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1  金水 (2003) 
 ある特定の言葉遣い（語彙・語法・言い回し・イントネーション等）を聞くと特定の人

物像（年齢、性別、職業、階層、時代、容姿・風貌、性格等）を思い浮かべることができ

るとき、あるいはある特定の人物像を提示されると、その人物がいかにも使用しそうな言

葉遣いを思い浮かべることができるとき、その言葉遣いを「役割語」と呼ぶ。 

    （金水 2003, 205 頁） 

 

 
金水 (2008:208) より。※若干の修正を含む。 
 
 金水の「役割語」の「人物像」は、Brewer, Devine ら社会心理学者のパー

ソナリティ論に影響を受けており、人のカテゴリー化やステレオタイプ的

把握を役割語の基礎においている。 
 また、役割語の知識はフィクションにおいて最も典型的に現れると考え、

現実の言語とは異なる点を強調している。 
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 物語において典型的に役割語が用いられるのは脇役的、あるいは臨時的登

場人物であり、重要人物ほど役割語色が薄くなる傾向があることも指摘し

ている（主人公の法則） 
 
金水作成：社会的ステレオタイプに基づく役割語のマトリックス 

 
 
2 山口 (2007) 
【引用始め】 

４．フィクションにおける不自然なことば：役割語の普遍性と巨視的コミュニケーション 

 では，なぜ，そのようなハンディキャップを乗り越えてまで，英語の作り手たちは役割語を

提示しようとするのだろうか。日本語に役割語が多い理由を問うだけなら，日本語の構造が役

割語を創案するのに都合がよいのだ，という回答も可能だろう。しかし，役割語提示に不自由

な英語においてもやはり役割語が観察されるのなら，役割語を動機付ける要因が言語の差を越

えて存在するはずだ。 

この問いに答えるには，役割語が，そして広くは登場人物のせりふ全般が，フィクションの

コミュニケーションにおいてどのような位置を占めているのかを理解する必要がある。小説や

映画のせりふは，物語内の会話においてある登場人物が別の登場人物に向けて発した発話であ

る。だから，せりふは日常会話で対話者と話すことばのように，できるだけ自然なものの方が

よい。しかし，と同時にせりふは，読者（観客）に向けられた発話でもある。いかに自然な発

話でも観客が理解できなければ意味がない。せりふには，このように二つの伝達回路がはたら

く。山口, 1998, 2005 にならい，この二つの伝達を微視的伝達（micro-cosmic communication）

と巨視的伝達（macro-cosmic communication）と呼ぼう。微視的伝達とは，物語の世界内で登

場人物がやり取りをする伝達のことである。他方，巨視的伝達とは，作者から観客へ向けられ

たコミュニケーションのことである。 



 3 

役割語は微視的レベルでは，不自然なことばである。方言話者にしろ，中国系アメリカ人に

しろ，小説や映画の中で話しているのとまったく同じように話す人は現実にはいない。たとえ

ば，小説中の方言提示は現実の方言の一部のみを取り入れたものなので，実際の方言話者のこ

とばと異なるのは当然である。同様に，世に博士はあまたいるが，「博士語」を話す博士はまず

いない。 

では，なぜ，不自然なはずの役割語を私たちは違和感なく受け入れるのか。役割語の不自然

さが巨視的伝達の要請に裏打ちされているからである。金水は「博士語」について次のように

述べている。 

<博士語>を含めた＜老人語＞の話し手は，現実の中で出会う人物を直接指し示すのでは

なく，物語の構造の中で特定の役割を与えられた人物であったのだ。（金水, 2003: 46） 

役割語は物語の記号である。「博士語」を用いる登場人物は，かならず主人公を見守り，そし

て導く。「君，これをコピーしてくれたまえ」というステレオタイプ的な命令表現を発する登場

人物には，とにかく上司としての位置づけを与えるだけでよく，それ以上の人物描写は期待さ

れていない。金水, 2003 がそして清水, 2000 が説明するように，役割語を話す登場人物は筆を

割かずともどのようなキャラクターなのかステレオタイプ的に把握することができる。その分，

作者も読者もストーリー展開に集中できる。つまり，通り一遍のステレオタイプ的把握になろ

うとも，役割語は物語を効率よく提示するという巨視的伝達の要請に裏付けられているのだ。

ならば，役割語を導入する動機は普遍的に存在するはずだ。微視的・巨視的伝達の要請は言語

の差にかかわらず，すべてのフィクションにはたらくからである。役割語はフィクションの世

界に息づき，フィクションの機構に支えられたことばなのである。 

ここで留意したいのは，フィクションの構造に動機付けられた表現は役割語にとどまらない，

という事実である。たとえば，演劇に多い説明的なせりふは，役割語と同様，観客への伝達を

優先した「不自然なことば」である。たとえば，狂言の出だしは，そのような説明せりふで始

まることが多い。（中略） 

 フィクションの言語はほかにも「不自然なことば」を育む。グルメ漫画の味覚表現もその一

つに数えられる（山口, 2005 を参照）。（中略） 

 このように，グルメ漫画の味覚表現や演劇の説明せりふは，役割語と同列に位置づけられる

文体現象といえる。これらは，フィクションにおける伝達の特殊性――微視的伝達と巨視的伝

達の同居――に動機付けられており，フィクション特有の表現なのである。 

【引用終わり】 

 

金水作成：微視的コミュニケーション・巨視的コミュニケーションの図式 
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      Author 
           Macro C 
           Micro C 
       C1      C2 
 
 
      Audience 
 
3 ガウバッツ (2007) 
 「翻訳」に対する典型的な定義の一例を挙げれば、「ある言語表現の意味を別の言語に直

して表すこと」である 。ここでは暫定的にこのように定義しておくが、一つ不明な点があ

る。それは文章の「意味」とは何かが充分説明されていないという点である。一つの文章

にはいくつかの意味があるからである。 

 エドワーズ（1985）は言語の機能を「伝達機能」と「象徴的機能」に分けている 。彼の

定義によれば、伝達機能は発話の具体的な内容を伝える働きを言い、象徴的機能はその言

い方によって話者の言語的アイデンティティを表す働きを言う。そして、その二つの機能

にはそれぞれ対応する「内容的情報」と「象徴的情報」も含まれると考えられる。簡単な

例を挙げれば、「僕ハ行ク」という発話では内容的情報は「行ク」で、象徴的情報は話者が

男であるということであろう 。そして読者はその発話からできるだけ意味をくみ取るため

に、その二つの情報を理解したり解釈したりしなければならない。前者は単に言語の知識

によって理解できるが、後者は社会的・文化的なアイデンティティを象徴しているので、

読者は自分の社会的・文化的な背景によって解釈するとも言えるだろう 。言い換えれば、

ある言語表現はある情報を表し、その「意味」の理解は読者の解釈によって作られるもの

と考えられるのではないだろうか。 

 以上をまとめると、翻訳とは以下のような過程を経るものと定義できる： 

１ 原文の言語表現の内容的・象徴的情報を分析する。 

２ それらの情報は原文の読者にとってどのような意味を持っているかを理解する。 

３ 訳文の読者ができるだけ近い意味が受け取れるように、内容的・象徴的情報を考えて

訳す。 
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4 定延利之 (2011)  
【引用始め】 
（共同体に由来するキャラクタと個人に由来するキャラクタ） 
 ここのところしばらく、《東京人》や《大阪人》といった、共同体（東京弁社会・大阪弁

社会）に由来するキャラクタを取り上げてきた。 

 そこで述べたのは、共同体由来のキャラクタは、共同体の外からでないと見えないとい

うことである。例えば《東京人》キャラは東京弁社会の内部では「ふつう」であって見え

ない。スマート、あるいはキザっぽいといった《東京人》キャラは、その共同体から一歩

出て初めて見えてくる。（p. 50） 

 「話し手は声の調子をコントロールして、自分の気持ちを相手に伝える」という、いか

にももっともらしい考えは、実は十全なものでは決してない。私たちが日々繰り広げるコ

ミュニケーションや、そこで交わされることばを観察する際に、話し手が意図的に切り替

え使いこなしてはばかることのない「スタイル」とは別に、意図となじまない（ことにな

っている）「キャラクタ」という観点が必要というのは、まさにこのことである。そして、

以上で取り上げた《坊ちゃん》《いい人》は、共同体ではなく個人に由来するキャラクタで

ある。(p. 51) 

 

（キャラクタ観察のまとめ） 
 この本で観察したことを、ここで簡単にまとめておこう。 

 私たちのコミュニケーションやことばを観察するには、「スタイル」（意図的に公然と変

えるもの）や「人格」（通常変わらないもの）だけでなく、それらに加えてさらに別の概念

が必要である。その概念とは「本当は変えられるが、変わらない、変えられないことにな

っているもの。それが変わっていることが露見すると、見られた方だけでなく見た方も、

それが何事であるかわかるものの、気まずいもの」ということである。現代日本語社会の

巷間に流通している一般のことば「キャラクタ」と類似しているので、その概念を意味す

る専門用語として「キャラクタ」を導入した。このキャラクタは、少なくとも通常の意味

の「役割」ではない。 

 なお例外的に、遊びの文脈では、変わらないことになっているキャラクタを変えて差し

支えない。しかし、だからといって、一人の話し手が遊びの文脈で発動するさまざまなキ

ャラクタは、無秩序に発動されるわけではない。遊びの状況におけるキャラクタの発動に

は、「繰り出したいスピーチアクトを得意とするキャラクタが発動される」という原則が成
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り立つ。これは、マンガにおけるコマごとの「返信技法」などを理解する上でも重要であ

る。 

 キャラクタはことばだけでなく、仕草や姿勢、書く文字、書く文章、歌い方、作る美術

品その他、私たちのあらゆる行動に関わっている。 

 キャラクタとことばの関わりには、少なくとも三つがある。一つ目は、「坊ちゃん」のよ

うに、ことばがキャラクタを直接表すというものである（引用者注：ラベルづけられたキ

ャラクタ）。二つ目は、「そうじゃ、わしが知っておる」という博士ことばのように、こと

ばが内容とは別に、そのことばをしゃべる話し手のキャラクタを暗に示すというものであ

る。この場合のことばを慣例にならって「役割語」と呼び（但し役割語は目的論的な「役

割」概念とは直接関係しない）、キャラクタを特に「発話キャラクタ」と呼ぶ。三つ目は、

「ニタリとほくそ笑む」という悪者専用の動作表現のように、ことばが内容とは別に、そ

のことばが表す動作の行い手のキャラクタを暗に示すというものである。この場合のキャ

ラクタを特に「表現キャラクタ」と呼ぶ。以上の三つの関わりは相互排他的なものではな

く、複数の関わりが同時に実現され得る。 

 このうち二つ目の関わりを見ると、発見の「た」が事前の期待なしに自然か、動詞にコ

ピュラが直接結びつくかといった問題にまで発話キャラクタの問題は関わっているように、

役割語の範囲は私たちの想像以上に広く深い。間違っていれば後でいくらでも修正するこ

とにして、とりあえず、すべてのことばは役割語とかんがえておくのがよさそうである。 

 発話キャラクタは、《現代日本語（共通語）社会の住人》タイプ、つまり《私たち》タイ

プであるか、それとも《平安貴族》《欧米人》《田舎者》《ネコ》《ぴょーん人》のような、

現代日本語（共通語）社会の外に生息する《異人》タイプであるかによって、大まかに区

分される。両タイプは、「発動のされ方」「あり方」「しゃべることば」という三点において

異なっている。《私たち》の発話キャラクタは、「品」「格」「性」「年」という四つの観点か

ら大まかな部分が観察できる。「《老人》と《子供》には「性」の差がない」「《男》は「格」

が高く《女》は「品」が高い」のように、四つの観点の値どうしには連動が見られ、さら

に「「格」が特上の話し手は「品」を語れない」といった、発話キャラクタと表現キャラク

タの連動も見られる。 

  (pp. 199〜201) 

【引用終わり】 
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金水作成：人格、キャラクタ、スタイルの模式図 

 
    S1    S2    S3    S4 S = Style 
 
    C1    C2    C3    C4 C = Character 
 
    P1    P2    P3    P4 P = Personality 
 
 定延の「キャラクタ」は、（定延の整理によれば）金水の役割語を「発話キ

ャラクタ」として部分的に含み、さらにそれより広い概念であるとする。

その整理に大きな誤りはないが、さらに両者には、役割語をめぐっての認

識の違いが存在する。 
 金水は「共同体に由来するキャラクタ」を中心にし、ステレオタイプとし

て役割語を捉えるが、定延は個体による個々のコミュニケーション（定延

は独り言をコミュニケーションから外し、注意深く「コミュニケーション

やことば」と言っているが、独り言もネガティブなコミュニケーションあ

るいは対自的コミュニケーションとしておけばコミュニケーションに含め

てさほど差し支えはない）のすべてを考察の対象とする傾向が強い。 
 「すべてのことばは役割語」というテーゼは上に見たような傾向からもた

らされる定延独自の見方であり、金水の捉え方とはとは厳密には相容れな

い。金水にあって定延にないのは、ことばとキャラクタの結びつきにおけ

る「社会的共有」である。 
 逆に言えば定延の図式はより大きな「一般キャラクター論」につながる射

程を持つ。特に、「人格」「キャラクタ」「スタイル」の３段階説は、さまざ

まなキャラクターをめぐる言説を理解する上でも大変役に立つ（なお、「ス

タイル」とはとりあえず言語に限定されているとすれば、第 3 項は「スタ

イルあるいはモード」とでもしておけばいいだろう）。後述する。 
 
5 斎藤環 (2011)  
【引用始め】 
 ここまでキャラクターの現実を眺めてきて、キャラクターの機能とは、つまるところ何

なのだろうか。 

 一定の「人格」を表現する。特定の図像と一致する。萠えと欲望の対象となる。経済活
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動を活性化する。これらの特徴は、実はキャラクターの持つ機能をさまざまに記述してみ

せたにすぎず、定義としては十分なものではない。 

 僕はこの本で、キャラクターの究極の定義をずっと考えてきた。そしてようやく、一つ

の結論に辿り着いた。 

 キャラクターの定義。それは「同一性を伝達するもの」である。逆の言い方も成り立つ。

同一性を伝達する存在は、すべてキャラクターである、とも。 

 すぐに反論されそうだ。性格とか内面はどうしたのだ、とか外見的特徴はとか。しかし

ご心配なく。いずれもこの「同一性」という言葉の内包に、最初から含まれているのだか

ら。（中略） 

 それでもまだ半信半疑の人も多いだろう。そもそも「同一性」は、“同じ対象”ならすべ

てに具わっているはずの属性だ。人間だけに該当するようなものではないはずではなかっ

たか。 

 それが違うのである。これが本書における最も重要な“発見”だ。（中略） 

 これは僕たちの現実認識において、人間にのみ強い固有性が与えられているからだ。哲

学的な問題としては、もちろん車に限らず事物の固有性を取り扱うことは可能だ。しかし

僕たちの日常においては、事物の固有性は、それが人間に関連づけられない限り、ほとん

ど問題にならない。言い換えるなら、個人の固有性と個人の同一性とはしばしば同義であ

ると同時に、それは実質的には、ほぼ人間が占有する属性なのである。（中略） 

 「同一性をたやすく認識できる複雑な対象」とは、すなわち「人間」である。（中略） 

 僕の考えでは、同一性とは、実は「人間」にしか該当しない概念である。 

 ある存在が、時空を超えて同一であると認識されるためには、それが「人間」であるか、

もしくは人間に関連づけられた物でなければならない。（中略） 

 すべてのキャラに共通するのは「同一性」を伝達する、という機能である。この同一性

は時空を越えている。時間的・空間的な差異を乗り越えて、一定の同一性を維持する存在。

この点だけは、ほぼすべてのキャラにおいて共通する、潜在的かつ本質的な特徴である。

キャラの機能を徹底して絞り込んでいくと、そのように結論せざるをえない。 

 逆に、時空を越えて認識された同一性は、すべて「キャラ」になる。 

 これまでのキャラ理解は、「キャラは物語空間を易々と乗り越える」という表現にとどま

っていた。しかし、それでは記述が逆になってしまう。正確には「物語空間を超越した“強

い同一性”」がキャラなのである。もっと言えば、キャラの造形とはすなわち「時空を超越

した同一性が成立するような存在を創ること」にほかならない。（中略） 

 「人間」と「キャラ」の違いは、「固有性」と「同一性」の違いを考えることだ。本書の

これまでの考察で、すでにその違いは明らかになっている。主立ったものを列挙してみよ
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う。 

 

 キャラは交代人格である。 

 キャラには「父の名」がない。 

 キャラは記述可能な存在である。 

 キャラは潜在的に複数形である。 

 キャラは葛藤しない。 

 キャラは成長・成熟しない。 

 キャラはそれぞれ一つの創造的身体を持つ。 

 キャラは固有名と匿名の中間的存在である。 

 

 見方を変えると、人格の統合性や葛藤、単独性や固有性、および記述不可能性、さらに

成長や成熟の可能性こそは、キャラとは異なる「人格の深さ」であり「人間の条件」と考

えることも可能だ。 

（斎藤 2011:233〜240）【引用終わり】 

 
6 伊藤剛 (2005) 
 あらためて「キャラ」を定義するとすれば、次のようになる。 

 

多くの場合、比較的に簡単な線画を基本とした図像で描かれ、固有名で名指されることに

よって（あるいは、それを期待させることによって）、「人格・のようなもの」の存在感を

感じさせるもの。 

 

   一方、「キャラクタ－」とは、 

 

「キャラ」の存在感を基盤として、「人格」を持った「身体」の表象として読むことができ、

テクストの背後にその「人生」や「生活」を想像させるもの 

 

   と定義できる。（伊藤 2005:95-97） 

 
7 宮本 (2003) 
（「キャラクターが立つ」には何が必要か） 

1. 独自性。他のキャラクターと区別しうる特徴を持っていること。 
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2. 自立性・擬似的な実在性。一つの物語世界にしばられないこと。読者に提示されて

いる一つ一つの物語の背後に、そのキャラクターの住まう、より大きな物語世界が

あることを想起させること。（中略） 

3. 可変性。特徴・性格が、ある程度変化しうること。時間の経過を体現しうること。

（中略） 

4. 多面性･複雑性。類型的な存在でないこと。「意外な一面」や「弱点」を持っている

こと。 

5. 不透明性。外から･他者から見えない部分（内面）を持っていること。 

6. 内面の重層性。自分自身にもよく見えない、上手くコントロールできない不透明性

さが、自分の中にあると意識されていること。（中略）すなわち「近代的な自我意識」

が成立していること。 

 

8 瀬沼 (2007) 
（インタビュー調査で得られた「キャラ」一覧（計 95 人）） 
（別紙） 
 
9 考察 
 私たちが他者を認知するのは、コミュニケーション（スタイル、スピーチ

アクト、ポライトネス、内容を含めて）を介してである（「コミュニケーシ

ョンを取らない／が取れない」という状態もコミュニケーションの最もネ

ガティブな一様態と捉えておく）。 
 コミュニケーションはその場限りの一回的な出来事であるが、それが主体

の「同一性」と結びつけられると、「キャラクタ（ー）」の認知が成立する。 
 いくつかのコミュニケーション上の属性は社会的ステレオタイプに回収さ

れ、その言語面が役割語となる。しかしステレオタイプに回収されない、

個的なキャラクターも生じるだろう。その言語は役割語とは呼べないので、

個的キャラクター言語とでも言っておく（cf。「山男の四月」の支那人と「ク

チマネ」の支那人）。 
 社会的ステレオタイプに回収されないキャラクターの多くは、容姿・風貌

（デブキャラ、眼鏡キャラ）やコミュニケーションの様態の特異性や巧拙

に関わるキャラクターであろう（cf. 瀬沼 2007、“ツンデレ”キャラ） 
 わたしたちは日常の中で、他者のキャラクターは容易に認識できるが、自
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分のキャラクターを認識することはまれである。定延の言うように、キャ

ラクターは意識的に表現するものでは本来はない。 
 キャラクターを意識しないということは、実は「人格」も意識しないとい

うこと。「人格」は最初からあるのではなく、事後的に“発見”されるもの。

子供は自分の人格を意識しないし、一生意識しない人もいるだろう。 
 フィクションでは、作者が（巨視的）コミュニケーションを通じてキャラ

クターを創出する。背景的な人物はキャラクターに留まるが、重要人物は

人格的な固有性が与えられる。 
 コミュニケーションの主体が自ら作者となって自分のキャラクターを設定

することを繰り返すと、キャラクターをつなぎ止める人格があたかもゼロ

記号のように幻視されてしまう。「自分探し」の病理はそこに根ざしている

（cf. 平田 2012）。 
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相原 (2007:126-127), 出典：瀬沼 (2007) 
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宮沢賢治「山男の四月」（1921［大正 10］年）より 
 山男はおもわず指をくわえて立ちました。するとちょうどそこを、大きな荷物をしょっ

た、汚ない浅黄服の支那人が、きょろきょろあたりを見まわしながら、通りかかって、い

きなり山男の肩をたたいて言いました。 

「あなた、支那反物よろしいか。六神丸たいさんやすい。」 

 山男はびっくりしてふりむいて、 

「よろしい。」とどなりましたが、あんまりじぶんの声がたかかったために、円い鈎をもち、

髪をわけ下駄をはいた魚屋の主人や、けらを着た村の人たちが、みんなこっちを見ている

のに気がついて、すっかりあわてて急いで手をふりながら、小声で言い直しました。 

「いや、そうだない。買う、買う。」 

 すると支那人は 

「買わない、それ構わない、ちょっと見るだけよろしい。」 

と言いながら、背中の荷物をみちのまんなかにおろしました。山男はどうもその支那人の

ぐちゃぐちゃした赤い眼が、とかげのようでへんに怖くてしかたありませんでした。 

 そのうちに支那人は、手ばやく荷物へかけた黄いろの真田紐をといてふろしきをひらき、

行李の蓋をとって反物のいちばん上にたくさんならんだ紙箱の間から、小さな赤い薬瓶の

ようなものをつかみだしました。 

（おやおや、あの手の指はずいぶん細いぞ。爪もあんまり尖っているしいよいよこわい。）

山男はそっとこうおもいました。 

 支那人はそのうちに、まるで小指ぐらいあるガラスのコップを二つ出して、ひとつを山

男に渡しました。 

「あなた、この薬のむよろしい。毒ない。決して毒ない。のむよろしい。わたしさきのむ。

心配ない。わたしビールのむ、お茶のむ。毒のまない。これながいきの薬ある。のむよろ

しい。」支那人はもうひとりでかぷっと呑んでしまいました。 

 山男はほんとうに呑んでいいだろうかとあたりを見ますと、じぶんはいつか町の中でな

く、空のように碧いひろい野原のまんなかに、眼のふちの赤い支那人とたった二人、荷物

を間に置いて向かいあって立っているのでした。二人のかげがまっ黒に草に落ちました。 

「さあ、のむよろしい。ながいきのくすりある。のむよろしい。」支那人は尖った指をつき

出して、しきりにすすめるのでした。山男はあんまり困ってしまって、もう呑んで遁げて

しまおうとおもって、いきなりぷいっとその薬をのみました。するとふしぎなことには、

山男はだんだんからだのでこぼこがなくなって、ちぢまって平らになってちいさくなって、

よくしらべてみると、どうもいつかちいさな箱のようなものに変って草の上に落ちている

らしいのでした。 
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（やられた、畜生、とうとうやられた、さっきからあんまり爪が尖ってあやしいとおもっ

ていた。畜生、すっかりうまくだまされた。）山男は口惜しがってばたばたしようとしまし

たが、もうただ一箱の小さな六神丸ですからどうにもしかたありませんでした。 

 
夢野久作「クチマネ」（1923［大正 12］年）より 
 美代子さんは綺麗な可愛らしい児でしたが、ひとの口真似をするので皆から嫌われてい

ました。 

 或る日の事、美代子さんはお家の前でたった一人で羽子をついていますと、一人の支那

人が反物を担いで遣って来て、美代子さんのお家の門口で、 

「奥さん、旦那さん、反物入りまションか」 

 と言いました。美代子さんはカチリカチリと羽子をつきながら、 

「入りまショんよ」 

 と云いました。 

 支那人はニヤニヤ笑って美代子さんを見ておりましたが又、 

「けんとんけんちゅう（支那の織物の名）入りまションか」 

 と云いました。 

「てんどんけんちん入りまションよ」 

 と美代子さんは矢張り羽子をつきながら、又口真似をしました。 

 支那人はこの時大変こわい顔をしましたが、何も知らずに羽子をついている美代子さん

のすぐうしろに来て、小さな金襴の巾着をポケットから出してその口を拡げながら、 

「オーチンパイパイ」 

 と云いました。美代子さんは矢張り何気なく羽子をつきながら口真似をしました。 

「オーチンパイパイ」 

「ハッ」 

 と支那人が大きなかけ声をしますと、美代子さんは羽子と羽子板ごと影も形も見えなく

なってしまいました。 

 支那人は又ニヤリと笑ってあたりを見まわしましたが、そのまま巾着の口を閉じて懐中

へしまって、反物を担いで今度は隣家の門口へ行って知らぬ顔で、 

「けんとんけんちゅう入りまションか」 

 と呼びました。 
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