
王蒙の『硬いお粥（‘坚硬的稀粥’）』
――翻訳とその解説（その③）

村 松 恵 子 張 静 萱

本文⒄

①堂妹夫是全家唯一喝过洋水之人，近年来做

西服两套，买领带三条，赴美进修六个月，赴日

参观十天，赴联邦德国转悠过七个城市。②见多

识广，雍容有度，会用九种语言道“谢谢”与“请

原谅”，是我家有真才实学之人。③只因属于外

姓，深知自己的身份，一贯不争不论不骄不躁，

知白守黑，随遇而安。④故而深受敬重。

⑤这次见我们虔诚急切，而且确实一家陷入困

难的怪圈，他便掏出心窝子，亮出了真货色。⑥

他说：“依我之见，咱家的根本问题还是体制。⑦

吃不吃烤馒头片，其实是小问题。⑧问题是，由

谁来决定，以怎样的程序决定吃的内容？ 封建

家长制吗？ 论资排辈吗？ 无屓軒主义吗？

随机性即谁想做什么就吃什么吗？按照书本上的

食谱吃吗？必然性即先验性吗？⑨要害问题在于

民主，缺少了民主吃了好的也不觉得好。⑩缺乏

民主吃得一塌糊涂却没有人挺身而出负责任。⑪

没有民主就只能稀里糊涂地吃，吃白糖而不知其

甜，吃苦瓜而不知其苦，甜与苦都与你自己的选

择不相干嘛！⑫没有民主就会忽而麻木不仁，丧

失吃饭的主体意识，使吃饭主体异化为造粪机器。

⑬忽而一团混乱，各行其是，轻举妄动，急功近

利，短期行为，以邻为壑，使吃饭主体膨胀成有

胃无头的妖魔！ ⑭没有民主就没有选择，没有

选择就失落了自己！”

⑮大家听了，都觉如醍醐灌顶，点头称是不止。

日本語表現⒄

①従妹の夫は私たち家族の中でただ一人外国

へ行った経験のある人であり，ここ数年の間に

背広の上下を 2着作って，ネクタイを 3本買い，

アメリカに行って 6ヶ月研修し，日本に行って

10 日間見学し，西ドイツに行って 7つの都市を

ぶらぶらした。②博識で経験豊富であり，ゆっ

たりとしていて度量があり，9 つの言語で‘あ

りがとう’と‘すみません’を言うことができ，

我が家のなかで才能と学識のある人である。③

ただし一族の人間ではないので，己の立場をよ

くわきまえていて，一貫して人と争わず，驕ら

ず威張らず，道理が分かり，状況に合わせてう

まくやる人である。④したがってみんなから深

く尊敬されている。

⑤今回従妹の夫は，私たちが切実で切迫して

いる様子であり，かつ一家が大変おかしな情況

に陥っているのを見て，本気で自分の思ってい

ることを言い始めた。「⑥私から見れば，我が

家の根本的な問題はやはり体制です。⑦マント

ウのスライス焼きを食べるかどうかということ

は，実際には大したことではありません。⑧問

題は，食べる内容を誰がどういうやり方で決め

るのか，ということです。封建的家長制なの

か？年功序列なのか？無政府主義なのか？臨機

応変すなわち作りたい人が作ったものを食べる

のか？本のメニューにもとづいて作って食べる

のか？必然性すなわち先験性なのか？⑨キーポ

イントは民主にあり，民主性が足りないと，お

いしいものを食べてもおいしいと感じない。⑩

民主性が欠乏すると，食生活がうまくいかなく

ても，身を挺して責任を負う人はいない。⑪民

主性が無いと，ただぼんやりと食べることしか

できなくて，白糖を食べてもその甘さが分から
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ず，苦瓜を食べてもその苦さが分からない，甘

いのと苦がいのはいずれも自分の選択とは関係

がないから！⑫民主性が無いと，ときには感覚

を失って無関心となり，ご飯を食べるという主

体的な意識を喪失し，ご飯を食べる主体を異化

して造糞機とならしめる。⑬ときには混乱し

て，それぞれが自分のことをやり，軽挙妄動で，

急いで短期間に功と利を得ようとして，ただ目

の前の利益だけを見て行動し，自分の利益のた

めに他人に災いを押し付け，ご飯を食べる主体

を膨張させて，胃はあるが頭が無い妖怪となら

しめる。⑭民主性が無いと選択も無い，選択が

無ければ自分自身も失ってしまう！」

⑮みんなそれを聞いて，知恵を授かって悟り

を開いた感じがし，頷きやまなかった。

解説と鑑賞⒄

① -1（修辞）：‘比喩’＝‘喝过洋水之人’

‘喝过洋水之人’は直訳すると「西洋の水を飲

んだことのある人」である。これは「外国へ行っ

たことがある」ということを比喩した隠喩の表

現である。

① -2（修辞）：‘排比’

‘堂妹夫（従妹の夫）’の海外経験が「（動詞‘赴’

＋行き先の国名）＋動詞（行く目的）＋動作の

量」という表現形式を 3回くり返して表現され

ている。その構成は下記の通りである。

1． 赴美 进修 六个月

（アメリカに行って 研修する 6ヶ月）

2． 赴日 参观 十天

（日本に行って 見学する 10 日間）

3． 赴联邦德国 转悠过 七个城市

（西ドイツに行って ぶらつく 7つの都市）

②（表現）：四字成語＝‘见多识广’と‘真才实

学’

‘见多识广’は「博識で経験が豊かである」と

いう意味である。

‘真才实学’は「本物の才能と学識がある」と

いう意味である。

③ -1（修辞）：「‘不’＋動詞」の‘并列’

ここではまず，‘堂妹夫（従妹の夫）’の人と

なりを，‘不争不论不骄不躁（争わない、批評し

ない、驕らない、せっかちでない）’というよう

に「‘不’＋動詞」を 4回並べた‘并列（並列）’

の手法で表現している。このうち‘不骄不躁’

は四字成語である。

③ -2（修辞）：四字成語の‘并列’＝‘知白守黑’

と‘随遇而安’

ここで「‘不’＋動詞」を 4回並べたあと，さ

らにまた‘知白守黑’と‘随遇而安’の 2つの

四字成語を並べることによって，‘堂妹夫（従妹

の夫）’の人となりを表現している。

‘知白守黑’は，心中でことの是非が分かって

いても知らぬふりをすることを意味している。

これは古代の道家の思想で，何もせずに消極的

に世を渡る態度を言う。

‘随遇而安’は「さまざまな境遇にあわせてう

まくやっていく」という意味である。

⑤（修辞）：‘比喩’＝‘掏出心窝子，亮出了真货

色’

ここでは従妹の夫の「本心を述べる」態度を

‘掏出心窝子，亮出了真货色（胸の真ん中を取

り出し、商品をひけらかす）’という隠喩で表現

している。

⑧ -1（修辞）：‘排比’＝‘∼吗？’

ここでは疑問の語気助詞‘吗？’を用いた疑

問文が 6回くり返されている。

⑧ -2（表現）：四字成語＝‘论资排辈’

‘论资排辈’は四字成語で，年功序列を意味し
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ている。

⑩（表現）：四字成語＝‘一塌糊涂’と‘挺身而

出’

‘一塌糊涂’は四字成語で，めちゃくちゃで収

拾がつかない状態を形容している。また‘挺身

而出’も四字成語で，困難や危険を恐れず身を

挺して進むということを意味している。

⑪，⑫，⑭（修辞）：‘排比’＝‘没有民主就∼’

‘没有民主就∼（民主性が無いと∼）’という

表現が 3回繰り返されている。

⑫（表現）：四字成語＝‘麻木不仁’

「身体が麻痺して感覚を失う」という意味で

あるが，「物事に対して反応が鈍感で，無関心で

ある」ということを喩えて言っている。

⑬（修辞）：‘并列’＝四音節語が 6個連続

ここでは四音節語が 6個連続しており，その

うち‘轻举妄动’と‘急功近利’と‘以邻为壑’

の 3個は四字成語である。その意味はそれぞれ

下記の通りである。

‘轻举妄动’は，深く考えず軽々しく行動する

ことを言う。日本語の中でも「軽挙妄動」とい

う四字成語は用いられている。

‘急功近利’は，じっくりと長期の努力せずに，

眼前の成功や利益を求めることを言う。

‘以邻为壑’は，隣国を洪水のときの溝とみな

すことを意味している。これは，ただ自分の利

益だけを考えることの譬えである。

⑮（修辞）：四字成語＝‘醍醐灌顶’と‘点头称

是’

‘醍醐灌顶’は，醍醐を人の頭の上に注ぐこと

を言い，知恵を注ぐことの譬えである。

‘点头称是’は，賛成することを意味している。

本文⒅

①堂妹夫受到了鼓舞，继续说道：“②论资排

辈，在一个停滞的农业社会里，不失为一种秩序，

这种秩序特别适合文盲与白痴。③即使先天弱智

者也可以理解、可以接受这样一种呆板与平静的，

我要说是僵死的秩序。④然而，它扼杀了竞争，

扼杀了人的主动性创造性变异性，而没有变异就

没有人类，没有变异我们就都还是猴子。⑤而且，

论资排辈压制了新生力量。⑥一个人精力最旺

盛、思想最活跃、追求最热烈的时期，应该是四

十岁以前。⑦然而，这个时候他们只能被压在最

下层……”

⑧我的儿子叹道：“太对了！”他激动地流出了

眼泪。

⑨我向儿子悄悄摆了摆手。⑩他的西式早餐化

纲领失败之后，在家里的形象不佳，多少有点冒

险家、清谈家、成事不足败事有余甚至造反派的

色彩。⑪包括堂妹与堂妹夫，对吾儿也颇看着不

顺眼。⑫他跳高了，只能给堂妹夫帮倒忙。

⑬我问：“你说的都对。但我们到底怎么办

呢！”⑭堂妹夫说；“发扬民主，选举！ 民主选

举，这就是关键，这就是穴位，这就是牛鼻子，

这就是中心一环！ ⑮大家来竞选嘛！ ⑯每个

人都谈谈，好比都来投标，你收多少钱，需要大

家尽多少义务，准备给大家提供什么样的食品，

你个人需要什么样的待遇报酬，一律公开化、透

明化、规范化、条文化、法律化、程序化、科学

化、制度化，最后，一切靠选票靠选民公决，少

数服从多数。⑰少数服从多数，这本身就是新观

念新精神新秩序，既抵制僵化，也抵制无政府主

义随心所欲……”

日本語表現⒅

①従妹の夫は鼓舞され，続けてこう言った。

「②年功序列は停滞した農業社会の中では一つ

の秩序であり，この秩序は特に文盲と白痴にふ

さわしい。③先天的知恵遅れでさえも，このよ

うな間抜けで変わりがない，私に言わせれば硬
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直化した秩序を理解でき，受け入れることもで

きる。④しかしながら，それは競争を絞め殺し，

人間の積極性，創造性，変異性を絞め殺すこと

になる。そして変異が無ければ人類も無く，変

異が無ければ我々はみなまだ猿なのだ。⑤しか

も，年功序列は新しいパワーを抑圧する。⑥人

間は，精力が最も旺盛で，思想が最も活発で，

追い求めるのが最も積極的な時期というのは，

40歳以前のはずである。⑦しかし，この時期彼

らは抑圧されて社会の最下層にいることしかで

きない。

⑧息子は「なるほどその通りだ！」と，感動

の涙さえ流した。

⑨私は息子にこっそりと手を振って，黙るよ

うに合図した。⑩息子は朝食の西洋化綱領に失

敗したあと，我が家でのイメージは冴えなくて，

いささか冒険家，清談家で，事を台無しにして

しまい，造反派のイメージさえあった。⑪従妹

と従妹の夫も含めて，息子のことをたいそう気

に入らなかった。⑫息子がはしゃぐ（何かやら

かす）のは，従妹の夫にとってはただのありが

た迷惑でしかなかった。

⑬私は尋ねた。「きみの言うことはすべて正

しい。しかし私たちは結局どうすればいいんだ

ね！」⑭従妹の夫はこう言った。「民主を発揚

して選挙する！民主的な選挙，これが鍵であり，

つぼであり，急所であり，要なんです！⑮みな

さん立候補しましょう！⑯一人一人が施政演説

し，ちょうど入札するのと同じように，自分は

いくら徴収するのか，みんなはどれくらいの義

務を果たす必要があるのか，みんなにどのよう

な食事を提供するのか，自分はどのような待遇

と報酬を必要とするのか，これらを一律に公開

化，透明化，規範化，条文化，法律化，プロセ

ス化，科学科，制度化し，最後に，すべて投票

用紙と有権者によって決定し，少数は多数に従

うのです。⑰少数が多数に従う，これこそが新

しい観念であり，新しい精神であり，新しい秩

序です。そうすれば膠着状態を阻止するだけで

なく，無政府主義，わがままも阻止することが

できます……」

解説と鑑賞⒅

②と⑤（表現）：四字成語‘论资排辈’

「年功序列」という意味である。この四字成

語は本文⒄の⑧でも用いられている。

④（修辞）；‘并列’＝三音節語の並列

三音節語の‘主动性’，‘创造性’，‘变异性’

を 3つ並列させている。

⑥（修辞）：‘排比’＝「名詞＋‘最’＋形容詞」

の 3回のくり返し

ここでは以下のように，同じ形式を 3回繰り

返している。

「名詞＋‘最’＋形容詞」

一个人 精力 最 旺盛、

思想 最 活跃、

追求 最 热烈 的时期，～

⑩（表現）：成語＝‘成事不足败事有余’

「事を成すのにうまく行かなかっただけでな

く，さらにそのことがらを台無しにしてしまう」

という意味の成語である。

⑭（修辞）：‘排比’と‘比喩’

‘这就是∼（これこそが∼である）’という表

現形式が 4回くり返されている。その構成は以

下の通りである。

民主选举，� 这就是 关键，

� 这就是 穴位，

� 这就是 牛鼻子，

� 这就是 中心一环！

そしてさらに�の‘关键（かぎ）’を，�では

‘穴位（鍼灸のつぼ）’，�では‘牛鼻子（輪を

付けて引っ張るための牛の鼻先の穴＝重要な部
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分）’，�では‘中心一环（銃の的＝中心部分）’

というように，具体的なもので比喩して表現し

ている。

⑯（修辞）：‘并列’＝三音節語の連続

ここでは「○○化」という三音節語が 8個連

続している。

�公开化（公開化） �透明化（透明化）

	规范化（規範化） 
条文化（条文化）

�法律化（法律化） �程序化（プロセス化）

科学化（科学化） �制度化（制度化）

これらはこの時代に新聞などで常用され，現

在でも引き続き常用されているものである。

⑰ -1（修辞）：‘并列’＝三音節語の連続

ここでも‘新观念’，‘新精神’，‘新秩序’の

三音節語が 3個連続している。

そして⑯と⑰での合計 11個の三音節語の連

続は，文章にリズムとテンポを生み出している。

しかし‘堂妹夫（‘我’の従妹の夫）’のこれら

の発言は，当時常用されていた語彙を単に羅列

しているだけのものであり，そこからは深い思

慮は感じられない。

⑰ -2（表現）：四字成語＝‘随心所欲’

「自分の思いのままになる」という意味の四

字成語である。

本文⒆

①爸爸认真思考了一大会，脸上的皱纹因思考

而变得更加深刻。②最后，他表态说：“行，我赞

成。不过这里有两道关口。一个是老爷子是不是

赞成，一个是徐姐……”

③堂妹说：“爷爷那儿没事。爷爷思想最新了，

管伙食，他也早嫌烦了。麻烦的是徐姐……”

④我儿子急了，他喊道：“徐姐算是哪一家的人

五人六？ 她根本不是咱们家的成员，她没有选

举权与被选举权。”

⑤妈妈不高兴地说：“妈妈的孙儿呀！你少插

话好不好！别看徐姐不姓咱们的姓，别看徐姐不

算咱们族人，你说什么来着？说她没有选举权和

被选举权是不？可咱们做什么事情不跟她说通了

你就甭想办去！我来这个家一辈子了，我不知道

吗？你们知道个啥？”

⑥堂妹和妹夫也分化了，争论开了。⑦妹夫认

为，承认徐姐的特殊地位就是不承认民主，承认

民主就不能承认徐姐的特殊地位。⑧这是一个根

本性的原则问题，没有调和余地。⑨堂妹认为，

敢情站着说话不腰疼，脱离了实际的空话高调有

什么用？⑩轻视徐姐就是不尊重传统，不尊重传

统也就站不住脚，站不住脚一切变革的方案便都

成了云端的幻想。而云端的改革也就是拒不改

革。⑪堂妹对自己的丈夫说话不客气，她干脆指

出：“别以为你出过几趟国会说几句外国话就有

什么了不起，其实你在我们家，还没有徐姐要紧

呢！”

⑫堂妹夫听罢变色，冷笑一分半钟，拂袖而去。

日本語表現⒆

①おとうさんはしばらく真剣に考え，それに

よって顔の皺がさらに深くなった。②そして最

後に態度を明らかにした。「いいだろう，賛成

だ。しかし関所が 2 つある。1 つはおじいちゃ

んが賛成するかどうか，もう 1つは徐ねえさん

が……」

③従妹が言った。「おじいちゃんは問題ない

わ。おじいちゃんはいつも新しい考えを持って

いるし，まかないの事はとっくに面倒だと思っ

ているから。厄介なのは徐姐さんよ……」

④息子が慌てて大声で言った。「徐姐さんは

どの家の人間なんだ？あの人は始めからうちの

メンバーじゃない，選挙権も被選挙権もないん

だよ。」

⑤おかあさんが不機嫌そうに言い出した。

「お前は口を挟むんじゃない！徐姐さんは私た

ちと苗字が違う，一族の人間じゃないけれど，
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お前は何を言った？彼女には選挙権も被選挙権

も無いだって？だけど私たちが何をしても彼女

を通さないと何もできない！私がこの家にとつ

いでからずっとそうなんだから，私はよく分

かっている。お前に何が分かるんだ？」

⑥従妹と従妹の夫も意見が分かれ，言い争を

始めた。⑦徐姐さんという特殊な存在を認める

ということは民主を認めないことであり，民主

を認めれば徐姐さんという特殊な存在は認める

ことができないと，従妹の夫は考えた。⑧これ

は根本的で原則的な問題であって，譲歩の余地

は無い。⑨確かに，立ったまま話をしても腰が

痛くないというような実際とかけ離れた内容の

無い綺麗ごとは何の役に立つのだろうと，従妹

は思った。⑩徐姐さんを軽視することは伝統を

尊重しないということであり，伝統を尊重しな

いということは地に足が着いていないというこ

とであり，地に足が着いていなければ変革の一

切の提案はすべて雲の上の幻想となってしま

う。そして雲の上の改革はまた改革を拒むとい

うことだ。⑪従妹は自分の夫に対して遠慮な

く，きっぱりとこう言った。「あなたは何回か

外国へ行って少し外国語が話せるということを

偉いと思っちゃいけないわ，実はあなたが我が

家にいたって徐姐さんほど大事な存在じゃない

のよ！」

⑫従妹の夫はそれを聞いて顔色が変わり，1

分半冷笑したが，ぷいっと行ってしまった。

解説と鑑賞⒆

⑨（修辞）：‘比喩’＝直喩

この文の中の‘站着说话不腰疼’は「立った

まま話をしても腰が痛くない」という意味で，

後続する‘脱离了实际的空话高调（実際とかけ

離れた内容のない綺麗ごと）’を直喩している。

⑩（修辞）：句の連鎖

ここでは下記のように句が連鎖して表現され

ている。

これらは因果的な連鎖を表し，その内容は同

じレベルの水平的なもので，結局は「徐姐さん

を軽視する→改革できない」ということを言っ

ている。

⑫（表現）：四字成語＝‘拂袖而去’

この四字成語は「衣の袖を振って去る」とい

う意味で，「怒って，あるいは不愉快な気持ちで

去る」ということを意味している。『三国演義』

や魯迅の『两地书』などに見られる。

本文⒇

①过了些日子，是叔叔出来说话，指出两个关

口其实是一个关口。②徐姐虽然顽固，但她事事

都听爷爷的，爷爷通了她也就通了，根本不需要

人为地制造民主进程与徐姐之间的激烈斗争，更

不要激化这种人为制造出来的斗争。

③大家一听，言之有理，恍然大悟。④种种烦

恼，原是庸人自扰，矛盾云云，你说它大就大，

说它小就小，说它有就有，说它无就无。⑤寻找

各种不同意见的契合点，形成宽松融洽亲密无间，

这才是真功夫！ ⑥一时充满信心，连堂妹夫与

我儿子也都乐得合不拢嘴。

⑦公推爸爸叔叔二人去谈，果然一谈便通。⑧

徐姐对选举十分反感，说：“做这些花式子干啥

嘛。”⑨但她又表示，她此次生病住院出院后，对

一切事概不介入，概不反对。⑩“你们大家吃苍

蝇我也跟着吃苍蝇，你们愿意吃蚊子我就跟着吃

蚊子，什么事不用问我。”⑪她对自己有无选举权

也既不关心，又无意见，她明确表示，不参加我
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轻视徐姐

就是不尊重传统，

不尊重传统也就站不住脚，

站不住脚～

～云端的幻想。

而云端的改革也就是

拒不改革。



们的任何家事讨论。

日本語表現⒇

①数日後，叔父さんが出てきて，いわゆる 2

つの関所は実は 1つの関所であると指摘した。

「②徐ねえさんは頑固だけれど，どんなことで

もおじいちゃんの言うことを聞くから，おじい

ちゃんのところを通れば徐ねえさんのところも

通るんだよ。民主のプロセスと徐ねえさんとの

間の激烈な争いを人為的に造ることは根本的に

不必要だし，さらにこういう人為的に造り出し

た争いを激化させてはいけない。」

③それを聞いてみんなはなるほどと思い，

はっと悟った。④いろいろな悩みごとは，もと

もと凡人などの空騒ぎで，矛盾だとかどうとか

いうのは，つまりそれが大きいといえば大きい

し，小さいといえば小さい，それが有るといえ

ば有るし，無いといえば無いのである。⑤いろ

いろ異なる意見の一致点を探って，ゆったりと

睦まじく親密な関係を作る，これこそがほんと

うの腕前である。⑥そこで，一時自信に満ち溢

れ，従妹の夫と息子までもがうれしくなって，

ずっと笑っていた。

⑦みんなは，おとうさんと叔父さんが徐ねえ

さんのところへ話に行くように推薦し，3 人で

話し合ったところ，案の定，話が通じた。⑧徐

ねえさんは選挙に対して強い反感を持ち，「こ

んな形式的なことをやって何になるんでしょ

う。」と言った。⑨しかし彼女はまた，今回自分

自身が病気になって入院したが，退院後はすべ

ての事に介入しないし，反対もしないという態

度を示した。⑩「みなさんがハエを食べるなら

私も食べるし，みなさんが蚊を食べたければ私

も食べます，どんなことがあっても，私に聞く

必要はありません。」⑪彼女は自分に選挙権が

有るか無いかということに対しても，関心が無

いだけでなく，意見も無く，私たちのいかなる

家事の議論にも参加しないと表明した。

解説と鑑賞⒇

③（修辞）と（表現）：‘并列’＝四音節語の連続

ここでは四音節語（‘大家一听’，‘言之有理’，

‘恍然大悟’）を 3個連続させており，このうち

‘言之有理’と‘恍然大悟’は四字成語である。

‘言之有理’は「言うところには道理がある」

という意味で，『荀子』などに用いられている。

また‘恍然大悟’は「急にはっと悟る」という

意味で，『儒林外史』などに用いられている。

④ -1（表現）：四字成語＝‘庸人自扰’

‘庸人自扰’は四字成語で，「凡人が一人でか

ら騒ぎをする」という意味である。『魯迅書信

集』や郭沫若の著書『洪波曲』などに用いられ

ている。

④ -2（修辞）：‘对比’と‘反复’

ここでは「矛盾」ということについて対比表

現を用いて説明している。

矛盾云云，你说它大就大，说它小就小，

（大きいと言えば大きいし，小さいと言えば

小さい）

说它有就有，说它无就无。

（有ると言えば有るし，無いと言えば無い）

そしてさらにそれぞれの節の中で語が反復さ

れている。

矛盾云云，你说 它 大 就 大，

a b b

说 它 小 就 小，

a c c

说 它 有 就 有，

a d d

说 它 无 就 无。

a e e

⑤（表現）：四字成語＝‘亲密无间’

‘亲密无间’は四字成語で，「親密で隔たりが
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ない」という意味であり，『漢書』などに用いら

れている。

⑩（修辞）：‘对偶’と‘反复’

ここでは対句表現が用いられている。

你们大家吃苍蝇我也跟着吃苍蝇，

你们愿意吃蚊子我就跟着吃蚊子，什么事不用

问我。

そしてさらにそれぞれの節の中で句が反復さ

れている。

你们大家吃苍蝇我也跟着吃苍蝇，

x x

你们愿意吃蚊子我就跟着吃蚊子，什么事不用

y y

问我。

本文�

①看来，徐姐已经自动退出了历史舞台，大家

公推由堂妹夫主持选举。②选举日的临近给全家

带来了节日气氛。③又是扫除，又是擦玻璃，又

挂字画，又摆花瓶和插入新产品塑料绢花。④民

主带来新气象，信然。⑤终于到了这一天，堂妹

夫穿上访问欧美时穿过的瓦灰色西服，戴上黑领

结，像个交响乐队的指挥，主持这一盛事。⑥他

首先要求参加竞选的人以“我怎样主持家政”为

题做一演说。

⑦无人响应。一派沉寂。听得见厨房里的苍蝇

声。

⑧堂妹夫惊奇道：“怎么？没有人愿意竞选

吗？不是都有见解有意见有看法吗？”

⑨我说：“妹夫，你先演说好不好，你做个样子

嘛！ 现在大家还没有民主习惯，怪不好意思

的。”

⑩堂妹马上打断了我的话：“别让他说话，又不

是他的事！”

⑪堂妹夫态度平和，富有绅士派头地解释说：

“⑫我不参加竞选。⑬我提出来搞民主的意思可

不是为了个人争权。⑭如果你们选了我，就只能

是为民主抹黑了！⑮再说，我现在正办自费留学，

已经与北美洲大洋洲几个大学联系好了，只等在

黑市上换够了美元，我就与各位告辞了。⑯各位

如果有愿意帮我垫借一些钱的，我十分欢迎，现

在借的时候是人民币，将来保证还外币！这

个……”

日本語表現�

①徐ねえさんは自ら進んで歴史の舞台から退

いたようで，みんなは従妹の夫が選挙を主催す

るよう推薦した。②選挙の日が近づくと家中が

祝日気分になった。③掃除をする者もいれば，

窓ガラスを拭く者もいる。掛け軸を掛ける者も

いれば，花瓶とプラスチックやシルクの新製品

の造花を飾ったりする者もいる。④民主が新し

い気風をもたらしてくれることは間違いない。

⑤とうとうその日がやってきた。従妹の夫は欧

米を訪問した時に着ていた深い灰色の背広を着

て，黒の蝶ネクタイを締め，交響楽団の指揮者

のように，この盛大な催しを執り行った。⑥彼

はまず，立候補する人に「私はどのように家の

運営を行うのか」という題で演説するよう要求

した。

⑦これに応じる人はなく，あたり全体が静寂

に包まれ，台所のハエの飛ぶ音が聞こえるほど

だった。

⑧従妹の夫は不思議に思ってこう言った。

「えっ？立候補したい人はいないんですか？自

分の見解や意見，考えがあるんじゃないです

か？」

⑨私が言った，「君がまず先に演説したらど

うかね，手本を示してくれ！今みんなはまだ民

主の習慣がないから，何だか恥ずかしいんだ

よ。」

⑩従妹がすぐに「彼に話をさせないでくださ

い，彼のことでもないし！」と私の話の腰を折っ

た。
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⑪従妹の夫は穏やかな態度で紳士ぶって説明

した。「⑫私は立候補しません。⑬私が民主を

提案したのは私個人が権力を握るためではあり

ません。⑭もしみなさんが私を選んだら，それ

は民主に泥を塗ることになるだけです。⑮それ

に，私は今，私費留学の準備をしていて，すで

に北米のいくつかの大学との連絡が済んでお

り，闇で十分なドルに換金できたら，もうみな

さんとお別れです。⑯もしどなたか私にお金を

貸してくださる方がいれば，大変うれしいです。

今お借りする時は人民元ですが，将来はきっと

外貨でお返しします！あの……」

解説と鑑賞�

⑯（社会）：‘人民币’と‘外币’

中華人民共和国の成立によって全国統一通貨

となったのが‘人民币（人民元）’である。その

のち，改革・開放に伴って外貨が国内市場に流

通するのを防止するため，中国銀行は 1980 年 4

月 1日から外国人のための新紙幣である‘外币

（外貨兌換券）’を発行し，外国人には原則的に

この‘外币’を使用させた。これは 1994年 1月

に廃止が決定され，94年末で流通は停止され

た。

本文�

①面面相觑，全都泄了气。②而且不约而同地

心中暗想：③竞选主持家政，不是吃饱了撑的

吗？④自己吹一通，卖狗皮膏药，目无长上而又

伤害左邻右舍，这样的圈套，我们才不钻呢？

⑤真让你主持？你能让人人满意吗？⑥有现成饭

不吃去竞选，不是吃错了药又是什么？⑦便又想，

搞啥子民主选举哟：⑧几十年没有民主选举我们

也照旧吃稀饭、卤菜、炸酱面！⑨几十年没有民

主选举我们也没有饿死，没有撑死，没有吃砖头

喝狗尿，也没有把面条吃到鼻子眼屁股眼里！⑩

吃饱了撑的闹他爷爷的民主，最后闹他个拉稀的

拉稀，饿肚的饿肚完事！ ⑪中国人就是这样，

不折腾浮肿了绝不踏实。

⑫但既然说了民主就总要民主一下。⑬既然说

了选举了就总要选举一下。⑭既然凑齐了而且爷

爷也来了就总要行礼如仪。⑮而且，谁又能说民

主选举一定不好呢？⑯万一选好了，从此吃得又

有营养又合口味，又滋阴又壮阳，又益血又补气，

既增强体质又无损线条与萧洒，既有色又有香又

有味，既省菜钱又节约能源，既合乎卫生标准又

不多费手续，既无油烟又无噪音，既人人有权过

问又个个不伤脑筋，既有专人负责又不独断专行，

既不吃剩菜剩饭又绝不浪费粮食，既吃蛤子又不

得肝炎，既吃鱼虾又不腥气……⑰如此等等，民

主选举的结果如果能这等好，看哪个天杀的不赞

成民主选举。

日本語表現�

①みんなお互いに顔を見合わせて，気が抜け

てしまった。②そして期せずして同じように心

中ひそかに考えた。「③家の運営のことで選挙

までするのはつまらないことじゃないか？④自

分でほらを吹いて，人をだまし，年長者であろ

うと眼中に無いし，周囲の人を傷つける。我々

はこういう策略に乗るもんか？⑤ほんとうにあ

なたに家の運営を任せるのか？あなたは全員を

満足させられるのか？⑥据え膳があるのにそれ

を食べずに選挙をするのは，薬を飲み間違える

のでなくて何だというのだ？」⑦そこでまた，

どうして民主的な選挙を行うのかと，考えるよ

うになった。「⑧何十年ものあいだ民主的な選

挙がなくても私たちは昔どおりお粥に，漬物に，

ジャージャー麺を食べてきた！⑨何十年ものあ

いだ民主的な選挙がなくても私たちは餓死する

こともなかったし，食べすぎで死ぬこともな

かった。レンガを食べたり犬のおしっこを飲ん

だりすることもなかったし，鼻の穴やお尻の穴

にうどんを入れて食べることもなかったじゃな

いか！⑩食べ過ぎて腹が張っているやつが馬鹿

な民主をやると，結局最後には下痢をするやつ
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は下痢をするし，飢えるやつは飢えるに決まっ

ている。⑪中国人というのはこんな風で，無意

味なことをとことんやらないと落ち着かない。」

⑫しかし民主化すると言ったからにはそれを

実行しなければならない。⑬選挙すると言った

からには選挙しなければならない。⑭みんなが

そろった上におじいちゃんまでおいでになった

からには，礼儀を尽くして実行しなければなら

ない。⑮それに，民主的な選挙は絶対に悪いこ

とだと，誰が言えよう。誰も言えやしない。⑯

万が一ちゃんといい人が選ばれれば，今後の食

事は栄養があって口に合うし，女性の身体にも

男性の身体にもいいし，血液循環がよくて元気

が出る。体質が強くなるだけでなく，さらにス

タイルも良くなって格好もよくなる。色がきれ

いなだけでなく，さらに香りも味もいい。食費

が節約できるだけでなく，さらにエネルギー節

約にもなる。衛生基準に合うだけでなく，さら

に手間もかからない。油の煙がないだけでな

く，さらに調理のときの騒音もない。みんなが

意見を言う権利があるだけでなく，さらに一人

一人が頭を痛めることもない。担当者が責任を

持ってやってくれるだけでなく，さらに独断で

行うこともない。残り物を食べないだけでな

く，さらに食糧を浪費することもない。貝を食

べても肝炎になることもないし，魚や海老を食

べても生臭くない……⑰民主的な選挙がもしこ

のようなすばらしい結果をもたらしてくれるの

であれば，どの不届き者が民主的選挙に反対す

るだろう。誰も反対などはしない。

解説と鑑賞�

①（表現）：四字成語＝‘面面相觑’

‘面面相觑’は四字成語で，「お互いに顔を見

合わせる」という意味である。魯迅の『故事新

編』などに用いられている。

②（表現）：四字成語＝‘不约而同’

‘不约而同’は四字成語で，「期せずして考え

や行動が一致する」ということを意味している。

郭沫若の『革命春秋・北伐途次』や茅盾の『劫

后拾遺』などに用いられている。

③（修辞）：成語で‘比喩’＝‘吃饱了撑的’

‘吃饱了撑的’は成語で，直訳すれば「お腹いっ

ぱい食べて，腹がはった」という意味で，「つま

らないことをやる」という意味の直喩である。

④ -1（修辞）：成語で‘比喩’＝‘卖狗皮膏药’

‘卖狗皮膏药’は成語で，直訳すれば「犬の皮

の膏薬を売る」という意味である。通常，犬の

皮で膏薬は作らないので，「ほらを吹いて，うま

いことを言って人をだます」という意味を表す

直喩である。

④ -2（表現）：四字成語＝‘左邻右舍’

‘左邻右舍’は四字成語で，「隣り近所」とい

う意味である。『西遊記』などに用いられてい

る。

⑥（修辞）：‘比喩’＝‘现成饭’

‘现成饭’とは「すでにできあがっているご飯」

のことで，ここでは‘爷爷’‘徐姐’のことを言っ

ている隠喩の表現である。

③∼⑥（修辞）：‘排比’＝疑問文の繰り返し

③から⑥の中で，疑問表現が 5回繰り返され

ている。

⑨（修辞）：‘排比’，‘对偶’，‘比喩’

ここでは‘排比’の手法が用いられ，下記の

ように‘没有∼’という表現が 4回くり返され

ている。

几十年没有民主选举我们也

� 没有饿死，
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� 没有撑死，

� 没有吃砖头喝狗尿，

也 � 没有把面条吃到鼻子眼屁股眼里！

また，�と�が意味的に対極の対句表現と

なっている（‘对偶’表現）。さらに�の内容を

具体的に表現したのが�，�の内容を具体的に

表現したのが�である。つまり�の‘饿死（餓

死する）’とは食べ物がない状況であり，それを

�で‘吃砖头喝狗尿（レンガを食べ犬のおしっ

こを飲む）’というような直喩の具体的な状況

として説明している。同様に�の‘撑死（食べ

すぎで死ぬ）’とは腹が一杯でもう口から物を

入れることができない状況であり，それを�で

‘把面条吃到鼻子眼屁股眼里（鼻の穴やお尻の

穴でうどんを食べる）’というように，口以外の

穴からさらに食べ物を体内に入れるという直喩

の表現で説明している。

⑫∼⑭（修辞）：‘排比’

ここでは‘既然～ 就总要……（∼であるか

らには……でなければならない）’という表現

形式が 3回くり返されている。

⑫既然说了民主 就总要

民主一下。

⑬既然说了选举了 就总要

选举一下。

⑭既然凑齐了而且爷爷也来了 就总要

行礼如仪。

そして①→②→③と進むにしたがって，より

具体的な行為として表現されている。これも

‘层递（漸増法）’である。

⑯（修辞）：‘排比’

ここでは下記のように‘又∼又……（∼であ

りまた……でもある）’という表現が 3 回と，

‘既∼又……（∼であるだけでなく，さらに

……でもある）’という表現が 10 回くり返され

ている。

万一选好了，从此吃得

� 又有营养又合口味，

� 又滋阴又壮阳，

� 又益血又补气，

� 既增强体质又无损线条与萧洒，

� 既有色又有香又有味，

� 既省菜钱又节约能源，

� 既合乎卫生标准又不多费手续，

� 既无油烟又无噪音，

� 既人人有权过问又个个不伤脑筋，

� 既有专人负责又不独断专行，

� 既不吃剩菜剩饭又绝不浪费粮食，

� 既吃蛤子又不得肝炎，

� 既吃鱼虾又不腥气

�，�，�はすべて健康面についての具体的

な内容である。それに続く�から�は食に関連

するあらゆる面からの事柄について，具体的に

述べられている。詳述すると以下のようにな

る。

�＝体の体内と外見のこと

�＝出来上がった料理のおいしさのこと

�＝調理に関するエネルギー資源節約のこと

�＝調理の際の衛生面と手順のこと

�＝調理する際の具体的状況のこと

�＝調理に関する個人の権限のこと

�＝調理に関する政治的なこと

�＝料理に関する家計のこと

�＝食材の衛生面のこと

�＝料理の具体的な腕前のこと

このように、食に関してあらゆる面から具体的

に述べられている。

本文�

①于是开始选举。②填写选票，投票，监票计

票。③发出票十一张，收回票十一张，本次投票
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有效。④白票四张，即未写任何候选人。⑤一张

票上写着：谁都行，相当于白票，计白票五张。

⑥选徐姐的，两票。爷爷三票。我儿子，一票。

⑦怎么办？ 爷爷得票最多，但不是半数，也

不足三分之一。⑧算不算当选？事先没说。便请

教堂妹夫。⑨堂妹夫说世上有两种“法”，一种是

成文法一种是不成文法。⑩不成文法从法学的意

议上严格说来，不是法。⑪例如美国总统的连任

期，宪法并无明确规定。⑫实际上又是法，因为

大家如此做。⑬民主的基本概念是少数服从多

数。⑭何谓多数？相对多数？简单多数（即二分

之一以上）？绝对多数（即三分之二以上）？⑮

这要看传统，也要看观念，至于我们这次的选举，

由于是初次试行，又都是至亲骨肉父子兄弟自己

人，那就大家怎么说怎么好。

日本語表現�

①そこで選挙を開始した。②投票用紙に書い

て，投票し，集計に立会う。③配布した投票用

紙は 11枚，回収した投票用紙も 11枚で，今回

の投票は有効である。④白票は 4枚で，即ちど

の候補者も書かれていなかった。⑤他に「誰で

も良い」と書かれているものが 1枚あった。こ

れは白票に相当するので，白票は合計 5 枚であ

る。⑥徐ねえさんが 2票，おじいちゃんが 3票，

息子が 1票だった。

⑦どうしよう？おじいちゃんの得票数が一番

多いが，過半数ではないし，3 分の 1 にも満た

なかった。⑧当選とみなすかどうか，事前に決

めていなかったので，従妹の夫にどうしたらよ

いか尋ねた。⑨従妹の夫はこう言った。世の中

には 2種類の法があります。1 つは成文法で，

もう 1つは不成文法です。⑩不成文法は法学の

意味から厳密に言えば，法ではありません。⑪

たとえばアメリカ大統領の連続任期は憲法で明

確な規定がありません。⑫しかし実際には法な

のです。なぜならばみんながそのようにするか

らです。⑬民主の基本的な概念は少数が多数に

従うということです。⑭何を多数と言うのか？

相対的多数か？単純多数（即ち 2分の 1以上）

か？絶対多数（即ち 3分の 2以上）か？⑮これ

は伝統を考えなければならないし，考え方も考

慮しなければならない。私たちの今回の選挙の

場合は初めての試みであり，またみな親戚親子

兄弟なので，みんなの言う通りにやればいいで

すよ。

解説と鑑賞�

②（修辞）：‘并列’＝‘选票，投票，监票计票’

選挙の行われる順番が‘○票’という動詞（选

票→投票→监票→计票）を 4 個並列することに

よって示されている。

⑭（修辞）：‘并列’＝四音節表現が 4回

‘多数’の概念が四音節表現で 4回並列され

ている。

何谓多数？

相对多数？

简单多数？

绝对多数？
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