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OUT OF THE MISTY EASTERN CAVE 

 

 

 

 

 

 

第１章  シアフェイ・ホン:ジョフル通りを追われて 

 

 私の名前、ごく普通の中国人の女の子の名前に聞こえると思う。きれいで、女

の子らしくて、平凡で……どうしてシアフェイっていうの、と聞かれたことはあ

まりない。大概の人は、朝方、霞がかかり、空に朝焼けの雲が漂い、雲の飛んで

いる頃に生まれたからだろうと思うようだ。 

 シアフェイ。 

 本当は、上海でも一番トレンディな通りにちなんで名づけられたものだ。尐な

くとも、租界だった頃はそうだった。上海っ子としての私の人生は、一九三〇年

代に淮海路にあるお父さんの育った三階建ての家で始まった。その建物は上海で

は花園洋房と呼ばれる、洋式の庭園付きといったものだった。その家があったの

がジョフル通りで上海のフランス租界の中心街だった。フランスの元帥、ジョフ

ルの名前を取ったもので、それを中国式に言うとシアフェイだったのだ。 

 名前をつけてくれたのはお父さんだった。一九六四年、共産党が上海を「解放」

してから十五年経っていた。上海が植民地だった頃、つまりブルジョアの地だっ

た時代へのノスタルジアは厳しく罰せられていた。お父さんは、私にジョフルと

同じ名前を付けたのだが、その本当の名前の意味を心の奥底にしまっていた。 

 その頃の上海の思い出というと、家の辺りの雰囲気。地元の人に、「上流区画」

と呼ばれていた家の辺り。アルバムを繰るように、家の様子が浮かんでくる。先

の尖った赤い瓦の屋根。建築当時、リヨンから取り寄せた灰色の窓枠。四メート

ルもある高い天井。ベランダに向かって開くフランス窓。中国式のパラソルをか

けた囲いのある庭とバラの茂み。蒸し暑い夏の夜にはセミの声がうるさく、一晩

中天井のファンが回っており、蚊取り線香の匂いが家中に漂っていた。私にはど

うしてだかわからなかったのだが、祖先の位牌を飾ってある部屋と召使の部屋に

は出入りを禁じられていた。でも、台所の隣にあった食料の貯蔵室は私の大好き

な遊び場だった。ゼネラルモーターズの冷蔵庫が、いつもズーとうなっていた。

台所のカウンターの下に小さな扉があって、そこからでき立ての料理がダイニン

グルームに運ばれていた。そして、サンルームには、しっくいの張り出しがあり、

「１９２８年竣工」と彫り込みがあった。 

 錦江クラブの入り口は家からすぐそこの茂名路に面していた。このクラブは
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元々フランス・スポーツ・クラブで、通りはメルシエといった。お父さんがこう

いったことを口にすることはめったにないことだったがよく上海語で話しながら

も英語の単語を交えていた。だってお父さんはニューヨークの大学に行ったのだ

もの。 

 文化大革命が起こってからお父さんは英語を口にするのをやめた。そんなある

日、お父さんが教鞭を取っていた浦江大学から紅衛兵がやってきて、私達を「床

のほこり」と一緒に「一掃する」と決めつけた。プロレタリアートの一家が八家

族、家にしきりを作って移り住んで来た。大学の厚意で私達三人家族は寮の一部

屋に住まわせてもらうことになった。お父さんは一九七九年に亡くなり、母は再

婚して家を出て行った。それから私はここで暮している。今一九八四年夏。もう

すぐ二十歳。恋をしているような気がする。 

 一九八四年。上海の大学では、今時、愛なんて言葉は日常茶飯事の言葉だ。私

が本当に恋をしているのかどうかがわからないだけ。ルー･ロンに出会ったのは、

浦江大学での最初の年だった。肉体関係といえば手を握り合ったこと、一緒の自

転車に乗ったことくらいかしら。一月前にルー･ロンは奨学金を得てニューヨーク

に留学して行ってしまった。それ以来心に穴が開いたような気がしている。今は、

夢に恋しているのかしら。ルー･ロンというより、アメリカに恋をしているのかも

知れない。恋をしているというより、恋に恋しているのかも知れない。 

 私を本当に愛してくれたのはお父さんだけだった。お父さんの写真を枕元に置

いてその頃を思い出してみる。先ず目に付くのはメガネ。汚れたプラスチックの

フレームに牛乳ビンの底のような分厚いレンズ。右側の鼻当ては随分前に外れて

いたので、セロテープを代わりに貼りつけて鼻に乗せている。身につけている灰

色のレーニン・スーツは、一番下のボタンが無い。メガネを通して見る父の目に

は、どうしていいのかわからないほど表情が無い。この色あせた露光した写真に

写っているのがお父さん。出獄して間もなくの頃だった。 

 お父さんが逮捕されたのは、私たちがシアフェイ通りの家から「一掃」されて

まもなくのことだった。全国的な階級一掃キャンペーンだった。スパイの嫌疑を

受けたのだ。もちろん、スパイなどではなかった。アメリカ帰りの学生。コロン

ビア大学一九五一年卒業、電気技術修士号取得。文化大革命の吹き荒れる中、そ

れは充分な罪状だった。五年間の投獄。 

 私が初潮を見た週にお父さんは釈放され、家に戻ってきた。私が十三歳、お父

さんは四十三歳。一九七七年のことだった。 

 その二年後に亡くなった。結腸ガン。進行していた。お父さんを良く知ってい

た人の中には心臓をやられていたのだと言う人もいた。 

 臨終の時、私はお父さんの力の無くなった手を握り、半分閉じたような落ち込

んだ目を見つめていた。息がだんだんと消えていくようだった。私の十代が静止

していた。外の世界、この四方を壁に囲まれた末期患者の病室の向こうでは新し

い中国が生まれつつあった。文化大革命は終わったのだ。外国の映画も徐々に観

られるようになっていた。私が好きだったのはボロンバスキューという一九世紀
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ルーマニアの愛国的作曲家の人生を描いた映画だった。映画の中でボロンバスキ

ューと恋人とがワルツのようにぐるぐると回り続け、フレンチキスで最高潮に達

する。果てしないフレンチキス。“愛しているよ”とボロンバスキューはうっとり

するような声で語りかける。中国語では、「ウォー・アイ・ニー」。中国人なら恥

ずかしくて口にできないこの言葉。私は違う。上海娘だもの。 

 お父さんの側に座って、メガネをかけていないハンサムで頭のいい高校の同級

生に「ウォー・アイ・ニー」と言われてみたいと思っていた。でもその同級生は

他の女の子をデートに誘い、ワンタンスープを買って二人で分けたという。私の

思春期は、恋の花から処女が生まれてくるようにして始まった。でも、私をワン

タンデートに誘ってくれる人はいなかった。大きなアーモンド型の目をしてきれ

いなえくぼがあるのに。私が「反革命分子」の娘だったから。 

 お父さんを見ていると涙がこぼれてきた。涙が頬を伝って行くうちに、お父さ

んが目を開いて床の上に起き上がり、頬にキスしてくれて、誰もまだ言ってくれ

ない「ウォー・アイ・ニー」を言ってくれるような気がした。 

 亡くなる二日前、お父さんは私の手を握ってある告白をした。ニューヨークに

いる頃、マーレーン・クーという恋人がいたらしい。お父さんと同様、マーレー

ン・クーは上海の裕福な洋風の家に育ち、上海のマクタイアー・メソジスト女学

院を卒業後バーナード・カレッジへ留学した。名前は、当時上海で人気のあった

映画女優、マレーネ・ディートリッヒに因んでつけられた。二人は、家族ぐるみ

の付き合いで知り合い、マーレーンがニューヨークに行ってしまった時は、父は

胸がつぶれる思いだったそうだ。後に、父もニューヨークに移り住み何度かデー

トをした。「マーレーンはわがままで尐し頑固だった。お前みたいにね、シアフェ

イ」頼りな気な弱々しい笑みを浮かべて言った。「上海に一緒に戻ってくるのは嫌

だって言ったんだ。中国は『解放』されたからお父さんが帰ってきてからはもう

連絡が取れなくてね。外国で学んだ知識を祖国に役立てようと新生中国の為に自

分の幸せは犠牲にしたのに……」 

 お父さんはそれまで見せたことの無かった表情を浮かべて私を見つめ、ゆっく

りと言った。「こんなことを言うのはばかげていると思うけど、お前がもしアメリ

カに行くことがあったら、マーレーンに会うことがあったら、マーレーンの勝ち

だったって言っておくれ。お父さんと一緒に戻ってこなくて良かった。お父さん

もマーレーンの言うことを聞いていれば良かったよ」 

 その時初めて両親の間に存在している緊張というか何かもやもやしたものの正

体を知ったような気がした。お父さんは母より十一歳も年上で、母に出会う前の

人生というものがあったのだ。二人は一九六一年、上海の工場で知り合った。お

父さんは大学为導の技術革新プロジェクト担当のエンジニア。母は高校を出たば

かりの魅力的な見習だった。母は毎日エナメルのコップにお茶を入れてくれたと

いう。プロジェクトが終わった時、お父さんは母に結婚を申し込んだ。 

 父が最後に言った言葉は、「いいかい。シアフェイ、人生には厳しいことがある。

力強く臨機応変に生きるんだ。お父さんのような理想だけのインテリにならない
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ように。根をはってから実を結ぶんだよ」 

 

 部屋の扉の鍵を指し込む前に、必ず誰か見ていないか見まわすことにしている。

女子大生が一人で住んでいると近所の人は必ず見ているものである。きちんとし

ているかというわけだ。 

 扉の向こうに何かの気配を感じて思わず手を止めた。鍵穴から煙草の匂いが漂

ってくる。どきっとした。片方の耳を扉に押し当て、騒音が聞こえないようにも

う片方の耳を指で塞いだ。 

 いきなり、扉が開いた。もんどりうって義父の腹の辺りに倒れこんでしまった。

叫ぶ間もなく引っ張り込まれた。「戸の所で音がしたんでね」と義父は笑った。前

歯が二本金歯になっていて光った。「驚かさないようにと思って開けてやったんだ

よ」 

「それこそ驚きました。合鍵はお母さんしか持っていないと思っていましたから。

上海へはどういった御用で？」落ち着いた風を装って社交辞令を述べた。 

「用があってね。シアフェイ」事務的な口調で言った。三十年近くも幹部党員を

している為か、義父はいつも説教をしているような話し方をする。「八〇年代に入

って中国も世界に開きつつある。我々のような政府役人だって金を稼ぐことを考

えねばならないわけだ。それでわしも上海にやって来たというわけだ」 

 頷いて見たものの何と応えていいのかわからない。母を交えず義父とふたりき

りになるのはこれが初めてだった。母が義父と結婚したのは私が大学一年の時で、

母はそのまま父が党の幹部要員をしている南京へ行ってしまった。母が数回訪ね

て来た時に会っただけだった。義父について知っていることといえば、母がまだ

男の子を産まないことを責めていることくらい。去年産まれたのは残念ながら女

の子だったのだ。義父の地位が高いのでもう一人子供を持つ権利が与えられた。

だから母は今年四十三歳になるが、また身ごもっている。今度こそは男の子を、

義父の家を継げる男子をと祈っているわけだ。 

 義父は好みの「牡丹」を深く吸い、お米の大袋のように私のベッドに深々と座

り込んだ。毛玉だらけの義父のコートがひろげてある。低い天井の漆喰がはがれ

て古新聞のように垂れ下がっている。義父から離れるようにして部屋にひとつし

かない窓の下に立った。 

「お母さんがお前の様子を見てきて欲しいってな」咳払いをして、毛沢東スタイ

ルのジャケットの胸ポケットから折りたたんだ封筒を取り出す。「どうせ、上海に

行くんだから持って行ってやろうってお母さんに言ったんだよ。郵便局まで行か

なくてすむだろう？ あのお腹じゃね。日本人どもをふっ飛ばしてやろうってな。

ははは」 

「ありがとうございます」と私は言う。義父は私の月々のかかりを持ってくれて

いる。学費は払わなくてもいい。国が負担してくれる。 

 ベッドのそばの椅子を指して義父が命令するように。「そんなとこに丸太みたい

に突っ立ってないで。座って話そうじゃないか。ごらん、市場で買って来たんだ
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よ」私が座ると私の目の前にバナナを振りかざして見せた。「ほら、食べな」と義

父は言う。 

 手を振って言った。「ありがとうございます。でも、そんな、食べ物なんて持っ

てきて頂かなくても……バナナは南京の方へ持って帰られたらいかがですか？」 

 義父は黒々とした眉をひそめて言った。「何を言っているんだ！ わざわざお前

のために買って来たんじゃないか。今すぐ食べなさい」と言いながら、バナナを

一本ちぎって皮をむき、私の手に押し付けた。 

 何も言えず食べ始めた。 

「食べる様子はお母さんそっくりだな。さくらんぼみたいな口をとがらせて」義

父は私をじっと見つめて言った。 

 思わず口を止めた。義父を見返す。 

「食べなさい。シアフェイ」と笑いながら義父は言う。優しげな口調で、「で、学

校はどうなんだ？」と聞いた。 

「ええ」 

「もう卒業なんだろう？」 

「ええ、夏に」 

「卒業論文を書くんだよな？」 

「はい」 

 その上、総合試験も通らなくてはいけない。でも、義父に言って何になるだろ

う？ 論文といえば悩みの種である。テーマとして政治学の父であるマキャベリ

を研究しようとしたのだが教授に却下されてしまった。 

「シアフェイ・ホン、マキャベリなんて、『結果が手段を正当化する』という思想

を唱えた恥ずべき人間をテーマにするだなんて残念です。毛为席のお教えの通り、

常に革命政策を第一に考えねばなりません。マルクス・レーニン为義と毛沢東思

想をいつも守らねばならないのだから」 

 義父はバナナの皮にタバコを押しつけて火を消すと、ひざを叩いて興奮したよ

うに言う。「お前は本当に運がいいよ。政治学を専攻して、今、卒業なんて。西洋

との取引が何と言ってもブームだからな。この国はまさにお前のように、この社

会学的経済を中華思想で築き上げていける若い人間を必要としているんだから。

毛为席はずっと前におっしゃっておられる。外国のやり方を中国の役に立つよう

に変えていかないといけないとな」そう言いながら義父は私の肩を強く叩いた。

触られたのは初めてだった。固くなったが動かないでいた。 

「あいつはどうしている？」義父は続けた。浦江大学のナンバーワン、チェン氏

のことである。浦江大学ではナンバーワンの地位にあるが、義父にとってはただ

の元部下である。 

「大学ではお見かけしませんけど。お元気だと思います」 

「よし。シアフェイ。よく勉強するように。卒業前にあいつに電話をしてやるか

ら。お前にはよい仕事を回してやろう。お母さんもそれで安心するだろう。どう

だ？」 
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「ありがとうございます。本当に感謝しています」 

 母がこの義父と再婚するに当たって私は反対をしたけれど、その結婚で私は大

きな恩恵を受けている。お父さんはほとんど何も残してくれなかったので、この

義父が経済的に支援してくれている。母が義父と再婚した理由の一つは、母がか

つかつの収入で、しかも恐怖におののいて生きていくのにすっかり疲れてしまっ

たことだと思う。無力ということが嫌だったのだろう。私もある意味では、自分

の無力さ加減に嫌気のさすことがある。 

 そもそも義父の力が無ければ私はこの寮に住むことができなかった。この建物

は大学の所有物で、紅衛兵に私達一家がシアフェイ通りで住んでいた家を「追い

出されて」から住まわされていた。お父さんが教授をしていたので大学から居住

区として与えられたのだ。母が再婚して転出して行った時、規則から言えば部屋

は大学に返却しなくてはならなかった。私はもう十八歳を過ぎていたので成人と

みなされたからである。隣のチョン一家は何年もこの部屋を欲しがっている。ひ

と部屋に夫婦と成人した息子、娘の四人家族で、息子は狭い廊下に寝ているらし

い。娘は一年以上も前に結婚の登録をしたのだが、夫となった人の家も同じよう

に小さく、組合に住居の申請をしているが空き待ちなのだ。私が礼儀正しくチョ

ンおばさんと呼んでいるチョンの奥さんはチェン総長の秘書をしており、そのコ

ネを利用してチェン総長にこの部屋を回して欲しいと頼んだらしい。義父が昔の

部下だったチェン総長に耳打ちしなかったら私はきっと追い出されていたにちが

いない。 

 母はお父さんと義父を直接比べることはなかったが、ある時こんなことを言っ

た。「シアフェイ、あなたのお父さんは正直者っていうのかしら、人生のゲームっ

ていうのができなかったのね。お金持ちに生まれて甘やかされて育って、純粋で、

傷つきやすかったの。新しいお義父さんは生まれてこの方ずっと革命分子だった

の。大老粗－－粗野で現金なタイプの人だけど成功しているわね」大老粗、文字

通り、神経が太いと言ったところかしら。母はこうも言った。「あなたのお父さん

には苦労をさせられたけれど、今度のお義父さんにはそれこそ感謝しないとね」 

 

 義父が立ち上がった。目の前にいる。ベルトに手をやってトイレを探すような

風で回りを見まわした。よかった。やっと帰ってくれるんだ。 

「男性のトイレは外です。廊下の端です」と言った。この建物ではトイレは共用

でふたつしかない。男性用と女性用である。 

 義父は笑った。笑うと百姓の出自が良く分かる。冬の夕日を受けて金歯が光っ

た。突然、私の目の前でカーキ色の海軍パンツをおろした。「嫌！」思わず顔をそ

むけた。下には何も身につけていなかったのだ。一物がレストランに飾ってある

北京ダックの首のようにぶら下がっている。使いさしのティーバッグのように、

肉の塊が二個、北京ダックの首の脇に下がっている。 

 まるで鷲が小鳥を捕まえるように、義父はわたしを押さえつけ、ひざまずかせ

た。覆い被さるようにして、似合わぬ優しい声で言った。「シアフェイ、感謝の気
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持ちってものを見せてもらおうじゃないか」 

「嫌！ 放してください。声を出しますよ！」 

「やめた方がいい。ご近所に聞こえたら困るだろう？」 

 そう、聞こえるのである。隣との壁はとても薄い板なのだ。亡くなったお父さ

んと同様、住民は家族の誰かが浦江大学に何らかの係わりを持った人達なのであ

る。私はここで育つうち、回りの音と言う物を無視して生きることに慣らされて

きた。子供の騒ぐ音。夫婦喧嘩。嫁姑の争い。住民同士の口論。鍋や食器の音。

騒音のシンフォニーの真っ只中にいるような状態で生活し勉強することを覚えた。

でもこれは聞かれてはならなかった。 

「さあ」と義父が促すように言う。私の左手を取って引き寄せる。皮がむけたよ

うになって肉の塊が目の前にある。豚肉がまだ配給だった頃、母の好きだった脂

身の尐ない赤肉のはしっきれのような。私は目をつぶり抵抗を続けた。次の瞬間、

「大老租」が口の中に突っ込まれていた。 

 太極拳をするように手に持った玉を動かすようにして私の頭を前後に動かす。

一瞬、お父さんの写真が涙に霞む目に写ったメガネのふちがかすんでいく。目が

見えなくなったようだ。 

 義父はゆっくりとリズミカルに動き続ける。私の頬はそれに従ってトイレのプ

ランジャーのように吸い込んだり出したりする。リズムが乱れ引きつったように

なる。私のポニーテールが上下に揺れ動く。不意に義父は両手で私の頭を絞り上

げるように引きつけた。咳込んで息が詰まる。義父の手が緩む。うめき声。腐っ

た魚のような匂いが口の中に広がった。べとべとした気色の悪い……。 

 いつの間にかベッドの端に座っていた。頭を垂れ涙が頬を流れている。義父が

近寄ってきてコートを手にした。内ポケットから、四十元を取り出し私の手に押

しつけた。 

 義父を見上げ首を振った。髪止めが外れてポニーテールが乱れていた。義父は

私のあごを引いて髪を分けて言った。「さあ、シアフェイ、取りな。言うことを聞

いていればいい具合になるんだから。いいかな？」 

 その金を手にしてまた下を向いた。 

 義父はまた「牡丹」に火をつけて深く吸い込んだ。片足をベッドの端に乗せて

こう言った。「いいかな？ シアフェイ・ホン。お前は賢いから……そうだろう？

……このことは誰にも言わないな？ わかったな？」 

 すすり上げながら義父を見上げて言った。「お母さんに知られたら殺されます」 

「お前が言わなかったらどうして母さんに分かるって言うんだ？ それにお前が

言うことを聞いていたら母さんだってどうもしやしないさ」 

 コートを着て「それじゃあ、いいな。シアフェイ。母さんやわしに心配をかけ

ないようにな。次に会う頃には弟も生まれているだろう。あ、それから、チェン

総長によろしくな」 

 義父はそう言って扉を閉めて行った。後に残ったのは煙草の煙と、バナナの房、

一本尐なくなった、それと私。 



             S.G. 上海ガール © Vivian Yang ヴィヴィアン ヤン                                8 

 

 

 この義父の来訪以来吐き気がしてならなかった。一日中。四六時中。口をゆす

いでは吐き出した。咽喉が痛くなるほど吐いていた。涙が枯れるほど吐いた。 

 部屋には水道は無い。水の便と言えば、共同の台所に水道が二つあるきりであ

る。バケツに一杯ずつ水を運び入れる。部屋の中で口をゆすいで壷に吐き出す。

この壷は夜中にトイレ用に使うものなのだが、中身は毎朝女性用のトイレに流す。 

 次の日曜日、六家族共用の台所に嫌々ながら降りて行った。空のバケツを持っ

て。チョンおばさんとガオ先生が昼食の準備でもう台所にいた。ウー夫人がいな

いのでほっとする。ウー夫人の夫、ウー御大は大学の教員でもなく職員でもなく、

ビルの管理人の党代表秘書なのだが、プロレタリアートとしてこれまでの経歴が

ものをいってこの舎宅の代表役に任命されたのである。夫人は隣組革命委員会で

働いていた。私達一家が越してきた当時、ウー一家は、私達一家を「監視及び改

革す」べき一家として監視下に置いていたようである。 

 台所は共用で、やはり共用の冷たい水しか出ない大きな流しのすぐ上に窓がひ

とつだけあった。野菜も、衣類も、食器も、顔だってここで洗うのである。何も

かも。いつも流しの順番を待たなくてはならない。流しの両脇にはガスレンジが

三つずつ並んでいた。レンジの上には、それぞれ十五ワットの電球がぶら下げて

あり、台所が暗いので昼間でも点けないといけなかった。油の染み付いた天上に

は電線がくもの糸のように張り巡らされていた。部屋毎に電気のメーターが取り

付けられているからだ。 

 二人と目を合わせないようにしたがチョンおばさんに声をかけられた。「シアフ

ェイ、この二，三日、随分水を使っているようだけど。水道代はきちんと払って

もらうからね」 

 ガオ先生が庇うように言ってくれた。「シアフェイが、どれだけ水を使うって言

うの？ 誰かさんみたいに流し一杯もおむつを洗ったりするわけじゃないんだか

ら。そうじゃない？ みんなと同じように一人分払えばいいんじゃないの？」 

 チョンおばさんはガオ先生から目をそらすようにして言った。「そこよ、そこが

問題なのよ。ね、ガオ先生、一人分しか払わないっていうのにいつもよりたくさ

ん水を使っているのよ。近所の分をごまかしているわけよ」 

「水を使い過ぎだと思われるんでしたら今月分は一人半分お払いします。それで

宜しいですか？」蛇口をひねってチョンおばさんの声をかき消すようにして言っ

た。 

 チョンおばさんは喜んだ。霜焼けのある人差し指で私を指差して「一人半分だ

よ。シアフェイ、聞いたからね。ガオ先生が証人だからね」 

「はい、はい」と、ガオ先生。 

 蛇口を止めた時、誰かが叫んでいるのが聞こえた。「ホン・タオ、ホン・タオさ

ん。ホン・タオさん。手紙が来ているので印鑑を持ってくるように」 

 台所の私達は顔を見合わせた。ホン・タオはお父さんのことである。亡くなっ

て何年になるだろう。考える間もなく、郵便屋さんに「行きます！ 行きます！」
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と叫ぶと部屋に走り上がって父の印鑑を取ってきた。印鑑は身分証明代わりであ

る。 

 建物の入り口まで走り降りてくるとチョンおばさんとガオ先生が緑の制服を着

ておそろいの緑の自転車に乗った郵便夫と話している。「あ、来た来た」チョンお

ばさんが叫んだ。「ホン・タオの娘だよ」 

「何なんでしょう？」と郵便夫に尋ねると、 

「ホン・タオのはんこをよこしなさい。すぐわかるから」 

 と言ってお父さんの印鑑を確認すると外国の切手の貼ってある航空便に印鑑を

押した。封筒は転送されてきたらしくよれている。 

「アメリカ！ アメリカ！ 美国から手紙じゃないか！」チョンおばさんが叫ん

だ。「ホン・タオにアメリカから手紙が来たんだ。シアフェイ、開けなさい」 

 手が震え始めた。お父さんの顔が目の前に浮かんでくる。一瞬、マーレーン・

クーからの手紙だろうかと思った。 

「駄目だわ」抗うように。「お父さんに来た手紙だもの。開けちゃあ……」 

「何をばかな、この子は。お父さんはとっくに死んじまってお母さんは再婚しち

ゃったろ。あんたしかホンはいないじゃない。開けなさい、シアフェイ。アメリ

カから何を言ってきたのか読んでみないと」チョンおばさんはしつこい。 

「そう、その通り、その通り。ホンは、シアフェイ，あんただけなのよ」ガオ先

生もにっこりして言った。メガネをかけた目で私が握っている手紙を覗き込むよ

うにした。 

「すみません、行かなくちゃ。印鑑を取ってきた時に鍵をかけなかったように思

いますので」 

 部屋に戻って戸に鍵を下ろした。息を凝らして手紙を開けた。 

 

「親愛なるタオ、 

 

 コロンビア大学、懐かしいことである。あっと言う間に三十年も立ってしまっ

た。信じられないかも知れないが商用で突然上海に行くことになった。’八五年一

月の第二週に行く予定だ。 

 そう、ゴードン･ルーだよ。上海プラザに泊まっているのでその間に会えればい

いのだが。 

 そちらは、どうしているだろうか。 

 

ゴードン」 

 

「ゴードン」そっと名前を繰り返してみる。マーレーンではなかった。でも、一

月の第二週と言えば来週じゃない。冬休みの始まり。アメリカからお父さんの昔

の友達が上海を訪ねてくる。どうしたらいいのかしら？ お母さんに連絡した方

がいいのかしら？ お母さんのお腹はスイカのようになっている。男のスイカだ
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といいのだけどとお母さんは祈っている。義父に似たオランウータンのような。

突然義父の顔が浮かんできた。それだけで胸が悪くなった。咽喉が日照りの大地

のようにからからになる。台所に置いてきたバケツの水を取って来ないと。ごく

最近まで中国は外の世界に閉ざされていたからゴードン･ルーと言う人はお父さん

が五年前に亡くなったことを知らないのだ。 

 台所にいる隣人たちに気づかないふりをしてバケツを持ち出すのは難しかった。

チョンおばさんが料理の手を止めて立ち塞がった。「シアフェイ、アメリカの手紙

は何て言ってきたの？」 

 まだ読んでいませんからと言おうとしたのだが、口を突いてできたのは違う言

葉だった。「何でもないんです。父にですけど、でももう駄目ですものね」冷静を

装って答えそのまま立ち去ろうとした。 

 チョンおばさんが私の手からバケツをひったくると足もとのコンクリートの床

に置いた。冷たい水がはねた。「誰なの？ アメリカ人？」しつこい。 

「いえ。知りません。アメリカで父と知り合いだったみたいですけど」 

 チョンおばさんは驚いて目をピンポン玉のように丸くした。「素晴しいじゃない

の、シアフェイ！ アメリカから金持ちの親戚が訪ねてきたんだね。やっと外国

へ行けるじゃない。ここの私達のこともよろしくね。シアフェイ！」 

「何をおっしゃっているんです？」 

 チョンおばさんは私の首に腕を回し引き寄せた。「考えてもごらんなさい。シア

フェイ。お父さんはこっちへ引っ越してきてからってもの、苦労のしどうしだっ

ただろ？ 外国にいたからじゃない。やっとこれでお父さんの過去が役に立つ時

が来たね」 

 お父さんの過去。かつては恥ずべきものとされた父の過去が突然こうして魅力

のあるものとなった。この建物に住んでいる人はみなその過去をはっきり覚えて

いる。あの秋の日、お父さんが逮捕されるのを皆見ていたのだから。私はまだ七

歳だった。 

 あの時お父さんは授業の準備をしていた。私はその横の床で遊んでいた。サイ

レンの音が近づいてきて耳を突き刺した。窓枠に手をかけて見下ろすと建物の入

り口の所に緑色の軍用ジープが止まるところだった。 

 ジープなど余り見る機会はなかった。ましてや近くに止まるなんて。「お父さん、

見て。下にジープがいるわ」 

 お父さんは顔をしかめて椅子から立ち上がった。真剣な表情を浮かべており何

かあると私にもわかった。 

 お父さん、どうしたの？ と聞く間も無く、家の扉が蹴り開けられた。紺色の

制服を着た恐ろしげな顔をした男が三人部屋に飛び込んできた。先頭の男が怒鳴

った。「ホン・タオはいるか」 

 お父さんが進み出て「私ですが、何か……？」 

 二人がお父さんの腕をつかんで後ろ手にした。もうひとりは汚い白いタオルを

取り出してお父さんの口に詰め込んだ。そうしておいて今度はロープを取りだし、
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手を縛り上げた。 

「公安局だ」先頭の男が告げる。「ホン・タオ、逮捕する」 

 男達はお父さんを机に押さえつけた。授業用のメモが置いてある。私は男達が

書斎兼両親の寝室に入っていくのを黙って見つめるだけでどうしていいのかわか

らなかった。母は工場に働きに行っていたし家には電話も無かった。 

 男達は家捜しを始めた。一人が英語の技術書をまるで茶碗を投げつけるように

床に投げつけた。「帝国为義者のくずだ！」 

「気をつけるんだ。こう言うとんでもない外国語の文書こそ我々人民に対する罪

状の証拠なんだからな」と年かさの男が注意する。 

 ベッドからシーツを剥ぎ取ってお父さんの本や手書きのメモをそれにくるむと

男達はお父さんの背を押して出口の方へうながした。「お父さん！ お父さん！ 

行かないで！ 行かないで！」私は叫んだ。物をいうことができないけれどその

目には悲しいくらい傷ついた表情が浮かんでいた。 

 まるでサーカスでも来たかのように近所中の人達が飛び出してきて、お父さん

がジープに追いたてられるのを見物した。 

 興奮して口々に噂話をしている人々の中から太い声が響いた。「さあ、同士達よ、

家に戻って。家に戻るんだ。何を見ているんだ？ この地域から、階級闘争の敵

が一掃されるのは好ましいことだ」ウー御大だった。 

 近所の人々は顔をこわばらせて口を止め散らばって行った。数分の間恐ろしい

ほどの静寂があった後、建物の中はいつもの通り混沌としたにぎやかさが戻って

きた。私は階段のところにうずくまったまま何時間も泣きつづけていた。ウー一

家がどこから監視していないとも限らないので誰も私に近づいて来ようとはしな

かった。突然ライ病の宣告を受けたかのようだった……。 

 その時の同じ人達、この人達が今度は外国からお父さんに来た手紙に興味津々

なのである。文化大革命の頃から何て変ってしまったのだろう。 

 義父の言葉が耳元で響いた。「八〇年代に入って中国も世界に開きつつある」お

父さんが今生きていたらアメリカのスパイだという嫌疑を受けたりはしない。誰

もがお父さんにコネを作ろうとするだろう。今、中国人にとってアメリカとのコ

ネ程幸運なことは無いのだから。 

「昔のことなんてもう済んだことですよ、チョンおばさん。何の足しになるって

言うんです？」 

「だって」とチョンおばさんは言う。「なんて言いぐさなんだろうね。シアフェ

イ？ いい？ あんたたちがここに越して来ただろう？ まだ小さかったよね。

ピンクのレースの服を着てさ。そんなのは脱がしてやってこの辺りの他の子と同

じようにきっちりした人民服に替えてやったんじゃないか。あんたのお父さんの

幸せも悲しいことも一緒にしてきたんだ。素晴らしいニュースが来たんだろう？ 

私達には秘密にしようって言うの？」と言うと思い切り息を吸い込んでちょっぴ

り出てきたつばを流しに吐き出した。「冗談じゃないね！」 

 ガオ先生は瞑想している風な笑みを浮かべた。「さあさあ、本当にシアフェイは、
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よかったことだ。シアフェイ、そのアメリカからの話しを聞かせてもらおうじゃ

ないの」と言ってチョンおばさんにうなずくと、私のほうににっと笑って見せた。 

「おふたりのほうが私よりよくご存知みたいですね。でも父の昔の友達が上海に

来られるかも知れないっていうだけなんですよ。まだどうしていいのかもわから

なくて」 

 チョンおばさんが顔をほころばせた。何年も歯磨きを使わないでいるので歯に

お茶のしみがついている。「あいやあ！」嬉しそうに声をあげた。「シアフェイが

アメリカに行くんだね。ミセス・アメリカになるんだ。あちらへ行ったら私達の

ことを忘れちゃいけないよ。シアフェイや！」 

 無理に笑って見せて、「チョンおばさん、それってみんな想像なさっているだけ

じゃないですか。どんなことになるか全然わからないんですよ。それに、一体ど

こからお金持ちのアメリカ人のご为人なんて出てくるんです？」 

 料理に使っていたおはしを長い煙草のようにして口に突っ込んだままチョンお

ばさんは言った。「何言っているの。シアフェイ。今じゃあ、誰だってアメリカ人

と結婚したいと思うよ。うちのいとこの孫娘を御覧。あの子は、アメリカに行く

為に六十過ぎのアメリカの中国人と結婚したんだよ。そいつの子供は、みんなあ

の子より大きいんだ。でも手紙を読むとアメリカは天国だって。漢字の通りだっ

て。『美しい国』って書くだろ？ みんな車に乗って誰も自転車なんか乗りゃあし

ない。車庫だってここのアパートより大きいんだって！」 

「その通りらしいね」今度はガオ先生。「アメリカにいる昔の学生から手紙が来る

けど同じことを言ってくるね。何でもアメリカじゃあ水道の蛇口からお湯が出る

んだって。女だって針仕事をしたり氷みたいに冷たい水で皿洗いや洗濯をしたり

しななくていいらしいよ」力をこめて言うと、冷え切ったニンジンのような指を

私の目の前で振って見せた。 

 どうも話が例の手紙からアメリカの一般的な話題にそれたようで尐しほっとし

た。私もアメリカの話をするのは好きだ。アメリカというと物が溢れているとい

うことよりも個人の自由という点に心が行く。アメリカでは私達のような大学生

はもちろんのこと、ティーンエージャーでも自由に男女交際ができるということ

だ。アメリカ映画は二本だけ見たことがある。白黒の「春風と百万紙幣」って言

う映画。アメリカの男の人は为演のグレゴリー・ペックのようにハンサムで礼儀

正しくて。アメリカの男の人はいつだって女性の為に戸を開けてくれて何でも最

初に選ばせてくれる。「レディ・ファースト」って言うらしい。アメリカに行くこ

とがあったら絶対に私を大事にしてくれるような彼を作ろう。 

 ウー家のガス台の上の灯りが点いた。ウー夫人が間もなく降りてくるという知

らせである。ガオ先生とチョンおばさんは顔を見合わせ話しをやめた。その隙に

私はバケツを持って部屋に急いで戻った。 

 

 その午後遅く驚いたことに部屋の扉が激しくノックされた。かすれたような声

で「シアフェイ・ホン、シアフェイ・ホン、いるのかな？」 
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 まさか義父がまた来たのかと思って体がこわばった。足を忍ばせて入り口まで

行き鍵穴から覗いて見た。馴染みだが会いたくない人がふたり立っている。ウー

夫妻だった。扉を開ける。ウー御大はビヤ樽のようなお腹をしている。のしのし

と入って来た。そんなご为人に続いて小さくて細いウー夫人は軽やかに機械仕掛

けのおもちゃのように入って来た。 

「よかったことね。シアフェイ」夫人は上ずった声で言うといきなり両手で私の

右手を取って握手した。「この共同体にもいいことだわ」嬉しそうに笑うと目を細

めた。 

 ウー御大がきっと目をやると夫人は黙った。今度はウー御大の番だ。「マルクス

の唯物弁証論によれば何事にもふたつの側面がある。いいこともあるし悪いこと

もある。そこで最善の結果を得る為にシアフェイの協力を求めに来たというわけ

だ」 

「協力ですか？」と尋ねた。 

「座って話そうじゃないか」ベッドを差して言った。 

 ウー御大は三日前に義父の座ったと同じ場所に腰を下ろし煙草に火をつけた。

しょうゆの受け皿を灰皿代わりに差し出した。ウー夫人は女中が命令を待つよう

な様子で私の横に立っている。私はベッドの側の椅子に腰を下ろし、ウー御大の

乱杭歯を見つめて何を言い出すのかと緊張した。心臓がどきどきする。近隣革命

委員会は義父とのことを聞きつけたのだろうか？ それとも、ゴードン･ルーのこ

とかしら？ 入ってくるとき、ウー夫人は、「よかったこと」って言ったゴード

ン･ルーの訪問が許可されたのかしら？ そうしたら、一体どんな協力をしろって

言うのかしら？ 心が振り子のように揺れる。ウー御大は煙草を深く吸い込むと

部屋の中に煙の輪を吐き出した。 

「シアフェイ、話は聞いた」と切り出した。「大学生なのだから当然知っているだ

ろうけれど、現在アメリカとの文化交流それに商取引は多いに勧めるというのが

党の方針だ。だからアメリカ人の友人を持ったりアメリカとビジネスをしたりす

るのは歓迎なのだよ」 

 本当に安心した。義父のことではなかった。「ウーさん、どうすればよろしいん

ですか？」 

「そのアメリカから来る中国人と言うのに亡くなったお父さんの代わりとして

（前と入れ替え）面会しても構わない。ただ注意しないといけないのは、外国か

ら来る同胞や外国人が不審な素振りを見せたら然るべき機関に届けねばならない

からね」 

「然るべき機関」というのは草の根ベースではウー御大本人のことだと思う。真

面目な顔をして「おっしゃる通りに致します」と言った後は、おとなしく座って

退屈な演説を聞いていた。ウー御大がやっと立ち上がった。ウー夫人が私の肩を

叩いてこう言った。「シアフェイ、そのアメリカから来るお友達ってどんな様子か

教えてね。ね」 
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 ゴードン･ルーってどんな人なのかしら。私にもわからない。父がマーレーン・

クーの話しをしてくれた時、写真を持っているかしらと思って聞いて見た。「無い

よ。写真はみんな焼かれてしまったからね」紅衛兵だった。ジョフル通りの家を

家宅捜索し父のものは没収されてしまったのだった。 

 ベッドに横になり天井を見つめてゴードン･ルーってどんな人かしらと想像をめ

ぐらせてみた。父と同じ位の年だろう。五十歳半ば。アメリカから来るのだから

ハンサムに決まっている。メガネをかけているかしら。父もそうだった。ゴード

ン･ルーのメガネはシックなフレームで「メイド・イン・ＵＳＡ」に違いない。写

真の父は文化大革命の暗黒の年月ずっとかけていたのと同じ古く壊れたメガネを

かけている。でも、アメリカのメガネってどんなのかしら。写真でも二本だけ観

たアメリカ映画でもメガネをかけたアメリカ人等見たことがない。すると突然、

十代の頃の私のヒーローだったアメリカ人を思い出した。ヘンリー・キッシンジ

ャーだ。中国を何度も訪れたキッシンジャー、太い縁のメガネをかけていて、カ

ーリー・ヘアのパンダのように見えた。ゴードン･ルーってヘンリー・キッシンジ

ャーの顔だけ中国人にしたような様子なのかしら。 

 ばかなことを考えて一人笑いをしてしまった。ゴードン･ルーがどんな様子だと

しても私の人生は変るんだわ。きっといい方に。 
 


