

 

 雨樋を利用して水を流し込むのだからわずか

数分では不足だろう。ここは原文の１時間単位

でなければ辻褄があわない。陳景韓は青雨日訳

のままを訳している。 

 水を注入する道具に雨樋を使う。その調達に

かかる時間と長さを説明する個所だ。 

 

Et en un qurt d'heure on eut apporté au 

commandant vingt mètres de gouttières. 

【青柳】かくて、ものの十五分もすると、

二十メートルの樋が指揮官のところに運ば

れた。101頁 

【英訳】 In a quarter of an hour they 

brougt the commandant thirty yards of 

pipes. p.248 

【青雨】（「屋根の雨樋をはづせ。」）三四十

分にして二十メートルほどの雨樋をはづし

て持つて来た。 114頁 

【冷血】『救火会之管理人来！』／於是有三

人。至羅君前。羅君又令。曰、／『速往取

救火具！』／経三四十分鐘。三人駕救火馬

車至。（「消火団の関係者よ来い！」／そこ

で３人がラビニ（羅美似）の前に来るとラ

ビニは命じて言った。／「速く消火ポンプ

を取りに行くんだ！」／30、40分して３人

は消火馬車を引いてきた）10-11頁 

 

 青雨はここでも原文の「十五分」を「三四十

分」と取り違えている。可能性としてはドイツ

語翻訳がそうなっているのかも知れない。ただ

し普通に考えて原作の数字を変更する必要はな

いだろう。ドイツ語訳もフランス語原作と同じ
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だと推測する。しかし今それを確かめることが

できない。 

 注目するのは「メートル」を使用しているこ

とだ。英訳では「ヤード」である。それを見れ

ば青雨はフランス語原文によって翻訳したと考

えてもいい気がする。ドイツ語訳は知らない。 

 陳景韓の漢訳は青雨の書いた「雨樋」が理解

できなかった。あるいはわかってはいたが中国

の読者には伝わらないと考えたものか。「救火

具（消火ポンプ）」に書き換えたのはひとつの

工夫だ。ポンプだから長さに関係はない。「メ

ートル」は省略した。 

 青雨の底本はほぼフランス語であるように思

う。しかし矛盾する個所もあることを指摘して

おく。人名だ。 

 

Henri IV 

【青柳】アンリ四世 85頁 

【青雨】ヘンリイ二世 108頁 

【冷血】恩利二世（アンリ二世） 2頁 

 

 フランス語ならばアンリだ。ドイツ語でも同

じ。しかし青雨はなぜだか「ヘンリイ」と英語

風に訳す。陳景韓は「恩利」とした。これは青

雨よりもフランス語風だ。英語 Henry ならば

「亨利」とするのをよく見かける。ただし青雨

が「四世」を「二世」と誤るのは理解しがたい。 

 次の単語は地名だ。 

 

Rethel 

【青柳】ルテール 85頁 

【青雨】礼照（れいてる） 108頁 

【冷血】天蕩堡 2頁 

 

 青柳の「ルテール」と青雨の「れいてる」は

近いような、そうではないような。確証とする

には不十分だ。陳景韓が「天蕩堡」を当てた理

由はわからない。だいいち「れいてる」から離

れる。すると中国で古戦場として知られる天蕩

山にちなんだものか。不明とする。 

 とりあえず青雨が使用した外国語はフランス

語かドイツ語だと思う。ただし結論を出すまで

には至っていない。本稿では青雨日訳と陳景韓

漢訳を比較対照するのが目的だ。青雨底本は今

後の問題として残しておく。 

 日訳と漢訳を見てみよう。 

 

４ 青雨日訳と景韓漢訳 

 モーパッサンの該作品は普仏（プロイセン＝

フランス）戦争を題材にする。しかし正規軍の

衝突というような深刻なものではない。地方の

森林地帯で林守の娘が機転をきかせてプロシア

兵を捕縛する滑稽小作品だ。 

 原作は「捕虜」であるにもかかわらず青雨日

訳が「義勇軍」にした理由はなにか。 

 原文で使われるのは「市民兵 les soldats-

citoyens」だ。すなわち「義勇兵」が集合して

「義勇軍」となる。くり返せば該作品には味方

と敵というふたつの立場がある。フランス人に

翻弄されるプロシア兵を嘲笑的に見れば「捕虜」

だ。勇敢に戦う娘と義勇兵に光を当てれば「義

勇軍」である。モーパッサンは前者を選び青雨

は後者を選択したというわけ。どちらにしても

小説の中身は同一だ。 

 冒頭を見る（ルビ省略。以下同じ）。 

 

【青雨】林は寂寞として何の気配もせぬ。

唯雪のさらさらと梢に触つて、軽い震声を

させるばかり。細かい柔かい雪片は正午頃

から降頻つて、枝毎に氷の水泡を結び、藪

には軽げな白銀の屋根を蔽ひ、路といふ路

には広く柔かに真白い毛氈を布伸べて、海

を宛がらの林の寂しさを一層深くした。

108頁 

【冷血】森林寂寂。雪花怒霏。枝頭氷結欲

堕。上下四圍。一白如海。波浪高低兇湧。

1頁 

 森林は寂として雪片は飛び乱れ梢の氷は



清末小説から(通訊）no.146／2022.7.1 

 36

今にも落ちそう。上下四方はすべてが白く

海のように波状にうねり荒れている。 

 

 気象状況を描写して物語は始まる。漢訳は相

当に圧縮した文語文だ。陳景韓は日本文を直訳

するつもりはないらしい。しかしまったくの別

物というわけではない。漢訳は日本語に逐語的

に対応してはいない。青雨日訳をもとにしてお

およその意味を伝えた。 

 これ以降もその翻訳姿勢で全篇を貫くかと思

えばそうなっていないから不思議だ。 

 風景描写のあとに家の中から主人公の女性の

名前が呼ばれる。 

 

【青雨】家の内から呼声が聞える。「鈴多

や、今夜は二人限だから、もう内へお入り。

普魯西の兵隊や狼などが出て来ないとも限

らないから。」108頁 

【冷血】門之内。聞有呼声。『鈴多娘！今

夜家居僅両人。門宜早閉。防有普魯士兵与

野狼来。』1頁 

 戸の内から呼び声が聞こえる。『ベルタ

や！今夜は家にはふたりだけだから戸は早

くに閉めるがいい。プロシア兵や狼が来る

のに備えるのだよ』 

 

 ここは日訳をほぼそのまま漢訳している。記

号のカッコも使用して同じである。 

 青雨が「ベルティーヌ Berthine」を「鈴多」

に置き換えた理由は簡単だ。原音からの連想に

ほかならない。「ベル」を「鈴」と訳しあとは

簡略化して「べるた」である。 

 戦争が始まり若者は軍隊に行った。残された

者が義勇軍を組織して訓練には励むことになる。

次のような個所がある。細かな説明だと判断し

たものか陳景韓はそれを省略した。 

 

【青雨】さて羅美似君が土地の防御司令官

に任命された處で、若い者は悉く軍隊に召

集されて了つたのであるから、残つて居る

者の中から、奮つて敵に当らうといふ者を

撰つて皆自分の部下にしたのである。肥満

の大兵は脂肪を減らして呼吸が長く続くや

うにも、活発に街々を駈足する、疲削けた

兵は重荷を担いで、筋肉の発達を計つて居

る。108-109頁 

 

 羅美似（らびに Lavigne ラヴィーニュ）は

現在呉服屋をしている。昔は竜騎隊下士官だっ

たから義勇軍の司令官を任された。 

 陳景韓漢訳では上を飛ばしてその次の場面に

なる。プロシア兵が鈴多の家に２度までも近づ

いてきた。父親は状況報告のために町へ行った。 

 説明個所は省略するが会話はそのまま漢訳し

ている。残された母娘ふたりだ。 

 

【青雨】「鈴多や、父さんは何時帰るか、

お前知つて居るかい。」 

「十一時前には帰りが難かしいでせうよ。

いつも司令官の處へ行くと遅くなるから。」 

と肉汁を煮やうと、鍋を爐に懸けたが、急

に立つた儘ぴたりと動かなくなつた。何か

変な音が爐の煙突を渡ついて響くのを聞え

たので、凝然と耳を側立てゝ居たが、 

「おや、林の中を人が通るやうだよ、何で

も七八人の跫音だが――。」108頁 

【冷血】『鈴多娘！阿父何時帰来。汝知

否？』 

少婦答云『十一点鐘前。恐不能帰来。今日

尚須往司令官處報告。不能早帰。』答時急

急収拾肉汁。懸鍋於爐。作夜膳。未幾忽聞

有声自外来。少婦急傾耳聴。驚曰『林之中。

似有人足過。若七八人！』3-4頁 

 「ベルタや、父さんは何時帰るか、お前

知って居るかい？」 

 娘は答えて言う。「11時前に帰りはむつ

かしいでしょうよ。今日は司令官のところ

へ行かなくてはならないから早く帰ること
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はできないわ」。答えながら急いで夕飯の

肉汁の鍋を爐に懸けた。するとふと外から

音がするのが聞こえる。娘はあわてて耳を

傾けて聞くと驚いて言った。「林の中を人

が通るようだよ。７８人らしい！」 

 

 ほぼ日訳どおりの漢訳になっている。「少婦

答云」を「娘は答えていう」と訳しておいた。 

 当時の小説は会話部分を表現するのに話者を

明記するのが普通だ。「曰」「道」「云」などを

使用する。カッコ記号を使用せずにそこが会話

部分であることがわかるようになっている。 

 陳景韓は該漢訳において旧来の方法を採用し

ながらカッコを併用した。ここは新しい。だか

ら漢訳が青雨の日訳にほぼ重なるが話者を記し

た部分だけが異なる理由だ。 

 同じ例を示す。家に入れろというプロシア兵

の台詞だ。 

 

【青雨】「今朝から林の中を迷つとつたん

ぢや。開けてくれ、開けんと戸を敲破る

ぞ！」109頁 

【冷血】門外人云『今日来此林中迷

道。……快開門！開！不開撲破！』4頁 

 戸の外の人が言う。『今日この林に来て

迷ったんじゃ。……速く開けろ！開けろ！

開けんとぶち破るぞ！』 

 

 漢訳で話者を追加した以外は直訳になってい

る。陳景韓はごく少数を除いて話者の明記を基

本的に堅持している。その部分は陳景韓の加筆

だ。 

 プロシア兵は林の中を迷い疲れて飢えている

と訴え食べ物を要求した。彼らの様子を描写し

て次のとおり。 

 

【青雨】雪塗れになつて普兵は入つて来た

が、その兜形の軍帽は全然牛乳を凝めた菓

子のやう。而して余程疲労れて困憊してゐ

る容子であつた。110頁 

【冷血】泥雪中之普兵。渾身如水乳。5頁 

 雪まみれになったプロシア兵は全身が水

と乳の混合物のようだった。 

 

 漢訳ではおおよその様子を述べている。具体

的な軍帽もなければ兵士の疲労困憊状態も省略

した。 

 食事と酒をふるまわれた兵士たちは眠り込ん

だ。そこで賢い娘の出番となる。家にある短銃

を発砲してフランス兵がやってきたと騙した。

兵士たちは慌てる。娘は穴倉に隠れるよう進言

して兵士たちはそれに従う。こうして捕虜とな

った。父親の帰りを待って経緯を告げる。食事

を終えた父は援軍を求めて再び出かけた。兵士

は穴倉から発砲しはじめた。娘はそれに対して

怒る。 

 

【青雨】鈴多は愕かぬが、その騒ぎが癪に

触つて慍つた。野郎共打殺してくれやうか

とまで憎くなつたのであつた。112頁 

【冷血】省略 

 

 田舎の娘らしい、といっても夫がいて戦争に

行っているのだが、その人物の肝っ玉が据わっ

ている様子を描写して十分だ。陳景韓はなぜだ

かそこを黙殺した。 

 父親が義勇軍と一緒に帰ってきてからのこと

だ。穴倉にいるプロシア兵がどんな様子か皆は

興味津々である。挑発してみたくなる。穴倉の

窓の前をわざと通ってみせるのだ。 

 同じように陳景韓が日訳の細部を削って大筋

を示す場面を見る。 

 

【青雨】一人何とか言ふ敏捷いのが、到頭

遣つた。向ふから駈けて来て、ぴょいと鹿

のやうに窓の前を飛んだ。甘く行つた。捕

虜は死んだやうにことりともさせぬ。 

「誰も居ない！」と一人が叫ぶ。すると一
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人が復た窓の前を駆けて通る。真の遊戯に

成つて了つた。一隊から一隊と時々刻々一

人宛走る様子が、宛然小児の戦争遊戯をし

てゐるやう。雪を後に跳飛ばしながら無暗

と駈けて居た。寒いので枯木を拾い集めて

熾に焚火を始めたが、その光で右翼から左

翼へと走る其姿が歴然見える。113頁 

【冷血】義勇軍中。有好奇心。知窖中有普

兵。如小児。多自窖之空孔。向内窺。一人

笑曰。『窖内不見有人在。』於是彼窺我窺。

穴外人如蟻。10頁 

 義勇軍の中には好奇心のあるものがいた。

穴倉にプロシア兵がいるのを知って小児の

ように穴倉の窓から内部を覗いた。ひとり

が笑って言う。「穴倉のなかには誰もいな

いぞ」。そこで我もわれもと覗くのに穴倉

の外は蟻の行列となった。 

 

 義勇兵は穴倉の窓前を走り抜けてプロシア兵

の様子を窺う。何人もが右から左へと走る走る。

青雨日訳は動的な描写である。それが陳景韓漢

訳では穴倉の窓外から覗き込むことに変更され

た。こちらは静的なものになった。底本から完

全に離れているわけではない。もとの状況に沿

いつつも細部は勝手に作文した。 

 太ったパン屋も走った。日訳ではその様子を

おもしろおかしく描写している。漢訳はそうい

う記述を省略する傾向がある。ただパン屋が銃

撃を受けて負傷した個所は残した。 

 

【青雨】彼是三分の二程も走つたかと思ふ

頃、突然窖の窓からぱつと赤い焔がさす、

と、一発どんと響いて、麻呂阿は一言恐ろ

しく叫ぶと諸共、俯向に倒れた。114頁 

【冷血】突然穴口見紅焔。銃一発。穴外一

人倒。衆譁然趨視。10頁 

 突然穴倉から赤い焔が見え銃が一発放た

れ穴倉外のひとりが倒れた。皆は騒然とし

て急いで見た。 

 

 撃たれたのは麻呂阿（マロア、Maloison マ

ロアゾン）だ。太ったパン屋の名前である。漢

訳では度外視した。このように日訳を省略しな

がらおおよそは把握しているのが陳景韓の漢訳

だ。しかし前述のようにこのパン屋の名前を省

略したのが結末に負の影響を及ぼす。 

 穴倉に水を注ぐ場面は先に見た。水攻めに耐

えきれずプロシア兵は降伏した。結末部分を紹

介する。 

 

【青雨】不意の敵襲を恐れて全軍を二分し、

一隊は捕虜を率ゐ、一隊は麻呂阿を急造担

架の木の枝を組んで布団を布いたのに乗せ

て担いで行く。 

 意気揚々として義勇軍の礼照市に凱旋し

た。羅美似君は普軍の前衛を捕獲したるの

功を以て、大兵の麺麦焼は敵前に負傷した

るの故を以て、各々勲章を獲たのであつた。

115頁 

 

 パン屋の麻呂阿は太腿上部を撃たれていた。

だから急造担架が出てくる。この作品の最後は

戦わずに負傷したパン屋も勲章をもらったと皮

肉を述べて笑って終わる。次は陳景韓漢訳だ。 

 

【冷血】羅美似君。乃分兵隊作二分。一分

押捕虜。一分在後衛。御防意外。普軍要奪。

各唱凱歌。整隊帰天蕩堡。12頁 

 羅美似君は全軍を二分し、一隊は捕虜を

護送し、プロシア軍が奪いかえそうとする

かもしれないので一隊は後部を守り万一に

備えた。それぞれは凱歌をうたい全隊して

天蕩堡に帰ったのであった。 

 

 全軍を二分するのはいい。青雨日訳の「不意

の敵襲を恐れて」も漢訳に盛り込んだ。しかし

陳景韓はパン屋の名前を略したからついでに負

傷後のことも無視して漢訳しなかった。ゆえに
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漢訳では傷を負っただけで勲章をもらったとい

う原作の皮肉は消し飛んでしまった。 

 モーパッサンは最後のこの１行を書くために

全体を構成し統率している。陳景韓のようにそ

こを削除しては作品そのものが崩壊する。残念

なことだ。                

 

 

人名対照表 

人 名 青 雨 陳景韓 備 考 

Berthine ベルティーヌ 鈴多（べるた） 鈴多 娘、林守 

Nicolas Pichon, dit l'Échasse 
ニコラス・ピション通称竹馬 

（綽号）竹馬／竹骨 （綽号）竹骨 娘の父、老林守 

Henri IV アンリ四世 ヘンリイ二
ママ

世 恩利二世  

Louis XIV ルイ十四世 ルイ十四世 路易十四世  

Lavigne ラヴィーニュ 羅美似（らびに） 羅美似 呉服屋、昔は竜騎隊下

士官 

Ravaudan ラヴォーダン × × 町の長老 

Potdevin ポトヴァン × × 義勇兵 

Maloison マロアゾン 麻呂阿（マロア） × 義勇兵、デブのパン屋 

Planchut プランシュ 古久（ふうきう） × 義勇兵、屋根屋 

【注】 

１）国蕊「陳冷血による翻訳小説の底本に関する考察」

『跨境:日本語文学研究』第1号 2014.6 高麗大学

校日本研究センター 電字版。略号は [国蕊14] 

 引用する。 

 3. 義勇軍：｢法毛白石氏著｣(『新新小説』第1年

第2号, 1904.11.26.). 

 日本語訳本：｢義勇軍｣(『太陽』, 橋本青雨

訳, 1904.11
ママ

.) ←モオパツサン著なし、雑誌発行月

が間違っている 

 原  作 ： Les Prisonniers, 1884.12.30, 

GuydeMaupassant ママ ←名前に区切りなし 

 なお漢語論文の国蕊「近代翻訳文学中日本転訳

作品底本考論――以陳景韓的転訳活動為例」『文学

評論』2019年第1期 2019.1もほぼ同文。「原作：

Guyd
ママ

e Maupassant, Les Prisonniers(1884)」と変

更したことくらい。ついでに書いておく。登場人

物のひとりで通称「竹馬」という人物は娘の父親

だ。国蕊はその姓名をフランス語で“Nigolas 

pichon”とする。綴りが間違っている。“Nicolas 

Pichon ニコラス・ピション”だ。また「羅美似」

のフランス語に“Romy”を当てている。勘違い

だろう。“Lavigne ラヴィーニュ”である。些細

なことだ。２本の論文ともにそれを指摘する人は

いなかったらしい。新しい発見のある論文だから

こそ点検して小さな間違いは避けたほうがよい。 

２）参照：足立和彦ウェブサイト「モーパッサンを巡

って」 

３）杜慧敏『晩清主要小説期刊訳作研究（1901-1911）』

上海世紀出版集団、上海書店出版社2007.12 上海

市社会科学博士文庫 第９輯。略号は[慧敏58] 

４）韓一宇『清末民初漢訳法国文学研究（1897-1916）』

北京・中国社会科学出版社2008.6。略号は[韓08] 

５）英訳“THE PRISONERS”の①②はともに同文。 

①GUY DE MAUPASSANT 著、英訳者名不記、

“BALL-OF-TALLOW AND SHORT STORIES”

NEW YORK: THE PEARSON PUBLISHING 

CO., 1910 hathi trust 所収 

②GUY DE MAUPASSANT 著、ALBERT M. C. 

McMASTER 、 A. E. HENDERSON 、 MME. 

QUESADA AND OTHERS 英訳“MAUPASSANT 

ORIGINAL SHORT STORIES, COMPLETE ”

project gutenberg また googlebooks 所収 

 以下は見たが該当作品を収録していなかった。

×印をつける。 

×「アフター・ディナー・シリーズ the after-

dinner series」には未収録。 

 open library 所収の以下も見た。 
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×GUY DE MAUPASSANT 著、英訳者名不記、

“SHORT STORIES OF DE MAUPASSANT”

GARDEN CITY, N. Y.: DE LUXE EDITIONS 

CLUB, 19--。該作品は未収録 

×GUY DE MAUPASSANT 著、英訳者名不記、

“THE COMPLETE SHORT STORIES OF GUY 

DE MAUPASSANT: TEN VOLUMES IN ONE”

NEW YORK: P. F. COLLIER & SON, 1903。又 

NEW YORK CITY: BLUE RIBBON BOOKS, INC. 

1903。該作品は未収録 

６）青柳瑞穂訳『モーパッサン短篇集３』新潮文庫

2002.6.12二十九刷。略号は［青柳97］ 

 

 

★ 

 

李奭学主編 『清代文学与翻訳』 

台湾・中央研究学院中国文哲研究所2021.12 

 

導 言                ……李奭学 

馬若瑟与中国伝統戯曲――従馬訳≪趙氏孤児≫談起 

……李奭学 

従≪聖経≫漢訳看修辞三体在清代的衍変  ……鄭海鵑 

天朝的訳者……従「阿耀事件」看通事件在近代中英交

往史上的位置           ……王宏志 

翻訳政治及漢学知識的生産……威安瑪与英国外交部的

中国学生訳員計画（1873-1870）   ……関詩珮 

近代「～主義」的伝播与≪清議報≫   ……陳力衛 

現代文学観念的訳介与伝播：以近代英華／華英辞典編

纂literature相関詞条為中心    ……蔡祝青 

晩清西学東漸史上的鄺其照        ……鄒振環 

論陳景韓西方復仇主題訳作与国民性改造的関係 

……禹 玲 

戯劇経典的「翻訳」与跨文化改編――従京劇≪王宝川

≫到英語話劇≪宝川夫人≫     ……海 震 

遊走於国族叙事和小叙事之間――清末民初的夏洛蒂・

科黛形象研究           ……唐欣玉 

 

 

清末小説研究会 http://shinmatsu.main.jp 

                   

 

 

 

『清末民初報刊小説目録（1815-1919）』

について 

――出所不明の目録を私が信用する理由 

 

樽 本 照 雄 

 

 

                   

 

はじめに――不思議な目録 

 書名に見る「報刊」は新聞雑誌を指す。すな

わち報紙（新聞）小説目録（新聞巻とする）、

期刊（雑誌）小説目録（雑誌巻とする）を称し

て上記のとおり。全２冊の小説目録には基本的

に単行本は含まれていない。本稿はこの目録に

ついて紹介する。 

 内容を紹介する前に言わなければならないこ

とがある。該目録は不可解な存在だ。製本され

た印刷物だが、編者、出版社、刊年、定価など

について一切の記載がない。出所不明だから不

審な目録と考えるのが普通だ。出所不明の書籍

は常識からいって学術的基本資料として使用す

ることはない。 

 しかし目録本体を検証した結果、該書は資料

として信頼できると判断した。その内容につい

て結論めいたものを最初に示す。筆者の見解を

単純化していえば「詳細、厳密かつ広範囲」で

ある。その経過について説明する。最後に編者

を推断してみる。 

 

入手の経緯 

 該目録を見つけたのは偶然である。誰かに教

えてもらったわけではない。また日本の中国書

籍専門店の販売目録に掲載されてもいない。古
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書ネットを閲覧していて目にとまった。 

 書名は前出のとおり『清末民初報刊小説目録

（1815-1919）』という。 

 出品した書店の説明がまた奇妙だ。「作者：

本社編輯部、年代：不詳、出版社：本社編輯部」

というだけ。別の言いかたをすれば不明という

ことにほかならない。売価も高い（688人民

元）。これだけならば購入する気にはならなか

っただろう。しかし添えられた複数の写真を見

て気が変わった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真によれば昔の電話帳のような分厚い２冊

本だ。不鮮明な内容写真だが目録であることが

わかる。見る限り新しい。新刊ならば古書ネッ

トでは複数の書店が同一書を掲げることが多い。

ところが在庫１点のみと表示している。これが

出品されたのは「上書時間2021-05-22」とある

からそうなのだろう。ネット上で検索しても同

一書籍は見つからなかった。手に取らなければ

話にならない。2021年11月に注文して届いた

のは同年12月のことだ。私が入手したというこ

とは、中国人研究者の興味は引かなかったらし

い。 

 

大 要 

 実物をみて出品書店の不可解な説明も理解で

きた。前記のとおり編者、出版社、刊年、定価

ともに不記なのだ。これでは説明のしようがな

い。 

 ２冊ともに製本されている。それにより校正

用の試し刷りではないことがわかる。細かく見

れば印刷所に所有しない活字（外字）は写真を

貼りつけている。少なくとも校正作業は経てい

る。だからまったくの印刷見本というわけでも

ない。 

 不思議なのは頁数（ノンブル）の打ち方が普

通ではない。書物の見開き右ページは奇数が大

原則だ。下冊はその原則を無視して偶数から始

めている。新聞巻のページをめくりながら最後

まで気持ちの悪い思いをした。 

 いろいろ見ても正式な刊行物ではありえない

印刷物だ。これはどういうたぐいのものか。刊

行物の性質を考えてみよう。 

 可能性のひとつは研究助成金の成果として印

刷されたもの。附録だろうから出版社、刊年が

なくてもかまわない。しかし編者くらいは明記

するだろう。助成金を使用したのであればその

承認番号を記載するのが普通だ。それもない。 

 以前には「試行本」という意見聴取本のよう

なものがあった。それでも一応編者、印刷会社、

刊年くらいは記載した。それがないから試行本

以前の形態かと推測する。やはり印刷見本の類

かと考えざるをえない。どうして売りに出たの

かを含めて不思議な刊行物だという理由だ。 
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 判型はほぼA4版に相当する。くり返せば雑

誌巻（[清民刊]）と新聞巻（略号は[清民報]）

だ。1815-1919年に公表された小説を収録して

目録部分は全1652頁ある。目次は次のとおり。 

 

 凡例 1 

 一 期刊小説目録 1-697頁――雑誌巻 

 二 報紙小説目録 698-1652頁――新聞巻 

   ――以下（索引巻） 

 三 報刊小説篇名索引 1653 未見 

 四 報刊小説著訳者中文姓名索引 1971 未見 

 五 報刊小説著訳者英文姓名索引 1977 未見 

 六 刊載小説報刊名録索引 1983 未見 

 

 「凡例」とページ数を見れば第３冊索引巻も

刊行されたらしい。だが入手できていない。ネ

ットで検索したが見つからなかった。 

 編者名すら記載しない不審な刊行物だ（以下、

Ｇ目録と称する。その理由は後述）。しかし、

その「凡例」から本文へと読み進めていくにつ

れて最初の懸念はまったく消失した。学術的価

値の高い小説目録であることを理解したからだ。 

 

編集方針 

 雑誌、新聞を創刊の早い順に配列する。その

範囲は1815-1919年だ。各種刊行物の説明をし

てそれぞれが掲載した小説を配列するという編

集方針だ。1815年というのは正確ではない。

なぜなら掲げられた『察世俗毎月統記伝』が

1815年創刊というだけで所収の作品は「未見」

としているからだ。次の『遐邇貫珍』1853年

が初期の雑誌になる。 

 新聞雑誌について創刊年、創立者、出版社な

どを簡単に紹介する。さらに使用したそれら資

料の所在を明記する。たとえば「国家図書館蔵

該報縮微膠巻」「全国報刊索引数據庫」「大成

老旧刊全文数據」などである。実物、影印本の

ほかにマイクロフィルム、光ディスクあるいは

電脳による電字書庫（データべース「電子資

源」）も活用したことがわかる。これは資料と

してＧ目録が信頼ができる根拠証拠のひとつだ。 

 もう少し説明すれば、以前の小説目録のある

ものは使用資料を「凡例」などでまとめて記載

する。しかし、新聞雑誌のいちいちについてそ

の所在を明記したわけではない。このＧ目録は

以前とは異なる。その典拠の確かな提示方法を

見ただけで信用できる。 

 目録作成の時代変遷を目の当たりにする気が

する。実物あるいは影印本を主としていた時代

から、マイクロフィルム（縮微膠巻）からデジ

タル資料（数據庫）時代へ進化発展ということ

だ。そういう時代になったというのも感慨深い。

ただし資料を所蔵する図書館などへは足を運ぶ

必要があるのはいうまでもない。 

 Ｇ目録の編者が参考資料として重視したのは

劉永文目録（略称：劉書）と陳大康年表（略

称：陳書）である。 

 劉永文『晩清小説目録』（2008）、『民国

小説目録（1912-1920）』（2011。本稿は両書

をまとめて劉目録という）および陳大康『中国

近代小説編年史』（2014。本稿は陳年表と称

する）と書名をあげている。中国学界では清末

民初小説についてこの２種類が目録の基準にな

っていることがわかる。 

 各種新聞雑誌を上記２種類の先行文献が収録

したかしなかったかをまず注記する。「劉、陳

二書未録」「劉書未録、陳書有録」などがそれ

を示す。それは大まかな説明である。「劉書未

録、陳書有録」とあるから陳年表には作品のす

べてを収録していると考えれば間違う。広州

『七十二行商報』もそう書いているが全８件の

うち実際は１作品しか収容していない。それで

も「陳書有録」となるから注意を要する。 

 

詳 細 

 基本は資料のあるがままを記述する。不記な

らば書かない。未見の雑誌は「未見」と明記す

る。 
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 各作品について編者の注が施されるばあいが

ある。同一小説が別の新聞などに転載されるこ

とが多々見られる。それを細かく拾って注に記

入する。手間がかかる。 

 優れた点のひとつでもある注についてのべる。

唐人、明人、清人の作品が原型であることを指

摘する箇所が複数ある。 

 １例を挙げる。哈爾濱『遠東報』掲載のある

作品に「此篇実為清人和邦額『夜譚随録』中

「汪越」篇」と説明を加えた。ならばこれは清

末小説ではないから目録に採録するのは不適当

だという人もいるだろう。しかし注記がなけれ

ば清末民初の作品として扱うことになる。利用

者が判断できる注釈をほどこすのはＧ目録の編

者の学識を示している。貴重な箇所である。 

 雑誌の「小説」欄に掲載された戯曲について

も同じだ。戯曲を収録すると「戯曲と小説の区

別がつかない」とまるで１世紀以上前の中国で

広くいわれた言葉を述べる研究者がいる。特に

名前を秘すが東甫（広西師範大学文学院）など

だ。清末民初でが戯曲を小説としてあつかって

いた歴史的事実がある。それを知らないらしい。

Ｇ目録の編者はそれを承知のうえで戯曲を収録

し「非小説、実為戯曲」と注記して判断は利用

者にゆだねているのが親切だ。 

 収録数の多さを示すために例を『漢口中西報』

（1906-1937）に取る。 

 この新聞について「據北京大学図書館及国家

図書館蔵該報縮微膠巻著録，劉、陳二書有録」

と記述する。マイクロフィルムに基づいたとわ

かる。劉目録と陳年表はともに収録している。

しかし、両書の範囲はもとから異なっている。

劉目録は清末民初だが陳年表は清末までだ。自

然と収録数は違ってくるだろう。実際の収録状

況を下に掲げる。 

 

『漢口中西報』のばあい 

 1906-1911 1912-1919 

劉目録 62*   0 

 *1907-1910年を収録する 

陳年表 67*   0 

 *1907-1910年を収録する 

Ｇ目録 67*  105 

 *呉趼人「還我魂霊記」を採録しない 

 

 一見して理解できるだろう。今更ながら意外

に思うのは劉目録だ。劉目録は民初を対照にし

ているにもかかわらず該新聞については作品の

収録がない。見る機会がなかったのだろう。Ｇ

目録によってその事実が判明した。 

 清末部分はほぼ同じ数字を示すが民初は圧倒

的にＧ目録が多数だ。これを見ても詳細である

ことが理解できる。 

 もうひとつの例を示す。 

 

旧金山『中西日報』のばあい 

 1908-1911 1912-1919 

劉目録  0 

陳年表 402  0 

Ｇ目録 429  668（合計1097） 

 

 『中西日報』には「劉書未録、陳書有録」と

注記がある。ただし陳年表は清末までだから

1911年で終了した。Ｇ目録はそれに加えて

1912-1919年を収録するから圧倒的な多数を示

す。 

 

厳 密 

 特記すべきは記述の厳密さだ。作品のひとつ

ひとつに「同劉」「同陳」「同劉、陳」と注記

して比較対照したことがわかる。 

 題名、角書、著者、訳者、刊行月日などを照

合する。「同」とあれば記載が一致することを

示す。その表示がないばあいは、どこかの箇所

が異なっているという意味なのだ。 

 漢字１字が違えば「同」にはならない。原載

の角書が「紀
●

事小説」なのにそれを「記
●

事小説」

とすればそこが一致していない。あるいは連載
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の開始、完了日付が不記であればそこが相違す

る。ゆえに注記はしないという処理となる。厳

密かつ手間ひまがかかっている。 

 優れた注記も多くある。 

 １例は「賣技女」（貴陽『鐸報』1917.3.7[清

民報1494]）だ。その注は次のとおり。「『大

漢報』（漢口）1917.3.13刊載時篇名更為「周

婉貞」、作者署天一」。内容を読んでいるから

同一作品が題名を改変したと指摘することがで

きたというわけ。 

 欧米作品の原作に関して独自に調査したもの

がある。その努力をしているのもよい。 

 複数のグリム作品（『格林童話』）を指摘し

ている。アラビアンナイト、ドイルのホームズ

もの、モーパッサン、アーヴィング、チエホフ、

ユゴー、オルツィ*1などもある。原作の指摘は

貴重だ。しかしＧ目録のばあいは原作の版本、

刊年までは記していない。それでもないよりは

ずっといい。 

 清末民初時期に多く翻訳された日本語経由の

作品についてはどうか。樽目録では原作につい

て探索した結果をできる限り注記するようにし

ている。ところがＧ目録は日本作品の原作につ

いて完全に無視した。 

 それでは日本の研究は見ていないのかといえ

ば例外がある。つぎの作品「怨」だ。注釈部分

を掲げる。 

 

「怨」「按：此篇原作者為英国作家 L. J. BEESTON、

見日本学者渡辺浩司≪L. J. BEESTON の中国

語訳≫一文」[清民刊222] 

 

 渡辺「L. J. Beeston の中国語訳」は『清末

小説から』（第110号2013.7.1）に掲載された。

Ｇ目録は全1,652頁の中でここ１ヵ所だけに日

本人名を引用した。渡辺はそのほか多数の日本

語作品について新発見した成果を詳細に指摘し

ている。だがそれらＧ目録はまったく引用して

いない。見ていない可能性は低いと思う。 

 Ｇ目録の編者は「詳細、厳密かつ広範囲」を

原則とすると推測した。しかし日本語関係の作

品についてはくり返すが言及がない。なにか理

由があったのだろうか。この不可解な処理の理

由は知らない。ご注意いただきたいのは筆者は

それがＧ目録の欠点だと言っているのではない

ことだ。日本語関係の原作を知りたければ別の

目録を見れば多くが解決できる。ただＧ目録が

日本語関係作品について言及していないという

事実は残る。 

 その点を除いて注目すべき箇所は多くある。 

 著訳者の使用する筆名について本名を注で明

記している。また作品によっては別の新聞に転

載された例も多く見える。それを注釈で詳細に

記したのも親切だ。従来の目録はそこまで手が

回っていないのが事実だ。 

 せっかくＧ目録の全ページを点検したから少

しの不具合もあげておく。 

 

不一致――しかし欠陥ではない 

 ひとつの傾向がある。たとえば旧金山『中西

日報』掲載の作品について『申報』に載ったと

注釈する。しかしもとの『申報』には該当する

作品が見当たらない。確かに『申報』に掲載さ

れたがひとつ作品とは認定されなかった。だが

のちの『中西日報』は作品として扱っている。

ひとつの理由となるだろう。つまり不一致とい

う可能性だ。複数について見られるから間違い

というわけではない。 

 Ｇ目録は戯曲だからといって排除してはいな

い。注釈に「非小説、実為戯曲」と明記してい

るのは上述したとおりだ。 

 ただし見落としがある。 

 漢訳イプセン「群鬼」（『新潮』第1巻第5号

1919.5.1）は収録しない。ところがのちの『国

民公報』（成都1919.7.15-19）に掲載されたも

のは採録して「非小説、実為新劇」と述べるの

み。初出の『新潮』は不記だ。不一致である。 

 文藝評論をいくつか採取している。小説に関
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係するという判断かもしれない。編者の裁量に

任されている。 

 誤記を１例あげる。呉
●

鉄吾「珠」（『振勝日

報』1919.5.3）の注に誤記がある（ [清民報

1640]）。作者は該新聞において「胡鉄吾」と

して登場する。ところが「呉
●

鉄吾」だろう（該

報所刊小説多署胡鉄吾、似呉鉄吾当為呉
●

鉄吾）

と記述した。「胡鉄吾」でなければならない。

誤植は珍しいからここで指摘した。 

 

広範囲 

 清末時期からの特徴だが新小説は日本横浜か

ら発信された。当初から国際的な情報網があっ

た。Ｇ目録にもシンガポール、シドニー、サン

フランシスコ、カナダ、インドネシア、フラン

スで刊行された漢語新聞が収録される。当時の

中国人が集まった地域を示している。それらの

漢語新聞雑誌の小説を採録できたのも現代のイ

ンターネットを利用した成果にほかならない。 

 

編者を探索する 

 Ｇ目録は陳年表を参照している。年表の刊行

は2014年だ。それに言及しているからＧ目録

それ以後の刊行だと推測する。 

 ウェブサイト「国家社科基金項目数據庫」に

以下の記載を見つけた。 

 

 14FZW043 後期資助項 中国文学 清末民

初報刊小説目録 2014-12-01 郭輝 中級 

 

 題名が同じだ。郭輝の名前が出てきた。郭輝

ならば「《晩清小説目録》匡補」（『明清小説

研究』2013年第2期（総第108期） 2013発行

月日不記）を知っている。劉目録を訂正するく

らいの学識がある。Ｇ目録の編者ではないか。

当時は作者について「単位：河北大学中国語言

文学博士後流動站」と記述があった。 

 Ｇ目録を最初から点検しはじめてある注釈に

目がとまった。 

 [清民報862] と [清民報864] ２ヵ所に「郭按」

とある。編者の注だ。ここだけに「郭」が出て

いる。郭輝である可能性が高まる。 

 それらの事情を説明して中国人研究者に質問

をした。その回答にいわく、Ｇ目録は見たこと

がないが、郭輝は山西師範大学文学院に在籍し

ている、と。そのご教示にもとづきさらに調査

すると次の論文が見つかった。 

 

郭輝「転載与抄襲：『遠東報』小説再評価

（1910-1921）」『文学与文化』2018年第4期

（総第36期）2018.11.15 電字版 

 

 興味深い個所がある。上記論文は研究助成の

成果の一部だと説明している。「基金項目：国

家社会科学基金後期資助項目（14FZW043）」。

文末に著者の所属を明記する。「郭輝、山西師

範大学文学院副教授、中国人民大学教育部訪問

学者」 

 先に示した研究助成番号が一致する。Ｇ目録

の編者は郭輝で間違いない。郭目録と推測して

いたからＧ目録と称したのだ。 

 

最後に 

 郭目録が収録した作品数を樽目録と比較して

説明する。雑誌巻は8,508件を照合し、新たに

1,804件を追加。新聞巻は9,559件を照合し、新

たに8,150件を追加。郭目録の収録小説数は全

体で合計28,021件になる。単行本を除いた数字

だから大規模だといえる。ちなみに樽目録はそ

れを吸収し、さらに単行本を加えるから全

47,778件と最大になるのも当然だ。 

 郭目録は信頼のできる刊行物であることを説

明した。従来の小説目録の空白を大いに補充す

ると確信する。 

 この密度を維持した単行本の目録を編集され

ることを希望したい。           

 

【注】 
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１）この部分は清末小説研究会ウェブサイトで公開

した。 

 少し気になった個所を紹介する。わずかに１例

だ。 

 『繍像小説』に「三疑案」が掲載された。中村

忠行の研究によって以下の原作だと判明している。 

 バロネス・オルツィ（オルツィ男爵夫人 

BARONESS ORCZY）作『ミス・エリオット事

件 THE CASE OF MISS ELLIOTT』（1905）

の中の3篇。 

 伊蘭案“THE CASE OF MISS ELLIOTT（ミ

ス・エリオット事件）”、 

 雪駒案“THE HOCUSSING OF CIGARETTE

（シガレット号事件）”、 

 跛翁案“THE LISSON GROVE MYSTERY

（リッスン・グローブの謎）” 

 以上について該目録（略号：[清民刊]）は次の

注釈をつけた。 

 

 [清民刊64] 「伊蘭案（埃利奥特小姐事件）」

「跛翁案（利森樹叢謎案）」両篇実為英国奥希茲

女男爵所撰『角落里的老人』（THE OLD MAN 

IN THE CORNER）。「雪駒案」与『角落里的

老人』12篇故事在人物設置、叙事模式上有極大

相似處、但未知出自何作。 

 

 もとの作品集の題名は漢訳で示せば『埃利奥特

小姐事件』あるいは『義律小姐謀殺案』となる。

『角落里的老人』は別の刊行物だ。 

 「伊蘭案」と「跛翁案」の原作は正しい。しか

し「雪駒案」の原作だけが不明だという。わざわ

ざ調査してどうして間違った結果になるのか理由

がわからない。 

 目録編集が緻密であることと原作探索は別らし

い。意外な気がする。それにしても原作探究に中

村忠行の先行研究が役に立たなかったのは残念な

ことだった。 

 詳細な目録である。間違いが皆無ではないとい

うことで取り上げた。強調しているわけではない

からご了承いただきたい。【参考文献】バロネ

ス・オルツィ著、平山雄一訳『隅の老人【完全

版】』（株式会社作品社2014.1.31） 
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趙 昱輝○清末民初偵探小説翻訳熱潮 『開封文化藝

術職業学院学報』2021年（第41巻）第4期 

2021.4.20 

趙 昱輝○偵探小説在近代中国的功能転変 『現代交

際』2021年7期 2021.4.15（未見） 

田 耀収○清末民初白話翻訳小説目録研究 『外語与

翻訳』2021年（第28巻）第2期（総第109期） 

2021.6.25 

郭  輝○転載与抄襲：『遠東報』小説再評価

（1910-1921） 『文学与文化』2018年第4

期（総第36期）2018.11.15 

郭  輝○簡論清末時新小説中的纏足書写 『中国古

代、近代文学研究』2016年第5期 

顔 健富○『穿梭黒暗大陸：晩清文人対於非洲探険文

本的訳介与想像』台湾・国立台湾大学

2022.1 

斉金鑫、李超○假作真時真亦假――清末民初第一部偽

訳偵探小説掲示的文化和文学現象 『中国

翻訳』2019年第6期 

東  甫○怪的“小説”――≪近代報刊小説目録≫指

瑕 『閲読与写作』2011年12期 

 

清末小説研究会 http://shinmatsu.main.jp 
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