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Ⅰ．家系の資料について
１、問題の所在
丁玲の伝記資料はいくつもある。例えば、『丁玲伝』（周良沛著 北京十月文芸出版社1993
年２月）
、
『丁玲年譜』
（王周生著 上海社会科学院出版社 1997年７月）、『丁玲自伝−中国革
命を生きた女性作家の回想』
（丁玲著 田畑佐和子訳 東方書店 2004年10月初版）、『丁玲年譜
長編』
（王增如李向东 编著 天津人民出版社出版 2006年１月）などがある。これらの書物は
丁玲自身の経験を元に書かれたものであるため、彼女の家族構成や家庭状況については殆ど
触れず、不十分であった。しかし、創作の源となる丁玲の思想及び家庭観の形成過程を知る
ためには、彼女自身の経歴もさることながら、それ以上に生まれ育った環境やどういう家庭
教育を受けてきたかが大切だと考える。そこで本稿では、丁玲の家庭観を知るべく三つの基
本資料を中心に考察したものである。まずは、丁玲の母方の家系についての資料を以下に二
つ挙げて置く。
２、
「丁母回」について
一つめは、丁玲の母親

注①

（余曼貞）が書いた自伝的作品「丁母回 」 である。作品自
注②

体は、清末に生まれ四書五経の教育を受けていた

余曼貞が書いたものであるため、古文と

注③

現代文のどちらでもないので、意味を理解するのに大変な困難を伴う。それに比べて、今回
取り扱った資料「根（私のルーツ）」は、1979年丁玲が76歳の時に書かれた作品であり、比
較的にきれいな現代標準語で書いているので読みやすいものである。
丁玲は母親に女手一つで育てられたため、母親から多大な影響を受けていた。丁玲が４歳
の時に父親を病気で亡くすと、母親は破綻寸前の大家族蒋家を出て、実家の所ある常徳に開
設された、最初の師範学校に入学した。それは将来、教師になって子供たちを食べさせてい
くためであって、自らの幼い頃より憧れの存在であった学校に入ることも目的だった。清末
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時期西洋の思想はすでに湖南に少しずつ浸透し始めて、婦女解放運動が進んでいくつれ、次
第に女子でも男子のように教育を受けられるようになっていたがしかし、社会全体において
はまだまだ女子が学校に入ることに対して偏見を抱く状況にあった。そのうえ、学校側が受
け入れるのは比較的に経済力に余裕があって、年も若い女性たちに限定されていた。貧しい
農民階層には経済的にとても学校に通う余裕などなく、家の農作業を手伝わされていた。「丁
母回 」の記述によっても、1908年常徳女子師範学校成立当時は、良い家柄の娘たちが集
まっていたとされる 。纏足の学生たちは、篭に乗って学校に通っていた。しかし、授業に
注④

体育があったため、纏足の足で体育の授業に参加し走ったりすることが極めて苦痛であった。
そのため、中退する者は後を絶たなかった。しかし、丁玲の母親は纏足の足にも係わらず、
様々な活動に積極的に参加した。そのために、想像を絶する痛みに堪えると共に、毎晩酷く
腫れ上がった足を氷水に浸さなければならなかったという。そして、徐々に纏足を開放し、
天足に近い状態にすることができたのであった。さらに、立場上でも丁玲の母親は追い込ま
れていた。彼女は、結婚して二人の子供

がいるうえに、蒋家の反対を押し切っての入学で

注⑤

あったので、強い性格は若い娘らに負けまいと一生懸命勉強に励んだ。丁玲の男勝りな強い
性格は母親譲りだったことを思わせる。以降、丁玲の母親は師範学校で学んだことを生かし、
先ずは小学校の教員になり、それから自ら女子を受け入れる学校や婦女検徳会の創建にも携
わり、中国近現代の婦女解放運動に大いに貢献することになった。封建社会に生きた女性の
ひとりとして、余曼貞は決して他の女性と同じように男性に寄生して養ってもらうことなく、
終始自立した人間として生涯を送った。
丁玲の母親が書いた自伝的作品「丁母回 」は、文字通り丁玲の母親の一生が、彼女の
経験やエピソードなどと共に綴られた作品である。本編から、丁玲の母親は知識人の家に生
まれたことをはじめ、丁玲の幼い頃の様子や性格に止まらず、丁玲の母が丁玲に対してどの
ような教育方針を取ったかについてまで伺うことが出来るので、丁玲研究にとって価値のあ
る資料であるといえる。父親は丁玲の幼少期に病死し、丁玲は顔さえ覚えていないという。
しかし、父親が全く丁玲に影響を及ぼしていないとは言い切れない。
一方、丁玲は父親にも影響を受けたと考えられる。
丁玲の父親の実家である蒋家は安福県（現在の临澧县）きっての豪族で、丁玲の幼年時代
は専用の使用人付きというお嬢さんぶりであった。父方の田舎には山や小川、一面に広がる
田と広い青空や白雲があって、丁玲は自然豊かなところで育てられた。４年という短い期間
ではあるが、町にある母方の家では目にすることが出来なかった田舎の風景を眺めており、
その風景は幼い丁玲の心に焼き付いたに違いない 。のちの長編作品『母親』にみえる田園
注⑥

の風景描写などに幼少期の経験は反映されていると思われる。
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３、
『母親』について
丁玲が1932年に書いた長編作品『母親』には、丁玲の幼少期の思い出も描かれている。本
篇からは、丁玲の幼年時代の生活と経験したことの数々や当時の家族状況を伺い知る事が出
来るので、丁玲理解には欠かせぬ作品である。そのため、岡崎俊夫氏による日本語訳 も出
注⑦

ある。但し、本篇はわかりにくさも伴っている、例えば呼称の問題である。各親戚について
記述する時は様々な人からみた呼称であるため、一人の人に対する称呼は５通りも生じるの
である。
丁玲の母を例に述べると、①「姑奶奶」（全集第１巻p.121-15, 122-3）②「于五妹」（全集
第 １ 巻p.131-20） ③「 五 妹 」
（ 全 集 第 １ 巻p.132-5, 137-12） ④「 五 姑 奶 奶 」（ 全 集 第 １ 巻
p.118-23）⑤「三奶奶」
（全集第１巻p.120-9, 121-12, 128-8, 132）がある。また丁玲の母親の
３番目の姉に対しては、
「三姑奶奶」（全集第１巻p.118-23, 124-27…）という称呼がある。文
書全体のあっちこっちに見られるが、これを丁玲の母親のことではないことを説明すること
が必要であろう。大家族の場合、丁玲の母親余曼貞のように実家では排行が５番目であるた
め、実家の使用人に「五姑奶奶」と呼ばれるが、夫家では、夫は３番目であるため、そこの
使用人には「三奶奶」と呼ばれるようになるのである。よって、作品に様々な場面で登場す
る使用人（実家か夫家のどちらの家の使用人かわからないまま）たちの台詞の中に、「三姑
奶奶」
、
「五姑奶奶」
、
「三奶奶」などが交差する（他にもたくさんの「姑奶奶」が登場するの
で）うちに誰のことを話しているのか分からなくなり、とてもややこしいのである。丁玲の
母親を「三姑奶奶」と呼ぶ人と同時に「五姑奶奶」と呼ぶ人も登場するというふうに、立場
の違う使用人やどっちの家の親戚であるかによって違う呼び名があるわけである。ともあれ、
作品全体を通して見られる特徴としては、登場人物が多く存在するにもかかわらず作者によ
る注もないから、呼称問題も絡んで、人物を特定するのが極めて難しい作品である。
しかし、
『母親』という作品は、繊細な描写により丁玲の幼年時代の生活ぶりを再現して
いる。また、一大家族の嫁であり、若くして未亡人となり二人の子供を抱えたまま生計を立
てた母親の苦労もよく表している。これらが、辛亥革命の前夜に、湖南省の武陵（現在の常
徳）まで革命党の活動が広がっていたことなどの歴史的背景を踏まえて書かれているので、
視野の広い作品となっている。端的にいうと、『母親』は丁玲が自分の母親をモデルにして
書いた作品である、執筆連載中に丁玲が国民党に逮捕監禁されたために、本篇は未完に終わ
ってしまった。それにも係わらず、丁玲は作中人物を通して十分に自分の幼年時代の家庭生
活や未亡人となっても屈せずに女性学を提唱した母親の偉大さを描くものである。これらの
描写に丁玲のメセッジを見出すことが出来るのである。それから、実際にあったできことで
ある、余曼貞の女姉妹の義理の弟は革命党の一員で、革命活動に参加し犠牲になったことも
作品の最後に織り込まれていたことによって、さらに本作品のノンフィックション度を増し
たといえよう。
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以上挙げた二つの基礎資料は、いずれも丁玲或いは丁玲の母親（余曼貞）の経験や育った
環境についての記述で、主に丁玲の母方家系を知るための資料である。しかしながら父方の
資料は、なかなか表面に現れなかった。ところが、『丁玲全集』第10巻に収められた初出の
資料『遥的故事』──第一章「根」という作品は、丁玲の父親にまつわる幾つかのことが
丁玲の手によって明らかにされているのである。例えば、丁玲の父親の性格・父親の排行・
兄弟の人数、それから父方の祖父、曾祖父の職業、さらには明末清初の時代に溯って蒋家の
起源まで書いてある。本篇は1980年末に書き始められるも、残念なことに未完に終わった。
それでも、父方の資料として数多く価値ある内容が含まれるので、訳出し注を付した次第で
ある。
Ⅱ．父系の資料「根（私のルーツ）
」について
１、解題
本篇の原題は、
『遥的故事』──第一章「根」である。本篇を収める『丁玲全集』第10
巻の注釈によると、これは丁玲が書き残そうとした回想文の一部分であって、1980年末にア
モイのコロンス島 においての療養中に書かれた作品ある。当時、76歳の丁玲はそのほぼ九
注⑧

ヶ月前である３月10日に乳癌の手術を受けていた。
この作品は第１章で終わっている、或いは第１章でさえも未完に終わっているというべき
かもしれない。丁玲はこのあとに何を書きたかったのか、どういった原因で完成出来なかっ
たのかなどの疑問が生ずることになる。ともあれ、他の資料では知ることができなかった丁
玲の父親蒋浴嵐の実家である蒋家の由来についての記述の見えることが、本篇を何よりも特
徴付けている。なぜなら、今までの丁玲伝記における父親の記述は、大概以下のレベルを超
えなかったからである。
「父親の実家の名字は蒋で大地主であったが、丁玲４歳の時に父親
が病死すると蒋家は間もなく没落した」というものである。丁玲の父親は兄弟が何人いたか、
何に従事していたかについては、全く知り得なかったのである。
さらに、従来の記述では丁玲の父親といえば、馬に乗れないのに馬の鞍に凝っていて、高
価なものを集めており、欲しい人が現れると気前よくプレゼントしたと言ったり、日本に留
学するも一年で中退したというところに印象が残るものであった。これでは、ハングリー精
神のない道楽に耽るお坊ちゃんというイメージが固まってしまう。そのうえに、丁玲の父親
は病死すると間もなく蒋家が没落したと記述されているので、蒋家が没落したのは丁玲の父
親の浪費癖が原因だとなってしまうだろう。
しかし、
「根（私のルーツ）
」に描かれる丁玲の父親像は、一味も二味も違うものとなって
いる。彼は病人の為に奔走し、お金に困っている患者からはお金を取ることがなく、助けを
必要とする人に精一杯援助をしたという人格者ぶりも描かれており、今までの丁玲の父親像
とは大いに異なるものとなっている。さらに、父親のほうの兄弟や親戚についての記述も多
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くみられる。従って、この未完の回想文は、丁玲の家系についてより多く知ることが出来る
貴重な資料ということができるのである。
２、
「根」の資料的特徴
「根」の資料的価値としては、丁玲の父系親戚を細かく書かれているところにある。これ
によって丁玲の家系をより詳しく把握することが出来るのである。例えば
①丁玲の父親は排行３番目で、兄二人がいて男兄弟では末子であること。（丁玲の）伯父
たちの妻や息子たちそれぞれの性格までかなり詳しく書かれていること。
②時代を遡って、明末清初の蒋家の起源と言われた蒋氏兄弟のことや、丁玲が母や親戚等
に聞いた曽祖父及び祖父の時代の話も記載してあるので、丁玲父系の家系図を作成する
上に役立つこと。
③丁玲の父方の男兄弟について把握でき、分家する前の蒋家の総資産を推測することが出
来ること。
④丁玲の処女作『夢珂』に登場する上海美術専門学校は、劉海栗が創立した美術専門校で
あることがわかった点。
⑤丁玲の父親は、病弱であったが、自分と同じような病気に苦しむ人を助けようと、漢方
薬の店を開いていたこと。
これらの記述は丁玲の他作品及び資料ではみられない記述であって、本資料の特徴となっ
ている。
３、
「根」の社会的背景
①

執筆に至るまで

丁玲は、1950年代の反右派闘争や60年代の文革で批判逮捕された後に労働改造を強いら
れ、78年になってからようやく「右派」のレッテルがはがされたのである。しかし、実際レ
ッテルがはがされたあとも、農場での暮らしを強いられた。翌年（1979年）の２月に病気の
治療を受けることが許可されてはじめて北京に戻れて、事実上の名誉回復がなされた。それ
とともに、丁玲はそれまでの人生においての体験を題材に数多くの回想文を書き始める、本
篇「根」が書かれたのは解放されて１年後の1980年である。丁玲は自由を手にすると生涯触
れ合った人々を振り返るとともに、自分のルーツを探ったと考えられる。
その後、丁玲は五十九年ぶりに故郷の臨澧県を訪問した 時はじめて蒋家の家譜 を見た
注⑨

注⑩

とされる。そこで、丁玲は自ら二千年あまり続いた蒋家の栄と没落は中国封建社会を反映
し、まるでその縮小版であるかのようだと厳しく評価した。「我是人民の児女」において、
はじめの部分は、蒋家についての記述はいくつあったものの、全て批判の姿勢を示していた。
従って、詳しいことの記述も見られなかった。
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『丁玲研究資料』 の「丁玲生平年表」に依れば、丁玲は1980年12月に療養をするため北京
注⑪

を離れアモイに行っている。79年の初めから80年までの２年間の間に丁玲は、失った時間を
取り戻すかのように大量な文学作品を世に送り出していた。例えば、散文には「牛棚小品」
（
『十月』季刊1979年第２期）
、
「向警予同志给我的影响」（『収穫』1980年１月25日第1期）等
があり、回想文には「 于左 的片断回 」（『新文学史料』1980年２月22日第１期）等があ
る。これらの回想文の数々や散文に続いて、本文が扱う丁玲の父系の資料『遥的故事』─
─第一章「根」はアモイのコロンス島で執筆されたのであろうと推測することが出来る。な
ぜなら、初出の『丁玲全集』の第10巻256頁の原注に「これは、1980年末に丁玲がアモイの
鼓浪屿で書いた自伝の始め部分である。のちには、なんらかの原因で未完成となった。」と
載っているのみならず、
『丁玲年譜』においてもこの時期の丁玲について「12月25日抵厦
鼓浪屿疗养院」 という記述が見られる。これで、「根」が執筆された時間と場所については
注⑫

確定できるが、
『丁玲年譜』には同時期丁玲が発表した作品について、散文「北京」（『大地』
1981年第1期）あるのみで、
「根」の執筆について言及しなかったのである。さらに『丁玲研
究資料』の「丁玲生平年表」においても、最後の記述として1980年12月に丁玲は療養をする
ためアモイに行ったことを書いているが、作品を書いたことについては触れていない。その
後丁玲は入退院を繰り返し、体調が悪く文学創作ができる状態ではなかったと考える。従っ
て、
「根」は丁玲にとって最後の創作となってしまった。ただし、短文を数えるならば1985
年まで執筆を認めることができるので、本篇で絶筆したわけではない。
それでも、
「根」は最後の力を振り絞って書かれたという丁玲の執念のようなものを感じ
させる作品である。
②

執筆の背景について

丁玲が父系の資料を明らかにし、自伝の一部として執筆することには、当時の中国社会を
支配していた独特の雰囲気、丁玲にとってはリスクとなる社会的風潮を抑えておく必要があ
る。
そもそも丁玲が長々「政治犯」として処せられてきた原因には、丁玲の言動もさることな
がら「出身の悪さ」が問題とされたのである。「出身の悪さ」とは、丁玲の父方が大地主で
あったということに尽きる。文化大革命が終結するまでは、「出身論」と称される、血筋の
良し悪しが本人評価に直結するという粗爆な身分決定方法がまかりとおっていた。
丁玲が「根」を執筆した1980年は、すでに文革が終結しており、改革開放政策がはじまっ
ていたが、反右派闘争から数えても22年にわたって丁玲を苦しめた「出身論」的な価値観に
対して、丁玲は簡単に警戒心を解けなかったはずである。丁玲は自らの立場を表明するため
に、至るところで自分はもう蒋家とかかわりがないと主張してきたように、「我是人民の児女」
一篇においても「蒋家の没落は必然で、一族は封建社会と共に、共産党が導く新民主主義革
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命及び社会主義革命によって完全かつ徹底的に埋葬されて実によかった」（丁玲が1982年10
月30日臨澧県での講演稿による）と述べたことがあり、共産党を讃えて地主を非難した。丁
玲が正式に（書面上）名誉回復したのは1984年８月であったことを考えても、その心情を推
察することができよう。
それでも丁玲が執筆にかかったのは、彼女が乳ガンを患っており、療養に入ったとはいえ、
自分に残された時間を思わざるを得なかったのではなかろうか。
しかし、丁玲は慎重であった。「根」は執筆後すぐの発表を前提として書かれたものでは
なく、書き残すというかたちで綴られたのであった。結局本篇は、丁玲が無くなったあとに、
夫の陳明によって発表され『丁玲全集』に収められることになった。
本編の資料的価値は、丁玲の父親及び父系の事情を伝えているところにある。死を目前に
した丁玲が、全部を書き残すことができなかったにせよ、少なくともこれまでの自伝的資料
の欠落を埋めようとした意図は果たしている。「根」という題目は、丁玲の創作意図をよく
表している。
「私のルーツ」と訳した次第である。
Ⅲ．資料の中国語訳
遠い昔のこと

＊

第一章
安福県

〔一〕

ルーツ

の蒋家は、お金持ちで家族の多い一族であった。曽祖父の時代は、遠い親戚ま

で含めると全部で何人いるのか、蒋家の人間ですら分からなかったというくらいだから、外
部の人には知るすべも無かった。ただ、安福県にある全ての大きな家は、見渡す限り全部蒋
家のものであることは知っていた。
蒋一族は、みんな裕福で、財産の多寡に係わらず役人になっていた。役人の家には、皇帝
に下賜された金匾

〔二〕

が掛けられており、節烈夫人

〔三〕

の牌坊

〔四〕

があちこちに建てられてい

た。一族に関する言い伝えは数多く残っている。
安福県の蒋一族は、湖南省西部の一帯において、よく知られる富豪であった。しかし、家
を出た５歳の頃私は、破綻した家庭の父なし子となってしまったのであった。寡婦となった
母親と母の胸で乳を飲むようやく一歳になったばっかりの弟と共に、私はこの一族と関係を
絶ったのであった。私は、蒋という苗字だが（のちに蒋という苗字さえも捨てた）、この一
族とは、事実上何の関係も無くなっていたのに、いつも幹部調査票を書く時に、出身欄に
「没落地主」と記入していた。実際のところ、私は母の職業に沿ってせいぜい「定職無し」
と書けただけであった。しかし、古くからの習慣に従って私はいつも父親の戸籍に基づいて
＊

この文は、1980年末丁玲がアモイの鼓浪屿で書いた回想文のはじめの部分である。のちになんらかの原因で未完
成となってしまった。
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真正直に自分が地主階級であることを認めてしまった。これが原因となり、後の人生でいろ
んなレッテルをはられる根拠を与えてしまった。
由来を探れば、明末清初の時代にまで遡る。ある人が兄弟二人を連れて何処からともなく、
この地にやってきた。兄は蒋光清で、弟は蒋光業という名であった。時が経ち、この兄弟は
お金持ちになった。彼ら兄弟は金塊を見つけたと言う者もいれば、元々ほかのところに隠し
たお金が沢山あったのだと言うものもいた。そういった勝手な推測は多く、流布する作り話
も多いけれども、そんなことにはお構いなく、お金や財産が増える一方であった。お金があ
れば役人も出て、赤い珠・青い珠（役人の帽子には珠が付いていて、色は赤、白、青などが
あり、色で官職の品位を表していた

）の人たちが出入りしていた。代々言い伝えられて

〔五〕

きたところによると、蒋光清が本家をなし、その子孫の大半が田舎に暮らしており、蒋光業
の方は子孫の大半が町で暮らしていた。蒋光清の一族には役人は多くいたが、財産は弟の家
の方に及ばず知名度も少し劣っていた。私が郷里を離れて何十年間のあいだにも、湘西方面
とりわけ澧県・石門・桑植などの人に会うと、必ず「あなたは、蒋光業の何代目ですか」と
聞かれる。もちろん、彼らはすでに中高年の人たちで、今の若い世代では知っている人は殆
どいないと思う。
私は蒋光清本家の子孫

に属し、由緒ある渥沙溪

〔六〕

の蒋家である。渥沙溪の屋敷は、曽

〔七〕

祖父が残したもので、四番目と六番目の祖父に分配された。私が知っている家系は、大体こ
の曽祖父以後のものである。それ以前の祖先やほかの曽祖父のことについては、殆ど聞いた
こともないので、逸話があったとしても断片的で繋がりが見出せないので、ここには記さな
い。
私の曽祖父の名前は、蒋朝輝である。進士

となり、上海道の道台

〔八〕

をやっていた時に

〔九〕

上海の女性を娶って一子を儲けた。その子は後に私の７番目の祖父になる人である。上海人
の奥さんは妾であるため、安福に連れ帰った時は、暫らく家のものに内緒で別のところに住
まわせた。その後、ようやく祖先の霊廟に礼拝されることを許された

。７番目の祖父は、

〔十〕

蒋家において差別を受けていたので、分家の時も財産分与は少なかった。しかし、曽祖父が
嘗て上海人の奥さんとその息子に沢山の金銀や財宝をこっそりと渡したという噂が流れた。
私の祖父蒋聖書は長男で、官僚（役人）であった。雲南・貴州一帯の貧しいところに赴任し
ていたため、財物を収奪できなかったところか、いつも家からお金を持ち出して使っていた。
そして、在任中に亡くなった。祖父には息子が三人おり、父親は一番下で、祖父がなくなっ
た時は７、８歳になったばかりであった。祖母が息子三人を女手一つで育てたが、父親が15
歳になって独立して一家を構えたときに、父の妹つまり私の叔母を連れ父親と一緒に暮らす
ようになった。
一番上の伯父は幼い頃より阿片を吸い、怠け者だった。伯父の妻は、意気地なしであっ
た。息子は３人いた。一番上の従兄弟は医者であったが、弟は二人とも道楽に耽るお坊ちゃ
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ん。分家したのち間もなく貧しくなり、いつも外でぶらついていた。始めのうちは、家にあ
った金品をこっそり盗むくらいで収まっていたが、のちには覆面をして強盗を働き始めた。
夜中に家に忍び込んでは財産、食料、穀物や衣料品などを強奪した。さらには酷いことに、
伯母の経帷子さえも持ち去った。二人息子たちの妻はどうしようもなくなった果てに、こっ
そり身を売ってその日稼ぎをし、役人の家柄の面子を台無しにした。
二番目の伯父蒋保仁は、学問のある人であった。他者と折り合いをつけるのが下手であっ
た。彼は何度も挙人になるための試験（郷試）に挑戦したが、いずれも試験場内で下痢を患
ったため答案を書き終えることが出来ず、合格に至らなかった。彼は一緒に受験した従兄弟
のせいだと思い込み、怒りが収まらず、出家してしまった。伯父が出家したのは、私がこの
世に生まれる前のことである。ところが私は７、８歳ぐらいになった時、伯父は突然渥沙溪
辺りに現れた。家人の話によると、ある日、彼は本家から50キロ余り離れた自分の家に帰っ
てきて、迷わずに居間まで上がり込んだという。使用人たちは皆稲刈りに行っていたから、
誰もいなかった。当時、息子つまり私の従兄弟である蒋伯铭は、すでに長沙の学校へ行き、
娘もすでに死んでいた。
（その日は）二番目の伯父の妻は足を怪我してまだ治っていなかっ
たので、一人で居間

のベッドに座っていた。広間の方から「阿弥陀仏」という声が聞こ

〔十一〕

えてきたので、居間から訪ねると和尚さんであった。和尚さんは、蒋保仁に頼まれて手紙を
届けにきたといった。伯母は使用人を呼んだが、誰もいないので、仕方がなくその人を部屋
に招きいれた。和尚さんは部屋に入って窓の真ん前に座ったので、逆光で顔をはっきり見え
なかった。ただその人が言うには、南海に向かっている時に、普陀

〔十二〕

で蒋保仁に会って、

彼は元気そうだった。自分が湖南に行くことを知って、家の様子を見に行くと共に、家族を
安心させてほしいと頼まれたということであった。二番目の伯母は、泣きながらに私の父親
が死に、残された母子は家を出て生計の道を図っていることや、娘が死んでしまい、息子は
長沙へ行ってしまったことなどを話した。今は彼女一人ぼっちで家を守っていて、生活は大
変なうえに病気がちなので、いま仏を信仰するようになり、菩薩の加護にすがって夫の帰宅
を待ち望んでいる等々を話した。しばらく経って、使用人が戻ってきて、和尚さんに何か食
べたいものがあるかと伺うと、残り物でもあれば十分ですと言う。そこで、炒り粉

にお

〔十三〕

湯を注ぎ、揚げパン二切れを添えた。和尚さんは食べ終わるとおもむろに立ち去った。
間もなく家の執事をやっている人がかけてきて、和尚さんを見てないかと尋ねた。いま出
て行ったばっかりだと答えると、和尚さんは蒋保仁だと言って、踵を返し追っかけて行った。
二番目の伯母は、びっくり仰天した。よくよく考えてみるとさっきの和尚さんは、広い袖で
二度涙を拭いていたし、炒り粉のスープと揚げパンは昔からの大好物であったと思い出し
た。結局二日間探し続けたが、彼の行方は分からなかった。和尚は祖廟に行って、私の父親
も眠っている祖父母のお墓に参ったところを見た人がいた。二番目の伯母さんは、何日も泣
き続け、十年前に出家した時よりもっとひどく泣いた。今回は、伯父の最初で最後の帰省で
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あり、もう帰ってくることは絶対にないと伯母には分かっていた。彼は、本物の和尚さんに
なっており、行脚僧であった。伯母とはすでに異なる世界に隔てられて、死後でなければ会
うことが不可能になっていた。それで、伯母はますます釈迦さまへの信仰を深め、死んでも
う一度夫と連れ添いたいと願っていた。それにしても、伯父はすでにこの世を捨て、出家し
て十年も経ているのに、今になってどうして家庭を忘れられず、はるばる様子を見に帰って
きたのであろうか？
1923年、私が上海にいた時、母親からの手紙で、従兄弟の蒋伯铭
上海美専

〔十四〕

も上海に来ていて、

で絵画を学んでいることを知った。上海に出た理由は、故郷のある人がもたら

〔十五〕

した情報による。その人がいうには、安徽省の九華山

に行ったとき、そこの大寺の住職

〔十六〕

と知り合った。ある日、住職と囲碁を打ったところ、言葉に安福なまりがあるのに気付き、
さり気なく俗姓を聞いてみたところ、苗字は蒋で、安福の人ですと住職が答えた。同郷の人
は思慮が無く、すぐに「おや、わかったぞ。あなたは蒋保仁でしょう」と言ってしまった、
住職は威儀を正して否定した。自分は当地の者で、安徽省にある安福県の出身だと言いっ
た。同郷の人は口を滑らせたことを後悔し、翌日再訪したが、住職は旅に出てしまったとい
うことであった。
この話が伝わってから、二番目の伯母は、毎日のように「九華山」に行きたいと騒ぎ、旅
費のために田を二枚売ったほどだった。しかし、祖廟を管理していた叔父さん

と一番上

〔十七〕

の伯母さん

、父方の伯母さん、彼女の実家の人たちに引き留められたので、息子の蒋伯

〔十八〕

铭を安徽に行かせ、父親を捜させることになった。ところが、蒋伯铭はお金を受け取ると、
九華山でなく上海に赴いて、劉海栗

が設立した美術学校に入ってしまった。当時彼はす

〔十九〕

でに二十四、五歳で、妻も娶っていた。父親に会える確率は極めて低いと思っており、前か
ら上海の煌びやかな租界に憧れていたので、まとまったお金を手にすると真っすぐに上海に
やってきたのだった。二年間絵画を学んで、千元余りのお金を使い尽くし、ある女性と付き
あったが上手くいかず、二進も三進もいかなくなって帰郷したのであった。あるいは、伯母
さんが亡くなったことが原因で、中途退学するしかなかったのかもしれない。
物事はいつも複雑である。この伯父は出家して、何年も中国各地を放浪し、大きな寺の住
職にもなっていたので（もしも噂が本当であれば）修行を積んでいるはずである。しかし、
1930年の春に私が母親から貰った手紙には、こんなことが記されていた。二番目の伯父さん
が、ウラジオストック

から息子へ送った手紙が家に届いていた。手紙は、彼はすでに峨

〔二十〕

嵋山

において悟りを開き、今は息子の救済に取り組み始めたので、息子にちゃんと修行

〔二一〕

に励んで良い知らせを待つようと記されていた。親戚中で、信ずるものと信じないものと、
意見が分かれた。私は、もとより信用しなかったが、その時伯父さんはもう六十歳を超えて
いることを思うと、同情を覚えずにはおれなかった。出家した三十数年間を一体どのように
過ごしてきたのだろう。それは自分自身が一番よく知っているはず。信徒になって、心底よ
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り帰依しているのに、どうしていつまでも家庭を思い切れないのか。それでは宗教の信徒と
して失格である。伯父は宗教を信ずる振りをして、周りの人をごまかしているだけ。彼は人
をごまかさずにいられず、本当のことを話せなかった。彼は袈裟を羽織っているが、心の中
では終始俗世間を忘れられずにいたのだ。それならば、伯父はどんなに辛かったこと。私は、
伯父に手紙を書き、慰めようと思ったが、忙しくてついに書けなかったのだ。時が経ち、こ
のことは立ち消えになっていた。
私の父は、生まれつき素質がよかったため、十四、五歳の若さで秀才

に受かった。蒋

〔二二〕

家の秀才というのは、値打ちが無いと言われていた。財産の蓄えがあるゆえ、安福県では毎
年正規の定員外に、２名分が蒋家に与えられていたからである。しかし父は正規合格だった
と思われる。父が十数歳で綴った文を読んだことがある。これは母親が大事に保管していて、
いまは私の手元にあるものだ。先生の添削も入っており、きちんと書かれていた。八股文

〔二三〕

ではあるが、自説を上手く取り入れている。いま読むと、例の陳腐で中身のない話が鼻に突
くけれども、子供があれ程までに起承転結を踏まえて論証を行えるのは、努力を積んだ結果
であろう。秀才というのは、現在でいうと小学校卒業くらいのレベルとみなせる。現代の小
学生は、知識の量から言うと秀才に勝るといえる。しかし、歴史や文章の表現力については、
文言の使い方が適っている。詩・詞・歌・賦の作り方などの面でも当時の秀才の方が基礎的
学力がうえであるようだ。
父は、挙人

さらに進士

〔二四〕

へと段階をふんで昇っていかなかった。それは、望まなか

〔二五〕

ったからではなく、朝廷が洋務に傾き、科挙制度を廃止してしまったからであった。もとよ
り私たちのような家は、官僚となって租税を取って生計を立てるのだが、なかには穀物投機
で商売をする人もいた。それらは、官僚が牛耳じっており、財力と高い官位がなければ出来
なかった。そのため父には、小作料を取り立てて生計をたてるしか道がなかった。母の話に
よると、分家

の時は大よそ百石分

〔二六〕

（即ち六百から七百畝）ほどの田があったそうだ。

〔二七〕

この程度の資産は、蒋家の中では中の下クラスである。その後たびたび切り売りされていた。
祖母がなくなった時に少し売られ、父が母と結婚する時にも少し売られ、伯母が嫁ぐ時にも
少し売られた。母が蒋家の嫁であった時は、まだ四十から五十石分の田は残っていると思っ
ていたが（母は直接財産の管理をしていなかった）、しかし毎年切り売りされて、父が亡く
なった時には十石くらいしか残っていなかった。母は父が残した借金を返すために、思い切
って田の中の苗まで含めて全部弁済に充てた。毎年の修繕費や祖先を祭る時の費用に備えて
一石余りを残しほかは、全て売りつくした。
母が残していた父の形見から、父は才気あふれた人であったことが窺える。十代で作った
文章は言うまでもなく、母が何より大事にしている、二つの白磁

の湯呑み茶碗に描いた

〔二八〕

模様と書かれている詩によく表している。模様は、私の父が暇つぶしに自ら彫刻したもので
あり、父の字である「幼嵐」も刻んであった。さらに、父が母にプレゼントした楕円をした、
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取手付きの琥珀で出来た手鏡がある。そのデザインは極めて美しく選んだ人の趣味と鑑賞水
準の高さが伝わってくるものであった。母は金銀で出来た首飾りや貴重な骨董品を全部手放
したが、ただこの手鏡だけは残した。形見として残しただけでなく、その鏡を日用品として
のみならず、芸術品としても好んでいたからだ。
遺品の中に医学書もあった。中身は、李時珍

〔二九〕

の『本草綱目』

〔三十〕

を使った臨床記録と

いうべきものだ。父は幼い頃から病気がちだった。田舎では医者を見つけることは容易では
なかった。そこで、軽い病気の時は自分で医学書を引いて処方し、病の重いときは判断に迷
うので、医者を家に招いて何日かいてもらった。一日中暇なので、医者と一緒に病について
研究し、さらに本で裏づけをした。長患いは名医を作るという諺があるように、徐々に父は
家族をそして親戚をさらに近所の人を診察するようになった。それからというもの、近くの
人でも遠く離れた人でも父を尋ねてきた。父は、気さくな人だったので、頼まれさえすれば、
真夜中でも籠に乗り病人の元へ駆けつけたという。処方箋を出しも、田舎ではすぐに薬の入
手が難しい時もしばしばであった。そういったとき父は、自ら買ってきて病人に届けた。そ
の後もこのようなことが増えたので、父は近くの町で漢方薬の店を開くことにした。薬を売
っても、顔見知りなら台帳に付けて掛け売りを認めたので、お金払う人がだんだんと少なく
なり、掛け買いをする人が増えてしまった。それらの掛け売り金は返されることがなければ、
請求する術もなかった。漢方薬局を切り盛りする人は店の前途に見切りを付けて、遅かれ早
かれ倒産するだろうから今のうちにと思い、店の現金や薬の在庫を全て持ち逃げしてしまっ
た。父は、落胆もしなければ、追求もしなかった。ただ、店をかまう前と同じように、入手
しにくい薬を少し多めに用意しておき、患者が必要に備えた。父が残したこの医学書を、母
は大事に扱って、手放したくなかったが、一番上の伯父さんの長男、つまり、私の従兄蒋一
卿が医者となり、どうしても欲しいと望んだので、母は譲ってしまった。のちに、母はこの
ことを思い出す度に、写しを取っておくべきだった、そうすればもっと多くの人の役に立っ
たのにと、悔やんでいた。しかし、仕事に追われたりして引き延ばしているうちに、取り戻
せずにいた。従兄が死んでしまうと、どこかにいってしまった。
母の父に対する印象は、ちっとも良くなかった。母は、幼い頃から人の言いなりにはなら
ず、本を読み、外での活動を好んでいた。女は才無きことが徳なりという封建社会において、
才能を発揮することができずにいた。夫の力を当てにすることが出来なかった

〔三一〕

けれど、

その聡明さを心から尊敬していた。父の存命中のある時、母が病気を患い医者に診てもらっ
ても全く効果がなかったのに、父が診察し薬を処方したら、たちまち快方に向かったのであ
った。
（未完）
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注：
①

丁玲の母親は、1878年（光緒４年）７月（旧暦）生まれで、1953年５に北京でなくなっ
た。享年75歳である。

② 「丁母回憶録」は、民国30年、正月、12日（1941年２月７日）丁玲の母親が63歳のとき
に書かれた自伝である。
③

丁玲の母余曼貞は、1884年数え７歳の時に、２番目の兄と甥（一番上の兄の子で、２番
目の兄よりも３歳年上である（『丁玲全集』第１巻p.230-18原文は「居孀的嫂病故、遗有

」
）と一緒に学堂に入った。翌年、３番目の弟も同じ所に入って
一子…侄比二兄要三岁。
いた。先生は、とても体罰が厳しく恐い人だったという。勉強の内容は「子曰く、子曰く
…」であったが7歳の余曼貞（丁玲の母）はすでに学校で学んだことを仲のよい使用人に
教えていたことから、将来先生になる素質があったと言えよう。
④ 「丁母回憶録」
『丁玲全集』第１巻p．271〜278
⑤

丁玲は、３人兄弟であったが、姉は一歳半で夭折したため、1908年当時は、丁玲と一歳
くらいの弟の二人兄弟であった。弟の名は「大」旧暦の1907年８月29日生まれ。丁玲の父
親がなくなったのは、同年の５月20日（旧暦）である。つまり、丁玲の弟は父親が既に病
死した後に生まれたのだ。
『丁玲全集』第１巻p.265〜268

⑥

実際丁玲は、父の死後この幼年時代を過ごした田舎へ帰ったのは一度のみ、しかし、丁
玲は過去暮らした田舎の風景をよく覚えていた証拠として、長編小説『母親』にも見られ
るように、田舎の風景に対する細やかな描写に長けていた。ゆえに、幼年時代に暮らした
安福県の風景が丁玲の心に焼き付いていたといえよう。丁玲が左翼作家連盟に加入し、作
風を変えようとした時に選んだ題材も農村であった。その時書き上げた作品「水」は彼女
の作風転換期においての代表作として数えられる。そして、丁玲が一生を通して作品創作
において農村題材を好むのも心の中に田舎への熱い思いが秘められているからだというこ

とができる。
⑦ 『母親』丁玲著 岡崎俊夫訳 本の友社2002年復刻版（大陸文学叢書５）
⑧

コロンス島は、中国のアモイに位置する観光と避暑の島である。アモイ（福建省南部の
沿岸に位置し、中国十大観光都市である）の西南に位置し、面積僅か1.91平方キロメート
ル。住民は約２万人。ピアノ所有率は中国一位であることから「钢琴岛（ピアノの島）
」

と呼ばれ、音楽の揺りかごと称賛されているような情緒豊かな場所である。
⑨ 『丁玲年譜』
（王周生著 上海社会科学院出版社 1997年７月）p.167によれば、丁玲は1982
年（78歳）10月26日に湖南の臨澧県に着いたとされる。この時期、丁玲は湖南出版局と湖
南人民出版社の招待により陳明・周良沛などと一緒に長沙・常徳・臨澧を訪問していた。
参考文献：徐紹鈞「一代文宗革命人──記丁玲同志故郷行」（『桃花源』1983年第1期）
⑩

丁玲が1982年10月30日午前、臨澧県の県直轄機関幹部会議においての講演内容にみる。
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のちこの講演は「我是人民の児女」という題で『臨澧文芸』1983年第１期に発表された。
原文「数日前、私は県档案館で最近発見された『蒋氏宗譜』を見た。」
⑪ 『丁玲研究資料』袁良骏 编 天津人民出版社 1982年３月。p.35〜38
⑫ 『丁玲年譜』P.152

下から４行目「十二月二十五日、抵厦門鼓浪屿存養院。」とある。

訳注：
（一）

湖南省西北部にある町で、現在は临澧县という。丁玲の父親の実家がここにある。

〔二〕

金の文字を入れた横額。

〔三〕

夫の死後、節を守って殉死した女性。

〔四〕

鳥居に屋根を付けたような形をした、貞節な女性を顕彰するために建てられたものである。

確認された最も早いものは、紀元前400年頃の春秋時代である。しかし、その頃の牌坊はまだ極
めて簡単なもので、木に飾りを付けただけだった。隋・唐時代になると、「鳥頭門」と呼ばれる
ようになり、彫刻が施された。それが宋代になると、さらに威厳を増し、飾りも贅沢になり、名
は「閥門」に変わった。明・清時代になると牌坊の数が激増し、形も大きく変わった。数は、全
国で大よそ3000軒まで増えた。形は、それまで２本柱だったのが、最大８本柱のものまで現れた
ので、東屋や正方形のものもある。材質も、それまでは木で出来たものだったに対して、石や漢
白玉（大理石よりも少しきめの粗い白色の岩石）になってますます見栄えもよく、ものによって
は龍や鳳凰など伝説上の動物の細かな模様が施されていた。これらは、優れた家柄をあらわして
いると共に、社会的地位と権勢の象徴でもあった。
〔五〕

中国帝政時代の官吏は、制帽の上にある珠の色と質で品級を分けていた。色は赤・白・青な

どがあって、材質は珊瑚、真珠、サファイアなどがある。
〔六〕

丁玲の祖父、曽祖父は長男である。付録の家系図を見る。

〔七〕

渥沙溪については、湖南省の地図を調べたところ。元安福県のあった場所の近くに「沙河」

しかなかった。歴史地図を調べても詳しくなく、それらしき川は載ってない。
〔八〕

科挙の試験において、ステップを踏みながら、合格した人のみ、次の試験を受ける資格があ

った。まずは、院試に合格した人が秀才になり、次は響試に合格した人が挙人、それから会試に
合格した人が進士という称号をもらえる。このように、進士とは、いわゆる科挙に最終的に合格
した人の称である。
〔九〕

道台とは、地方の長官をいう。清代の一省内の糧儲・兵備などの事務を管理し、各府県の政

務を監察する。
〔十〕

祖先の霊廟に礼拝されることを許された（正式的に蒋家に受け入れられる為の儀式。現代で

言うと、入籍のようなものである。
）
〔十一〕

原文は、里間である。もともとは、居間の左右にある家長夫婦や子供の寝室に用いられる部

屋という意味である。
〔十二〕

山名。浙江省定海県の東の海中。梵名は、補陀落迦。

〔十三〕

油炒面というものと非常に近いものであると思われる。油炒面または油茶面といい、小麦粉

に「牛油」を加えてきつね色に炒り、炒りゴマ或いはくるみの実のくずを混ぜ合わせる。食べる
時は、少量を茶碗に取りお湯を注ぎながら素早くかき混ぜて、糊状になったものを食べる。
〔十四〕

丁玲の二番目の伯父さんの息子で、兄弟は二人、ほかに女の兄妹が一人いる。

〔十五〕

上海美専前身は、中国近現代の著名な芸術家である劉海栗が1912年11月に上海乍浦路で創立
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した、現代中国においてはじめての美術学校「上海国画美術院」である。現在は、上海美術専科
学校という名である。
〔十六〕

中国の四大名山の一つで、安徽省にある。

〔十七〕

祖父の息子は３人ということであるゆえ、出家した２番目の叔父と丁玲が4歳の時にすでに亡

くなった父（つまり３番目の息子）を除けば、この本家の祖廟を管理していた伯父さんとは、長
男ということになる。
〔十八〕

父方の一番上の伯父の奥さんである。

〔十九〕

1896年３月16日生まれ。江蘇省武進県青雲坊村の人。原名刘槃。字は季芳。著名な芸術家で、

西洋画・中国画（水墨画）
・書・ある。1912年11月、上海乍浦路で現代中国において初めての美
術学校「上海国画美術院」を創立した。中国美術学校の草分け的な存在である。1919年から、数
回日本に渡り日本の絵画や美術教育現場を視察し、「上海国画美術院」を中国一の有名校にした。
1927年国民党軍閥の孫伝芳に追われ、日本に亡命し、朝日新聞社の協力の下で東京個展を開い
た。1929年からヨーロッパ各国の名勝地を訪れ、３年間で300余りの作品を創作した。1930年代
は、フランス・イギリス・ドイツ・ベルギー・スイス等の国を回り、学術講演会を行い、個展を
開いた。パリのある大学教に「中国の文芸復興大師」と賞賛された。有名な著書に80万字に及ぶ
『海栗従書』
（６巻）がある。
（この資料は、野間信幸先生にご提供して頂いたものである。ここ
で、感謝の意を表します。
）
『中国 术家辞典』（現代第４分冊）李恕基 編著 湖南人民出版
1984年8月）
〔二十〕

海参威、正しくは「海参崴」と書いて、ロシアのウラジオストック。現在のロシア連邦南東

端沿海州にある港湾都市です。天然の良港に恵まれ、1860年に開港して以来ロシアの極東経営の
中心地として繁栄しました。日露戦争期にはロシア海軍のウラジオストック艦隊の基地であり、
軍事的にも重要な位置にありました。
〔二一〕

峨眉山は 中国・四川省 にある山。道教や中国の仏教で言うところの聖地で、中国三大霊山（五

台山、天台山、峨眉山）や中国四大仏教名山（五台山、九華山、普陀山、峨眉山）の一つであ
る。26の寺院を有し、普賢菩薩 の霊場とされる。
〔二二〕

又は秀士という。科挙の科目の名。宋代では、科挙の受験者を「秀才」と称し；明・清代で

は府・州・県の学校に入学したものをいった。
〔二三〕

八股文。1370年、明太祖の朱元樟によって制定されて以後、明・清時代に科挙試験で定めら

れた文体として使われた。八比・時文・経義・制芸・程文・四書文ともいう。隋代に試験による
官吏採用制度ができて以来、唐では科挙に多く試賦を用いたが、宗代には経義による試験が行わ
れた。しかし明代初めまではまだ文体が定まらず、成化年代（1465〜87）に八股文体が成立した。
その文は、破題で題字・題意を説破し、承題で上を受け、起講で題の大意を説き、領題で本論に
導く。ついで本論には提比・中北・後比・束北があり、最後に落下で終わる。本論は比ごとに両
比に分かれており、四つの対句（八つのあし）をつくる。そのため一般に８股があるので八股文
と呼ばれた。科挙では経書のなかの１句あるいは１節が出題されるのであるが、受験者はこれを
聖賢になったつもりで立論した。明代には正徳（1506〜21）・嘉靖（1522〜66）のころ、古文の
筆法で八股文がつくられ、清代には考証学がおこって、経典・史学の研究がすすむとともに八股
文も新生面を開いたりしたが、清末の内憂外患のなかで形式的な文体による人材採用は無意味と
され、1901年（光緒27）に廃止された。
〔二四〕

科挙の郷試に合格した人である。

〔二五〕

科挙の会試に合格した人である。
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〔二六〕

分家は、丁玲の父が15歳の時に祖父が亡くなったので行われた。分家後丁玲の父は、祖母と

妹（丁玲の叔母）の３人で暮らしていた。伝統的に中国では、男子均分相続の形を取る。丁玲の
父は３人兄弟であったから、財産は３等分されたと思われる。しかし、丁玲の父は祖母と妹を引
き取っていたので、このことを考量され、少し多めに財産を分けられた可能性を含めて考える必
要がある。現段階では、丁玲の父が分家した当時に、蒋家（町に住む弟蒋光業の方ではなく、安
福に住む兄蒋光清の方である）全体はどの位の財産があったかについてはっきりわからないので、
今後の課題にする予定である。
〔二七〕

600〜700亩に相当する。坪数に換算すると20000坪余りである。

〔二八〕

純白の瓷器。六朝時代からおこり、東洋特有のもの。

〔二九〕

李時珍（1518年─593年 ）は、字を 東璧 、号を「瀕湖仙人」といい、中国・明の医師で本草

学者。中国本草学の集大成とも呼ぶべき『本草綱目』や奇経や脉診の解説書である『瀕湖脉学』、
『奇経八脉考』を著した。
〔三十〕

本草綱木、分量がもっとも多く、内容がもっとも充実した薬学著作である。本書の編纂する

ために作者李時珍は、約27年間の歳月をかけ、三回も書き直し、800種以上の文献を参考した。
また度重なる現地調査や標本採集などにも並々ならぬ心血を費やした。構成としては、全52巻、
収録薬種は1892種（374種は新収）
、図版1109枚、処方11096種（うち8000余は李時珍自身が収集、
確定したもの）にのぼる。薬物ごとに釈名（名称の考証）・集解（産地の注解）・正誤（それまで
の文献における間違いを訂正）
・修冶（製造方法）・気味・主治・発明・処方（民間に流布される
処方を収集）などの項目が立てられている。
〔三一〕

清末に、西洋の女子教育の実態や女子参政権運動などのニュースが雑誌などを通して伝わる

と、中国でも女性が覚醒し始めた。しかし、女性の社会的地位が極めて低かったため、女性によ
る女性解放運動を行う為には、夫のサポートが必要不可欠とされたのである。例えば、著名な作
家であり、画家であり、女性運動家であった何香凝（1878-1972）女史も夫、廖仲愷（国民党結
成に当たって孫文を助けた国民党左派の要人）の協力の下で日本留学を果たし、国民党婦女部部
長の要職に就き、中国近代における婦女運動に大いに貢献した。丁玲の母は、何香凝と同世代で
あるだけに、これに刺激を受け、影響を受けたと思われる。しかし、自分の夫（丁玲の父親）は
留学先の学校を中退し、結果を出せなかったから、男として頼れないと思っていたのであろう。
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「根」に基づいて作った蒋家の家系図：

蒋光清
（祖先）

蒋朝輝
（曾祖父）
進士・上海道の道台

蒋聖書

七祖父

（長男・丁玲の祖父）

母親は上海人であるゆ
え、差別を受けていた

？

蒋保仁

蒋浴嵐

（長男・道楽にふける

（次男・出家した二

（丁玲の父親）

二人の息子を持つ）

番目の伯父）

排行三番目

丁玲

弟

（本名蒋偉）

（蒋大）
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On the Paternal Basis of the Background of Ding
Ling s Outlook on the Home
MA, Xue-Feng
There is much biographical material on Ding Ling. Those books only cover the history
of Ding Ling, and are vague about her family structure and the home situation. Therefore,
it was necessary to translate and annotate material that was able to shed light on the
paternal lineage of Ding Ling, and I translated it into Japanese in this paper.
The original title of this volume is

GEN . Even a part of the recollection sentence that

Ding Ling started leaving according to the annotation of volume DINGLINGGUANJI
that puts this volume this, the end in Chapter 1 or Chapter 1 might have to be said the
incomplete end. Which doubt will be caused how what you wanted to write after this was
not able Ding Ling to be completed. At any rate, seeing the description of the origin of
parents family Ca of father Arashi of Ding Ling that was not able to be known by other
material characterizes this volume in above all. It absorbed in horse s saddle so that the
horse may get on by describing the past as for father of Ding Ling, and the expensive one
was collected, and it was what the impression remains in leaving school in one year
before graduation saying when often presenting it before the nature when the person
wanting it showed up though went to study to Japan. With this, the image that
..indulging.. says to the hobby without a hungry spirit neatly hardens. Moreover, if the
prodigality of father of Ding Ling is a cause, Ca s having fallen will become it because it is
described that Ca fell soon if father of Ding Ling dies of sickness.
However, the image of Ding Ling s father drawn in

GEN is different than that of

other references. He is drawn as the man of character who made eﬀorts for sick people,
without accepting money from patients, and helped people who needs helping the most,
and is very different from the current image of Ding Ling s father. In addition, many
descriptions of the siblings and the relatives of her father have been written. Therefore,
even though these descriptions are incomplete, they are valuable material for
understanding the lineage of Ding Ling more.

― 188 ―

