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開会の挨拶 
木村一信：本日は本拠点が主催するシンポジ

ウムにお越しくださりありがとうございまし

た。私は、文部科学省グローバル COE プログ

ラム「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ

拠点」（立命館大学）・日本文化研究班のメンバ

ーを勤めております木村一信です。今日は「デ

ジタル・ヒューマニティーズの可能性 ―日本

近代文学・文化研究の立場から―」というテー

マで、日韓国際共同研究シンポジウムを企画い

たしました。この会は「日本近代文学・文化研

究の立場から」ということで、現在私共が進め

ておりますデジタル・ヒューマニティーズとい

う一つの方法による研究の一翼を担うもの、と

いう意味をもっております。歴史都市・京都を

中心として日本文化芸術コンテンツを対象に

した「日本文化デジタル・ヒューマニティーズ」

を打ちあげているわけですけれども、アーカイ

ブとかデータベースとかいった最先端の情報

技術を使い、有機的な日本文化芸術コンテンツ

の公開・共有・活用を目的として、世界に発信

できる、そのための日本文化・日本芸術の研究

ポータルを目指しているのが私達の活動であ

る、といえると思います。 
もう少しくだいていいますと、私共の研究対

象である日本文学・日本近代文学・日本文化研

究は、主に文献研究を通して進めてきたわけで

すけれども、例えば、「外地」や戦争期、ある

いは旧植民地の文化や文学研究を進める上で、

文献だけでなくビジュアルなものが非常に重

要な意味を持つのではないだろうか、と考えた

わけです。戦時下の人々の暮らしや生活がどう

いうものであったのか、それを新聞記事なり雑

誌なり写真なり、そういったものも含めて総体

的に捉えていこうとする立場ですね。文章で表

されたものだけではない、むしろ耳とか目に訴

えたものの方が力を持ったのではないか、そう

いう問題意識を私共は持っております。それら

をデジタル化することで総体的な文学研究・文

化研究を進めていきたい、ということを目指し

ているわけです。 
これはもう既に多くのところで試みがなさ

れています。私共は京都を中心にして、日本文

化の源流をも見据えながら、特に戦時下、また

は旧植民地という日本の歴史の中で非常に不

幸な時代を中心に見据えていくことで、日本と

韓国、日本と中国、日本と東南アジア、日本と



諸外国との関係をより総体的に捉える、そのこ

とによって歴史認識の問題や今後の共生のあ

り方とかが探れるのではないか、そのような目

論見を持っております。 
今日は韓国から、韓国外国語大学校教授で韓

国日本近代文学会の初代会長である崔在喆先

生、水原大学校教授で韓国日本近代文学会の現

在の会長である許昊先生、またこのお二人のご

発表についてのコメンテーターとして山口大

学教授の平野芳信先生に来ていただいており

ます。それから本学の勝村誠教授。中西伊之助

の研究を精力的に進めておられる勝村先生で

す。そのコメンテーターとして大阪学院短期大

学教授の竹松良明先生、こういうメンバーをお

迎えいたしました。 
皆様お忙しい中お集まりいただきまして、本

当に心からお礼を申し上げたいと思います。以

上簡単ですけれども、開会に当たりましてのご

挨拶にかえさせていただきます。 
 

Ⅰパネル発表 
「韓国の日本近代文学研究の状況」（崔在喆） 
木村：それではここから総合司会役ということ

で、早速パネル発表のほうに入りたいと思いま

す。最初に「韓国における日本近代文学研究の

現状」というタイトルで、崔在喆先生にご発表

をお願いしたいと思います。 
崔先生は大変多くの業績を持っておられま

すけれども、森鷗外研究を中心に研究を進めて

こられておりまして、これまで著書としては

『日本文学の理解』という本を 1995 年に韓国

で刊行されています。また、翻訳としては、夏

目漱石『三四郎』の翻訳。それから共著で『比

較文学者の見た日本・日本人』という本も近年

出しておられます。それ以外にも非常に多くの

ご著書、訳書、共著がおありです。先生は、森

鷗外研究、比較文学研究において大変著名な方

で、韓国の日本近代文学研究・日本比較文学研

究の推進役として大変なお働きをされていま

す。また大学でも行政職で大変重要なお仕事を

されていまして、昨日も京都に着かれたのは夜

の十二時という、お忙しい最中に先生をお迎え

いたしました。 
それから崔先生と許先生のコメンテーター

をしていただく平野芳信先生は、山口大学人文

学部言語文化学科教授です。もともと谷崎潤一

郎の作品研究を進めてこられまして、表現とし

ての語りの問題、という視点から谷崎文学を研

究されてきました。この十年ほど、村上春樹に

関しての研究を精力的にお進めになられてお

り、特に村上春樹の話型や構造の問題を中心に

研究を進められまして、『村上春樹と《最初の

夫の死ぬ物語》』（2001 年、翰林書房）という

ご本を刊行されています。今月、刊行になりま

した至文堂の『国文学』別冊「村上春樹 テー

マ・装置・キャラクター」にも執筆されていま

す。村上春樹研究・谷崎研究の代表的な研究者

のお一人ということで、今日コメンテーターの

役割を果たしていただきます。それでは三十分

程度で崔先生の方からご発表いただきます。 
崔在喆：韓国外大の崔と申します。ただいま
木村先生から大変な紹介をいただきまして、恐
縮しております。こういう場をもちまして、み
なさんにお会いできて本当に嬉しいと思いま
す。木村先生とのご縁で、お互いに近代文学の
方面で協力して、何年か経ちましたが、京都は
初めてです。実は以前にも一度呼ばれたことが
ありますけれども、個人的な事情があり、原稿
だけ送った経験があります。それは立命館大学
日本文学会の雑誌『論究日本文学』（2004 年
11 月）に載せてあります。今日の発表は、そ
れを基本にいたしまして、最近の情報を少し付
け加えたものです。調査はまだ完全なものでは
ありませんが、一部を紹介することで、韓国に
おける日本近代文学の状況をある程度垣間見
ることができるのではないでしょうか。   
 今日の大きいテーマは「デジタル・ヒューマ

ニティーズの可能性」という題です。デジタル

化やアーカイブという専門用語がありますが、

その点は実はよくわかりません。しかしデータ

ベース化や統計を出すことは大事だと以前か

ら知っております。私の発表要旨の最後に関連

文献がいくつか載せてありますが、韓国でも日

本語・日本文学の関係の統計は前から作ってお

ります。しかし基準がまちまちで統合する必要

があります。基準をどのように定めるか、それ

によって結果の出方も違ってくるのではない

でしょうか。また結果をデータベース化するに

しても、どう解釈するか、それが大事なことだ

と認識しています。 
それでは発表を進めていきたいと思います。



最初の 5 ページまでは大まかな話です。その後

の添付資料は、最近の「韓国日語日文学会」「韓

国日本学会」という大きな二つの学会の一年乃

至二年くらいの動向で、作成途中のものですが

載せておきました。それでは韓国における日本

近代文学研究の現状について報告させていた

だきます。 
 一番目に「日語・日文」関連学会の方向とし

て、学会は 30 個余りあります。全国的な大規

模の学会だけで 10 個、比較的中小規模の学

会・研究会が 20 個程度設立されております。

研究所も 10 個位で、このうち大学付属の研究

所が 7、これらの学会や研究所で、毎年定期的

に論文集を出しております。一番古いのは

1973 年に設立された「韓国日本学会」と、78
年に設立されました「韓国日語日文学会」で、

会員は各 1200 人余りずつです。これは会員の

重複が多数ありますが、代表的な二つの学会で

す。他に色々ありまして、学会誌を年四回以上、

日本語・日本文学・日本学・日本教育学など、

それぞれの分野ごとの別冊にして出す学会も

あります。例えば「日本学会」「日本語日文学

会」などがそうです。また最近のこととしては、

具体的な専攻・分野別の学会ができはじめてい

るということです。例えば 1999 年に創立され

た、私と許さんとが関係している「韓国日本近

代文学会」のような専門分野別の学会ができ始

めているということです。それから学会編の叢

書があります。最初は翻訳書の叢書を出してい

ます。「日本学会」の方が早く『日本文化叢書』

『日本思想叢書』『日本研究叢書』、「日語日文

学会」は『日本文化叢書』で 2003 年に刊行さ

れています。以上簡略ですが、学会の方向を説

明させていただきました。 
 二番目に日本文学の翻訳紹介ですが、大体日

本文学の翻訳は 60 年代初め頃の『日本文学選

集』と 75 年の『日本文学大全集』、こういう

ものが一応まとまった紹介を載せたというふ

うにいえます。また韓国における世界文学全集

に日本の作家が含まれたのは、70 年の『世界

の文学大全集』に川端、太宰、三島、芥川の作

品を載せたのが多分初めてであろうというふ

うに思います。以前は翻訳というのは三浦綾子

の評伝と、遠藤周作『沈黙』など宗教関連物や、

司馬遼太郎の歴史物、あるいは五木寛之「青春

の門」などの大衆小説の方が読まれて来ました。

それと川端や漱石、芥川、三島、太宰、人気作

家の作品が主に翻訳されました。それから漱石

の作品の場合は 60 年以来、代表作品 29 編が

翻訳されています。このうち 90 年代以降の刊

行が八割くらいです。特に例えば 2004 年の調

査では「吾輩は猫である」「こころ」「坊ちゃん」

「夢十夜」「永日小品」などが読まれています。 
 90 年代に入ってから、村上春樹『ノルウェ

イの森』などロングセラーが出ています。春樹

と吉本ばななのほとんどの小説が翻訳されて、

若者に広く支持を受けています。日本で出版さ

れますと、一ヶ月か二三ヶ月以内ですぐ翻訳さ

れています。こういう日本の最近の小説は大型

書店の売れ行き上位を占めることがしばしば

あります。大学でも、ソウル大学を含めて延世、

高麗など有名な大学の学生が一番読む本の上

位に入っています。去年の 3 月「韓国日本近代

文学会」の時に調べてみましたら、自分の発表

したもの以外にも、春樹の翻訳書は 77 巻でし

た。それからまた去年の年末まで出たものがあ

るはずですので、この数字はさらに増えたはず

です。短期間にこのような多数の翻訳部数は珍

しいものがあります。韓国の大学生と若い読者

は、このような小説の軽快さや感覚的なところ

に好感を寄せています。日本の大衆文化に同質

感と連帯感を覚えて、同世代としての感覚を共

有しているわけです。この部類の作品には日本

的な要素が薄く、新世代の読者が特に日本を思

い浮かべることはありません。また、前のよう

な反日のこだわりもほとんど無くなりました。

自由にこれらの小説を楽しんでいるわけです。

「ばなな」という名前からして、普遍性のある

名前の付け方があると説明していましたけれ

ども、だから世界各国で、韓国ばかりではなく、

シンガポールあるいはヨーロッパでも人気が

出ています。 
 三番目に入ります。日本近代文学の研究現況

を、データベースと調査に基づき数字で示して

みますと、60 年代の研究論文は 7 編、70 年代

は 130 編、80 年代に入ってからは毎年 100 編

くらい、総 890 編にもなります。ただしこの

数字はあまり信用できないかもしれません。先

程申し上げた通り、データベースの基準とどこ

まで雑誌を入れるかによります。このうち近現

代文学が約 65％、研究者の数も日本文学研究

者全体の約五割以上が近現代です。古典は有名



な作品あるいは作家の方が研究されていると

いうことです。古典の方は作品論が多いわけで

すけれども、主題・人物論も行われております。

2004 年現在の日本近世文学の現況を参考とし

て示してあります。単行本としては比較文化研

究なども含みます。例えば李御寧、この方はご

存知かもしれません。著書の『「縮み」志向の

日本人』が前に日本で翻訳出版されまして、読

まれた方もいると思います。韓国の初代文化相

ですが、その著者が『俳句文学研究』を出して

おります。 
それから日本近代文学分野に入りますと、初

期は日本近代文学専門家以外の方、韓国文学あ

るいはフランス文学者が、比較文学的に日本文

学研究を位置づけ研究し始めていた。それが

90 年代に入って比較的な研究が増えたという

統計です。韓国外大が、韓国では日本関連の学

科としては最初にできまして、1961 年です。

それで大学院卒の論文とかを含めて論文数

2300 編、研究者 800 人、この半分以上が近代

専門です。後の数字は省略させていただきます

が、近代の作家では申し上げた通りに、代表的

な五人くらいの作家たちがよく研究されてい

るほうです。韓国内の六つの学会を大体調べた

らこのような数字になります。六つの学会とい

うのは、資料の注 1 に名前を挙げておきました。

例えば、2 ページの下から二行目に挙げました、

川端研究の場合、2004 年の統計の結果として、

一般論文の数は 151 編、修論は 65 編で、作品

論が三分の二を占めております。 
以上の統計の特徴としては、近代詩歌文学や、

プロレタリア文学の研究が少ないことです。プ

ロレタリア文学が少なかったのは、この分野に

対する興味の低さと、韓国南北問題、イデオロ

ギーの問題が関係してあったのではないかと

思いますが、最近は全然関係なくなりまして、

徐々に増えつつあります。それから遠藤周作に

関する論文・翻訳とか出版が増えているのを見

ると、韓国にキリスト教信徒が多いのと関係が

あるのかもしれません。また同じノーベル賞作

家に川端と大江がいますが、比べますと大江の

方が読者も研究もあまり伸びないですね。時間

の経過の短さと、文章、語彙がやはり難しいも

のが含まれているからかもしれません。次に鷗

外と漱石の研究の数値を比較してみましたが、

漱石の方が多いということです。詩歌文学は少

ない中で、啄木は人気がある方です。 
それから韓国外大のドクター論文の数を調

べてみました。81 年にドクターコースが設立

されまして、修士課程は 70 年代初めからあり

ましたが、これが 1994 年韓国で最初の日本文

学のドクターを出しました。それから十三、四

年位経ちます。最近は毎年何人かのドクターを

出しています。私の場合も、年に一人か二人、

今まで一三、四名位ドクターを取得して出しま

した。これは韓国でです。日本語学と文学の両

方で、近代の方は自分の担当学生でした。最近

は外大以外にもドクターコースが設立・設置さ

れた大学が増えていますが、あくまで最近です。

要するに、文学研究の内、近代が半分も占めて

いるということですね。ドクターでは大体 26
人のうち 13 人位です。修士の学位を得た学生

は、近代が 130 人です。 
個人的な話で参考になるかどうか分かりま

せんが、83 年にこの自分の母校に赴任して、

今まで二十五年位経ちましたけれども、修士課

程の 130 人はほとんど自分の指導です。だか

ら年に何人出したか、あまりにも指導が忙しく

て、勉強する暇がありません。だから単著は

95 年止まりです。論文はいくつか書いてあっ

て、本としてまとめられるかも知れませんが、

集める暇がなくなりまして。これは個人的な話

です。失礼いたしました。 
それからまた教育大学院があって、日本語教

育学修士を出しています。外大ではいくつか分

業しておりまして、通訳翻訳大学院というのが

またあります。それから国際地域学大学院、こ

れは日本学の人が入ります。それぞれ修士を出

しています。作品論が中心ですね。これからは

主題別研究の必然性が出ているということと、

日本戦後文学の研究は始まったばかりという

ことです。徐々に増えてはいますが。それから

さっき申し上げた詩歌文学や戯曲の研究はい

まだ数が少ないということです。韓日文学の関

連様相や比較研究、大衆文学にもこれからは目

を向けなければなりません。 
専門分野別、ジャンル別学会や、研究会の活

性化が望まれる中で、特に「近代文学会」が活

発に活動しているということを述べておきま

す。今まで学会誌を五冊、第 5 号まで刊行して

おり、ハングル専用です。日本の方の論文も翻

訳して載せています。日本語、日本文学、日本



学関連学会誌として、ハングル専用のものはこ

れだけです。これらは定価をつけて、教保（キ

ョボ）文庫という光化門の前にある大型の書店

にもおいてあります。こういう学会誌の出版の

仕方も、日本関係の学会では初めてというか唯

一かも知れません。2002 年創刊、2006 年に第

5 号が出ていて、特集をこの号から始めていま

す。「日本近現代文学の中の恋愛」という特集

で、同志社の佐伯順子さんの論文も載せてあり

ます。この第 6 号の編集には、木村先生をお招

きしておりますので、どうかよろしくお願いし

ます。雑誌上でこういう企画・特集を組んで、

その後に単行本として企画叢書を出そうとい

う計画です。今年「恋愛」のテーマでは、14
人くらいの論文が集まりました。他の学会では、

「日本キリスト文学研究会」とか「夏目漱石文

学研究会」というものも出来ています。 
次に作家の翻訳全集としては、川端康成の全

集が 1969 年、『大江健三郎小説文学全集』が

1996 年に出ています。1994 年に大江がノーベ

ル賞を取ってから、高麗苑という出版社が刊行

していたんですが、会社が倒産して途中止まり

です。大江全集は私も三人の編集員の中の一人

でしたので、全部刊行できず残念です。しかし

これは、実際には選集の水準です。それからこ

ういう翻訳には、今後は適切な注釈と解説を加

えること、誤訳の点検の必要性が生じています。

それから、比較研究としては古典の万葉と新羅

郷歌の比較などが行われています。 
 四番目の課題と展望に入ります。韓国で日本

文学・日本近代文学を学ぶに当たり、論文を書

く場合、日本語で書く方が日本語学あるいは古

典では多いですね。三分の一以上でしょうか。

これには問題があると自分なりには考えてい

ます。それから日本でドクターを取った論文を、

そのまま日本語で、翻訳せずに本にする。それ

もちょっといけないことだと思います。日本文

学を韓国で広めるためにはハングル化する必

要がある。それからハングルでどのように翻訳

するか、解釈するか、それで筆者が本当に理解

しているかどうか点検できるということがあ

るからです。日本文学研究者だけでなく、韓国

文学専門家も、韓国におけるフランス文学専門

家も読めるようにしなければならないという

ことですが、そういう問題意識を持っていない

方が多いです。それから古典の学生の数も少な

い。古典研究の場合、資料が少ないということ

が問題です。またこれからは、共通する主題、

例えば時代とかジャンルとか作家における共

通する主題の研究、あるいは韓日比較研究、あ

るいは学際的な研究などにもっと着目する必

要があります。ですから、今回立命館大学の「日

本文化デジタル・ヒューマニティーズ拠点」と

して我々を呼んでくださることは、大変喜ばし

いことではないかと思います。 
さらにこれまでの翻訳の再評価と誤訳の点

検という作業が残されています。俳句の翻訳は

ちょっと難しいです。季語をどのようにするか、

また韓国にないものがあります。翻訳しても別

の花の色とかですね。それから短歌とか俳句は

五七五、音数を合わせるか合わせなくてもいい

か。私の場合はできれば合わせた方がいいと考

えます。でもあまり無理をする必要はないと思

います。基本的には私は合わせて翻訳します。 
最後に表を見ます。「最近日本近代文学研究

動向」という別添の資料で、大雑把なものです。

チェックされているのはまだ統計を出してい

ないということです。「日語日文学会」「日本学

会」の最近一年ないし二年の傾向を調べた所、

二つの学会合わせて、日本文学の中で近代文学

の論文は大体六割です。65％ですね。これは

完全な数字ではないんですが。上段の表「日

語・日文学会」の二年間の論文数は 300 編以

上でした。シンポジウムのテーマは、右の「参

考」に書いてありますが、夏と冬に大勢やって

います。最近では、春秋も講演会を中心に何人

か発表する機会を持っています。下段「日本学

会」の方は 2006 年の一年間、春は統計を出し

ていませんが、一年間だけで 330 編、それも

春を除いてです。論文は日本語、日本文学、日

本学合わせての数です。「日本文学」の欄にあ

る数字で、かっこの中は近代文学関連の数です。

2-3 ページにあるのは作家別の分類で、「日語

日文学会」「日本学会」で、作家ごとにどれだ

け論文数があるかを書いてあります。3 ページ

の「日本学会」は、2006 年の統計だけですが、

夏だけで 58 編の論文が出ています。秋は少な

くて講演会を中心にします。あくまで参考の数

字です。以上で発表を終わらせていただきます。 
木村：どうもありがとうございます。韓国外

国語大学校におかれて二十五年間、非常に多く

の学生を育ててこられた崔先生に、韓国におけ



る日本文学研究、特に日本近代文学研究の状況

を大変詳しく、数字、パーセンテージ、あるい

は作家、作品の名前を入れてご発表いただきま

した。おかげで私も総合的に、韓国の日本近代

文学研究はどういう風に進められてきたのか、

非常によく分かる思いがいたしました。平野先

生、コメントをよろしくお願いいたします。 
平野芳信：平野です。谷崎と春樹を中心にと
考えておりましたが、非常に広範な形で、ここ
二十五年ばかりの韓国における日本近代文学
研究の実態と申しますか、流れが非常によく分
かるように、ご紹介がありました。 
こちらもちょうど職に就いてから大体二十

五年位でして、その間に見てきたことと、韓国

の二十五年間を比べて見ると、日本はここ十五

年位でしょうか、テキスト論の流行以降、ちょ

っと迷走状態に入っているという印象を受け

ます。私は失われた十年とか十五年とかという

言い方を個人的にはしているんですが、これは

実は古典研究の方でも、どうもそのようです。

中古文学、平安文学研究もちょうど 1980 年代

にジュリア・クリステヴァの影響等々で、源氏

物語研究を中心に、テクスト論的な読みという

のが隆盛を極めた時期があったらしく、源氏物

語における竹取物語の引用というものに端を

発して、相当数の論文が出た時期があったよう

です。しかし今は逆にその揺り返しというか、

また文献研究的なものが中心となっていると

聞いております。 
これは実は近代文学研究でも同様で、――私

も責任の一端を負うのかもしれませんが――、

語り手論という形で、ヨーロッパ言語で書かれ

た文学作品を脱構築、ディコンストラクトする

ような形で読む読み方が行き着く所までいっ

て、また最近は文献研究みたいなものが中心に

なりつつある。あるいはそちらの方が評価され

る。ですから注に注を付けるというような論文、

要するにこの資料も見てる、あの資料も見てる

という競争になっている部分があって、作品そ

のものの読みというか、初めから終わりに向か

って流れていく一連の文字列の流れの果てに

立ち上がってくる、いわゆる「物語」をどう読

むかということは、むしろ衰退しているのでは

ないか。しかし水面下にはそういう読みをした

いという欲求は、相当数あると思うのです。 
例えば私が研究していた谷崎の「春琴抄」で

は、春琴に火傷を負わせた犯人探しが、行き着

く所までいった時期があり、結局十人いれば十

通りの読みがある、という所までいったわけで

す。けれども実は、十人いれば十通りの読みが

あるというのはテクスト論的な読み方で、一見

可能なように見えますが、それはどこか言葉の

あやというか誤魔化しみたいな部分もあって、

十人中七、八人から九人くらいまではこう読む

という「期待の地平」というか、そういう読み

はやはりある訳です。それを同時代の人間が共

有するような形で、共有する言語で読んで行か

ないといけない、という所に少しずつ立ち戻り

つつあるかなという段階に、日本近代文学ある

いは古典研究も入っていると思います。 
近世文学はやはりまず文献というか、テキス

トのベタな読みというんでしょうか。まず読め

ないとだめなので、その訓練が必要なこともあ

って、文献研究のほうがまだまだ中心ですし、

一方で大家と言われている作家、例えば芭蕉な

ら芭蕉研究がやはり中心なところがあって、あ

るいは芭蕉の研究をやらないと評価されない

ところがあって、それ以外の作家は意外に読ま

れていないというか、研究がこれからという状

況のように聞いております。 
そういう流れから言いますと、ある意味では

韓国における研究状況のほうが、ある種の可能

性を持っているのかな、という印象を強く持ち

ました。うかうかしていると日本では、まだ博

士号というのは、出しているようで出していな

い。私の世代などでは、退職する直前に博士号

を出して、辞めると同時に博士号をもらえれば、

と言われていましたが、あっという間にその流

れが変わってしまいました。それでも日本文学、

特に近代文学がその点では遅れを取っている

ような印象を持ってしまうんですが、その意味

では、韓国の方が、博士号は出されているよう

で、国際的な基準から見ると進んでいるという

印象を持った訳です。もちろん課程博士なのか

論文博士なのかという点など、いくつかお伺い

したいこともありますが、コメントとしては大

体それくらいで。 
 
「三島由紀夫の文学におけるナショナリズム

の再評価」（許昊） 
木村：ありがとうございました。それでは許



先生から、「三島由紀夫の文学におけるナショ

ナリズムの再評価」というタイトルでご発表い

ただきます。許先生につきまして簡単にご紹介

申し上げます。主に進められている研究に関し

てですけれども、著書としまして『三島由紀夫

の文学における二面対立的な構造』というご本

を出しておられます。それから『日本文学と女

性』というタイトルのご本。これは二冊とも韓

国で刊行されたご著書です。日本では『三島由

紀夫論集』（2001 年、勉誠出版）という三冊本

がありますが、そこに論文を発表されています。 
それから先ほど崔先生からご発表の中で紹

介ありました、翻訳家としての許先生ですね。

韓国で多くの日本の近代文学作品の翻訳を刊

行されていまして、大変ご著名な方です。三島

由紀夫『金閣寺』、太宰治『人間失格』、それか

ら福沢諭吉『福翁自伝』も翻訳を刊行されてい

ます。それから中上健次『枯木灘』、大岡昇平

『俘虜記』ですね、それ以外にも非常に、韓国

の教保文庫という大きな本屋に行きますと、許

先生の翻訳による日本の近代文学作品がずら

っと並んでいます。今、韓国「日本近代文学会」

の会長をされておられる先生です。よろしくお

願いします。 
許昊：水原大学から参りました、許昊というも

のです。先程は崔在喆先生の韓国の文学研究動

向についてのお話でしたが、それに私が付け加

えるべき資料というのはあまり持っていませ

ん。それから木村先生から声をかけられた時、

「デジタル・ヒューマニティーズの可能性」と

か、アーカイブとか、データベース、デジタル

化、何だろうと思って、人間が古いものですか

ら、分からなかった。そこで、自分が関心を持

って今まで約二十年間やってきた三島由紀夫

について自分なりにやってみようと、そんな風

に思いましたので、この場にそぐわないテーマ、

話になるかと思います。ご了承いただきたいと

思います。 
私が大学生時代の 1970 年代ですけれども、

当時は三島由紀夫といえば結構人気があった

り、若者達によく知られて、みんなよく読んで

いたりする、そんな作家だったんです。最近で

はかなり寂しくなって、私が今日の発表のため

に調べてみたら、あまり話をするまでもないと

いう、そんな寂しい状況でした。途中で研究を

止めている研究者も何人かおりまして、何か限

界にぶつかったのか、個人的な事情なのかは分

からないですが、そのような三島由紀夫研究に、

何か一つのきっかけを与えてみようという意

図の発表です。 
まず、一枚目の要旨と三枚の資料ですが、一

枚目の方を先にいきたいと思います。三島の、

主に思想に関して、政治思想に関しての話に絞

りたいと思います。これは今まで私がほとんど

やったことがないので、それについてこれから

やろうと思うところもありますし、晩年の三島

も出てきますので、その辺は私もあまりはっき

り分からないんですが、知っていることだけを

ちょっと申し上げたいと思います。それでは資

料一枚目をご覧ください。 
 三島が本格的に政治問題や思想に関心を見

せるようになったのは「林房雄論」を書いてか

らであります。三島はこの評論の中で、不安と

動揺の時代を生きた一人の知識人の思想と心

情に密着しつつ、自分の右翼的な立場を明らか

にしました。林房雄は大正 14 年、共産党の理

論機関誌『マルクス主義』の編集員となり、左

翼評論を発表するかたわら、新進作家として活

躍し、プロレタリア運動とその分裂の中心人物

の一人となりました。昭和5年4月に共産党シ

ンパ事件で検挙され、出獄後は、日本主義へと

転向して、幕末の長州藩を舞台に攘夷と開国を

めぐる日本の動乱期を進取的に生きる青年像、

井上馨と伊藤博文がモデルなんですけれども、

を書いた『青年』、かなり分厚い二冊の本です

が、を執筆、小林秀雄らの『文学界』にも参加

した作家であります。さらに、文学の政治から

の独立を主張したことで、小林多喜二から「右

翼的偏向」を批判されたこともあります。 
三島が急にこの林房雄に関心を見せるよう

になったのは、前に論文を書いたことがありま

すが、太宰治と関連しています。太宰治との出

会いが悪かった割には、林房雄との出会いはす

ごく良かった。最初の印象が良かったというの

が大きく左右していると思います。それともう

一つは、たぶん『青年』という本を通して三島

が、前からずっと考えていた右翼文学の可能性

を感じたんです。その可能性を確認したか、確

信したのではないか。それが非常に大きいと思

います。それで三島も、政治的な発言が急に増

えるようになり、自衛隊に体験入隊したりする

んですが、そこで昭和 30 年、三島が三十歳の



時に書いた三十代最初の作品である『沈める

滝』に注目したいと思います。この作品の次に、

翌年『金閣寺』を書くんですけれども、この『沈

める滝』というのは、色んな意味で『金閣寺』

の前の段階というか、『沈める滝』を通して『金

閣寺』が成功したと私は見ているんです。その

主人公・城所昇を「思想とは縁のない人間」と

して設定しているごとく、当時の若手作家とし

ては珍しく非政治的だった三島が、「林房雄論」

をきっかけに自分の右翼的な立場を公にする

一方、幾度も自衛隊に体験入隊し、「楯の会」

を結成するなど、派手な言動で世間の耳目を集

めることになります。そして、昭和 40 年 11
月 25 日、三島が「楯の会」会員 4 名とともに

東京都市ヶ谷の陸上自衛隊東部方面総監部を

訪れて、益田総監を人質にした後、バルコニー

の前に自衛隊員約一千人を集合させ、檄文を撒

く一方、憲法を改正して自衛隊を国軍とするた

めのクーデターを呼びかけました。そして昼十

二時十五分ごろ、「楯の会」の学生会長なんで

すけれども、森田必勝とともに総監室内で割腹

自殺した事件は、あまりにも衝撃的でありまし

た。 
その後、三十七年余の歳月が流れ、時代は大

きく変わっています。「世界が確実に没落し破

滅するという」（『金閣寺』）緊迫感も無くなり、

軍国主義復活や天皇制論争も今や現実感を喪

失しつつあります。かつての天皇制や軍国主義、

侵略戦争のような忌々しい言葉が、今は一般大

衆にさほど威圧感を与えない。その被害をもろ

に受けた韓国ですらも、韓国の若者ですけれど

も、インターネットや自由貿易の拡大、海外旅

行自由化の拡散などの影響を受けています。私

も昨日京都に着いたんですが、ビザなしにもう

自由に日本に出入りできるようになった。これ

は学生時代には考えられない。周りに海外旅行

経験者は全くなかったという、そんな青春時代

だったんですから。そんなふうに世界が大きく

変化している。その中で三島が唱えた右翼的な

心情は、古いナショナリズムとして色褪せてし

まうのか。 
それで今日の話は、三島由紀夫研究というも

のを、従来のものももちろん大事ですけれども、

何か活気を吹き込む必要があるのではないか。

そのきっかけが何かないのかな。大学で私は文

学を教えていますけれども、生徒達に自分が好

きな日本の文学作品を一つ読んで、鑑賞を書い

て出しなさい、とレポートを出しますと、ほと

んどがさっきも話が出た村上春樹、吉本ばなな、

そして最近急に増えているのが『東京タワー』

を書いた江国香織、その三人がほとんど三分の

二くらいかな。それほどですから、そこに三島

を読みなさいとは言えないんですけれども、そ

れに比べたらやはり漱石とか太宰、そして芥川、

最近藤村も多いですね。そのような古典的な作

家達は依然として健在なのに、先に話の出た谷

崎と春樹のたぶん中間くらいに位置するだろ

うと思うんですが、どうして三島はこんなふう

にされてしまったのか。そこにはたぶんこの政

治思想が大きく関連しているだろう。去年です

が、韓国の MBC という放送局で、三島特集を

やりたいので、資料が欲しいというので私の方

に来ました。その時も感じましたが、やはりそ

の最後の死というのがみんなの関心の的であ

って、彼の文学についてはあまり触れることが

ない。確かに三島の最後の言動というのは、注

目を集めるにはかなり有効ですけれども、それ

がかえって三島の文学というものを読めなく

してしまったという、功もあれば罪もある。私

が今日言いたいのは、その文学としての三島の

思想、三島が生きていた時代は文学者としてだ

け自分を見るのはあまり好きじゃなかったら

しいんですけれども、その好きじゃなかった、

それをかえって今試みるということです。 
資料三枚の資料の二番「最後の演説」をご覧

ください。自衛隊のバルコニー上で、当時檄を

撒いて演説したんですけれども、内容はほとん

ど同じです。こちらの方が迫力がありますので、

全文を引用しました。所々よく聞こえなかった

ところは「……」になっています。これは当時

誰かが三島の演説を録音したんですが、そこに

集まった自衛隊員たちの野次もありますし、マ

スコミ、どこの新聞社だったかがヘリを飛ばし

て、それがうるさく回っているし、それで演説

の内容がよく聞き取れなかったらしいんです

ね。その中で大事な所だけ下に線を引っ張りま

した。そこだけ読みます。 
  私は、自衛隊に、このような状況で話すの

は空しい。しかしながら私は、自衛隊とい

うものを、この自衛隊を頼もしく思ったか

らだ。こういうことを考えたんだ。しかし

日本は、経済的繁栄にうつつを抜かして、



ついには精神的にカラッポに陥って、政治

はただ謀略・欺傲心だけ…。これは日本で

だ。ただ一つ、日本の魂を持っているのは、

自衛隊であるべきだ。 
それから下の方ですが、これは憲法改正のデ

モがあった 1969 年のことを指します。 
  去年の一〇月二一日から一年間、俺は自衛

隊が怒るのを待ってた。もうこれで憲法形

成のチャンスはない。自衛隊が国軍になる

日はない！健軍の本義はない！それを私

は最もなげいていたんだ。自衛隊にとって

健軍の本義とはなんだ。日本を守ること。

日本を守ることなんだ。日本を守るとは、

天皇を中心とする歴史と文化の伝統を守

ることである。 
次のページですが、「自衛隊がたちあがらな

きゃ、憲法改正ってものはないんだよ。諸君は

永久にだねえ、ただアメリカの軍隊になってし

まうんだぞ。」その下ですね。「俺は四年待った

んだよ。」四年というのは、自衛隊に体験入隊

した、始めて入隊したその日から四年ですね。

「俺は四年待ったんだ。自衛隊が立ちあがる日

を。」そして最後に「まだ諸君は憲法改正のた

めに立ちあがらないと、みきわめがついた。」。

当時野次が飛んできて、あまり演説ができるよ

うな雰囲気じゃなかったし、多分それは三島も

予期していたんじゃないかと思いますが、「こ

れで、俺の自衛隊に対する夢はなくなったんだ。

それではここで、俺は、天皇陛下万歳を叫ぶ。」

といって、それで三唱するわけです。 
このような立場で総監を人質にして、お昼の

時間に自衛隊員たちを集めて、こんな演説をし

て、それが受け入れられる可能性というのは、

まずないです。三島はかつて東大で学生たちと

対話をしたことがありますから、そんな形を取

ったならば、話が通ったかもしれませんけれど

も、これは最初から、自衛隊に言いたかったん

じゃなくて、世間に向かって言いたいことをあ

そこでやったんじゃないかなと私は思います。

三島の晩年の思想を全部触れることはできな

いですけれども、少し自分の都合のいいところ

だけ、抜粋してきたんですが、まず、「文化防

衛論」の中では、三の①ですね。 
 日本の近代文化人の肉体鍛錬の不足と、病

気と薬品のみを通じて肉体に関心を持つ

傾向は、日本文学を痩せさせ、その題材と

視野を限定した。私は、明治以来のいわゆ

る純文学に、剣道の場面が一つもあらわれ

ないことを奇異に感じる。いかに多くの蒼

ざめた不健全な肉体の登場人物が、あたか

も餓鬼草紙のように、近代文学に跋扈して

いることであろう。 
 ここで言っているのは、主に堀辰雄と太宰治

ですけれども、三島が大変嫌った作家の二人で

すね。この三島の語っている肉体の論理、また

は剣の論理ですね。それが、いわゆる男性的な

ものであって、男性的原理であると三島本人は

言っているんですけれども、これは非常に大事

な部分であって、従来に日本文学に空白だった

ところは何か。三島の文学を理解する時には、

“向こうを張る”というのが非常に大事なんで

す。既存の作家と“向こうを張る”。つまりそ

れが太宰だったり、外国ではラディゲだったり、

堀辰雄だったりするわけですけれども。その既

存の日本文学を三島は女性的なものとして否

定して、自分は男性的なものを作るんだという。

従来空白だった文学領域というのを見つけ出

した、その一つがこの肉体の論理であります。 
それから、先にも申し上げた右翼的な文学。

これは三島以前にももちろんありましたが、プ

ロレタリア文学に比べたら大衆性を持たない。

文学の本質というのは、弱者のものですから、

強い者、支配者側の文学というのは、あまり納

得できないのかもしれません。そのために三島

が試みたのは、主に上流社会でも、その上流社

会の崩壊する姿なんですね。崩壊するためには、

ある程度身分が高い階級の人間じゃないとい

けない。かえってどん底の人間は、三島の文学

では強い人間として登場します。例えば、私も

論文を書いたことがありますが、女中達ですね、

女中達の強さ。つまり卑賤なものから非常に強

いものを感じるのに対し、純粋で高貴な身分と

いうのは脆いものである。こうして、三島はそ

のような従来人が手をつけてない分野を、自分

で開拓してみようと試みたのではないかとい

う気がするんです。 
それから②のほうは、日本の単一民族という

所を非常に大事に考えているみたいですけれ

ども、読んでみますと 
 日本は世界にも稀な単一民族単一言語の

国であり、言語と文化伝統を共有するわが

民族は、太古から政治的統一をなしとげて



おり、われわれの文化の連続性は、民族と

国との非分離にかかっている。そして皮肉

なことには、敗戦によって現有領土に押し

こめられた日本は、国内に於ける異民族問

題をほとんど持たなくなり、アメリカのよ

うに一部民族と国家との相反関係や、民族

主義に対して国家が受身に立たざるをえ

ぬ状況というものを持たないのである。 
この純粋な日本を守ろうとする傾向という

のは、かなりナショナリズムと結びついている

んですが、それは後でまた触れることにして、

④番を読んでみます。ここには三島が右翼文学

というものと、肉体というものを普遍化するた

めに用いたのが、主にエロティシズムだという

ことが見られます。私は、三島文学において、

エロティシズムはほとんど美と同一語である

と考えています。 
 小説や映画「憂国」は、多くの反響を浴び

たが、この忠誠な主題に共感した人の何割

かが、忠誠の主題とエロティシズムの主題

とのことさらの混淆を、非難して来たので

ある。これが近世日本人のエロティシズム

に対する偏見に由来することは明白であ

る。エロティシズムが本来、上はもっとも

神聖なもの、下はもっと卑賤なものにまで、

自由につながった生命の本質であること

は、「古事記」を読めばよくわかることだ

が、後世の儒教道徳が、その神聖なエロテ

ィシズムを忘れさせ、ただ卑賤なエロティ

シズムだけを、日本人の心に与えつづけて

きたのであった。 
このエロティシズムが三島の思想と文学の

接点を可能にする、非常に大事な作用をするわ

けであります。それから、川村湊さんの著書か

らちょっと引用したものですが、⑤番。これは

ハルピンの町を歩いて感じたものらしいんで

すが。 
 おそらく日本人にとって最も苦手なのは、

こうした多様で混沌とした共存、共在の関

係だろう。言語も風習も価値観も、てんで

に違う民族が、それぞれの文化や風俗を守

りながら一つの都市に混在している。それ

は決して無秩序でもなければ、混乱でもな

いのだが、日本人の目にはそれが猥雑でア

ナーキーな、恐るべき無秩序、混乱状態と

して見えてしまうのである。一元化した秩

序意識、価値の統一された世界こそ、私た

ちには美的で、心地よいものと見えてしま

うのではないだろうか。 
 混沌とした状況というのがあまり日本人に

は落ち着きがなく、馴染めないんだという。今

の日本の大都市の繁華街、または農村地域でも

多文化時代の問題が起こっていると思います

し、韓国も同じですが、そういう今の目で見ま

すと、「一元化した秩序」が「美的で、心地よ

い」という、こんな話もやっぱり古いんじゃな

いかなと思います。三島の考えていた単一民族

論理というのもそうです。やはり何か変化は確

かに起こっているし、それに我々が対応して行

かないといけない。そんな時代が迫っているの

は明らかだろうと思います。それから⑥番のナ

ショナリズム、これは非常に平凡な話ですけれ

ども、亀井俊介さんのものを引用しました。 
  ナショナリズムがこういう魔力をもつ理

由はいったい何なのか。ただ、それは人間

の本能的な「愛」と関係があるに違いない。

それはまず「自己愛」と「肉親愛」をもと

としている。ネイションの中心は、人間感

情の自然からいって、自己と肉親である。

意識するとしないとにかかわらず、ナショ

ナリズムはそういう身近なものへの愛着

という、最も本能的な感情をもとにしてい

るように思われる。 
 これもかなり三島由紀夫の文学を明白にし

てくれる言葉なんです。三島由紀夫の作品に登

場する同性愛的な傾向、または近親愛、特に兄

と妹ですね。例えば、「幸福号出帆」という作

品があります。実際は、血が繋がってないんで

すけれども、二人は兄妹だとして二人だけの世

界に旅立つ話です。それから、「家族合わせ」

という作品でも露骨に兄妹愛ですし、「音楽」

という晩年の作品でも兄妹愛を描いています。

それから、もちろん文壇にデビューした時の成

功作品である「仮面の告白」というのは同性愛

を描いています。全部その「自己愛」と繋がっ

て「ナルシシズム」と繋がっている。他人より

は自分であり、他人よりは家族を大事にする。

そのような傾向というのはナショナリズムの

文学と関わり、エロティシズムを潤滑油みたい

な形で用いて可能にしているのではないか、そ

う思っております。 
最後に、遺作「豊饒の海」で一番私が注目し



ているのは『天人五衰』です。四人の若者はみ

んな転生を繰り返し、最後に偽者が登場するん

ですが、その実三島が一番語りたかったのは、

その最後の偽者ではないか。自分の人生という

ものは、盲目になって世間から隠遁生活をする

ようになる、その悲劇のシーンに象徴される。

つまり私は、自衛隊での事件というのは、三島

にとっては不慮の事件だったのではないかと

思うのです。これを試みても、まさか死ぬと本

人は思ってなかったんじゃないか。死ぬと死な

ないと割合で見ると、死ぬのが三割くらいで、

生きるのが七割くらいだったんじゃないか。 
それは戦争の時もそうだったので、三島は若

い時に、学生時代に作品を書いた時はそれを自

分の遺書として、死ぬだろうと思って書いたと

いう。それが戦争の終わるまで生き残って、赤

紙が来た時も、身体検査の時にミスがあって免

除になるということがありましたから、総監を

人質にして演説している時にも、何かされるん

じゃないかという、それも具体的じゃなくて、

ぼんやりと意識のどこかにあったと思うんで

すけれども、まさか死ぬだろうと本人は思わな

かった死じゃないかな。実際に三島が予測して

いたのは、そこで取り押さえられて、世間に馬

鹿にされている自分の姿で、自分の老後という

のは『天人五衰』における偽者、盲目になって

世間から隠れて生きる姿というのが、予想して

いた内容ではないかという気がするんです。 
以上の話をまとめますと、三島の作品の特徴

として、三つを私は挙げます。まずは悲劇の完

成。完成というのは、ただの悲劇、プロレタリ

ア文学で見るような陰惨というか惨めなそん

なものじゃなくて、三島の作品をよく読んでみ

ますと、そこでの悲劇というのは実は最高の幸

せな場面であります。例えば『憂国』がそうで

すが、そばから見ると血生臭い夫婦の切腹です

けれども、本人達は最高の至高の死であります。

他の作品も全部そうなんですね。よく見るとそ

んなに惨めな感じは全くしないんです。悲劇と

いうのは、そこが人生の最高の場面である。そ

ういう特徴を持っています。 
それから、文ではなくて武というものに注目

して、それを文学の中に入れ込ませるようなこ

とを試みたということ。特に肉体ですね。でも

それもやはり同じで、三島が書いている肉体と

いうのは、精神の攻撃を受けて滅びる肉体の姿

ですね。ただの筋肉を褒めるわけじゃなくて、

その筋肉がなぜ必要なのかというと、やはりそ

れは滅びるためであって、立派に滅びるために

は立派なものが必要なんだという、そんな論理

を持っています。 
もう一つはさっき申し上げた通り、林房雄に

よって触発された右翼文学の可能性。少なくと

も右翼文学を、普遍性を持たせることはできな

いだろうか、という直感を三島はあの時感じた

だろうし、それを試みたのではないか。これも

やはりプロレタリア文学の向こうを張るとい

うか張り合うというか、それがあったんじゃな

いかな。そういう野心はあったのではないか。

以上の三点です。 
ですから、三島の持っている政治的な思想と

いうのは、実は文学の眼鏡を通して眺めないと

はっきり見えない所が多い。三島は討論や論争

みたいなものをやっていますが、橋川文三とか

近代思想家達の論理と、三島の論理を比較して

みると、全く話になる体系がない、――三島本

人は右翼とは「心情」だという一言で、これは

誤魔化しているのではなくて、本人は本気だろ

うと思いますが、――何か論理性を持たないと

いう点があります。それを、文学を通して見る

と、やはり三島が試みたものというのは、意外

と大きいし、意味があったのではないかという

気がいたします。以上で終わりたいと思います。 
木村：どうもありがとうございます。三島由

紀夫の文学に関して、その特徴を最後に三点に

まとめていただきまして、結論で、文学あるい

は文学作品を通して眺めないと分からない三

島由紀夫文学の価値についての問題提起をし

ていただきました。平野先生からコメントよろ

しくお願いします。 
平野：私は実は学部の卒業論文を三島由紀夫

で書いたんです。「仮面の告白」ではありませ

んが、卒論を書いたあと一種の自家中毒状態に

なりまして、三島の作品が読めなくなったんで

すね。読もうとしても一行も読めない状態にな

ったので、大学院に入ってからは谷崎に転向し

た訳です。「豊饒の海」の最後の盲目の問題と

いうんでしょうか。先程出ました「春琴抄」と

どこか背中合わせの感じがしましたので、その

辺りの問題意識から谷崎の方に行ったんです。 
今日のお話はひょっとしたら、ついこの間起



こりました事件、国宝の南大門焼失の事件のお

話を話の枕にされるのかなと思っていました。

まるで「金閣寺」だなと、私は事件の報道を聞

いた時には、そういう風に感じたものですから。

もっとも予想は全然外れまして、コメンテータ

ーというのはあまり引き受けるものじゃない

なと思う次第です。 
どういう形で先生のお話に絡めるかという

ことですが、昨今の文学部の状況から、学生が

集まらず別の所にどんどんポストを持ってい

かれるので、時代に迎合してサブカルチャー的

なものも授業でやったりするんですね。それで

この間、大塚英志が『サブカルチャー文学論』

（2004 年、朝日新聞社）の中で三島について

言っていることがありまして、それはもうどこ

かで読んだことがあった気がしたので、今回調

べましたら、糸圭秀実が昭和 61 年に「複製技術

時代」の三島由紀夫（「三島由紀夫論 死刑囚

の不死 複製技術時代のナルシス」、『複製の廃

墟』福武書店）で言っていることを、大塚英志

がもう一度繰り返しているだけだと分かりま

した。それで一体、どういうことを大塚英志も

糸圭さんも言っているかというと、先程も出た三

島由紀夫の最後の「豊饒の海」の問題、本物と

偽者の問題、これは実はジャン・ボードリヤー

ルの日本版ではないかというんです。ボードリ

ヤールよりも二年ほど早かったのですが、この

問題提起は、エッセーの形で「文化防衛論」の

中で、はっきり三島はボードリヤール的なこと

をもう言っておりまして、「日本文化は本来オ

リジナルとコピーの弁別を持たぬことである」

と明確に言っております。その一つの事例とし

て、伊勢神宮のコピーの問題。二十五年毎の造

営で場所を移してコピーを作るんですけれど

も、それはコピーではなくて本物なんだという。

そういう事例とか、あるいは天皇制の問題、歴

代の天皇の一人一人がコピーであると同時に

オリジナルでもあるという、そういう形で「文

化構造としての天皇制」という言い方をしてい

るわけです。 
考えてみれば三島由紀夫は、いろんな形から

入る人ですね。この形から入るという方法論と

いうのは、今から見れば、サブカルチャーの世

界で言われている、ある存在の「キャラクター

化」なんですよね。キャラ化する、もっとサブ

カル的な言葉で言うと「萌え」という方法論の

完全な先取りを、実は三島はしているんじゃな

いかということになるわけです。大塚英志なん

かはそういう論じ方をしていますけれども。日

本では、社会学的には 1972 年以降高度経済成

長期というか、高度情報化社会あるいは高度消

費社会になったわけで、ボードリヤール的な意

味でのオリジナルと複製の関係が、従来の審級

というか序列がある関係ではなくて、むしろ対

等になるという、そういう高度な消費社会に入

っているわけです。それを、ある意味で三島由

紀夫は先取りしていたという形で解釈をする

ことによって、ひょっとしたら三島の再評価と

いうのか、再解釈が成り立つような気が、今日

のお話を聞いていて、個人的にはしたんです。 
木村：それでは会場の皆様からの質疑応答を

お願いします。 
質疑応答 

質疑１：韓国で日本文化の研究をする、また

は共同研究をするということがテーマになっ

ていますが、韓国には日本嫌いの方も多いと思

います。学術的な研究をする場合、市場規模と

しては、どれくらいの方がいらっしゃるでしょ

うか。また日本文化や日本文学を、純粋に研究

の対象として見ていただけるのでしょうか。 
崔：大事なことを指摘されたと思いますが、し
かし失礼ながら質問が古いな、という気がいた
します。研究の対象というのは我々が決めるも
のではなくて、既にあるものだと思います。あ
る素材・題材が既にあって、我々がそれを選択
するということだと思います。だから日本とい
う国の文化、文学、言語は既にそこにあるわけ
ですから、その研究の可否を私がここで答える
必要はないという気がいたします。また韓国で
の研究状況については、先の私のレジュメをご
覧いただいた通りです。一つの学会で 1200 人
余りの学会員が既にいて、これは修士号以上の
人々です。数字の面でも、研究者人口はそれく
らいあるという報告でした。 
質疑２：中国の西安交通大学の客員教授をし

ております北野昭彦と申します。先程の質問の

方に、私の中国の現状をお伝えしたいと思いま

す。中国において文化大革命の余波があった頃

には、かつて三島由紀夫をテーマにしたシンポ

ジウムをしようとした時に、すったもんだの末

に取りやめになった。その理由は、三島由紀夫

は軍国主義者であるからだというわけです。こ



この読みというのは非常に重要だと思うんで

すけれども、取りやめになったという結果より

も、やはり中国でも三島由紀夫文学を巡るシン

ポジウムが開催されようとしたという、そのこ

と自体に非常に意味があるかと思います。それ

から、崔先生からご報告がありましたこの表を

見ますと、中国でもあまり変わりはないです。

そういう現状なんですね。もはや天安門事件は

遠く去りました。そしてかつて、小泉内閣の頃

の激しい反日デモがありましたけれども、その

後安部内閣になり、そして現在の福田内閣にな

りました。私が意外だと思ったのは、政府の支

持によって日の丸の旗を持って福田首相を歓

迎するということ。あるいはさらに西安の城壁

のところを見ますと、天皇が中国を訪問した時、

天皇の訪問先をどこにしようかということも

中国政府が考えたんだと思います。そして西安

が一番よろしかろうという政治的判断をした

んだと思います。そして中国の西安の小学生が

日の丸の旗を持って歓迎したわけです。これに

は、私は非常にびっくりしたということです。

といいますのは、私は在日作家の金石範さんの

「鴉の死」や、在日作家のいくつかの作品を読

んでいると、やはり特に金先生などは日本の敗

戦後国旗を変えるべきであった、国家を変える

べきであったと強い批判をされています。そう

いうことではありますけれども、それは金先生

個人の問題を超えた、韓国の、あるいは在日作

家としての、一つの祖国を南北に分断されて、

祖国を喪失した自分がディアスポラだ、自分は

無国籍者だという、そういう立場から来ている

んだと思います。中国の場合も、地域差はあり

ますけれども、やっぱり先程のご質問は古いと、

同じように申し上げたい。ちょっと長くなりま

したけど、恐縮です。以上です。 
平野：崔先生の資料 2 ページの最初の方で、
1970 年段階で川端、太宰、三島、芥川があっ
て、西欧の日本文学研究では普通谷崎が入って
いるんですが、韓国で入っていないのはどうい
うことかなと思いました。また、キリスト教作
家の研究のところで、日本でのキリスト教作家
は、カトリックの方が圧倒的に多いですね。韓
国ではプロテスタントの方が多いと聞いてい
ますので、その辺りの事情をお伺いしたい。そ
れから、一番お聞きしたいのは論文をハングル
で書かれるということの意味合いですね。そこ

をもう少しご説明いただければという感じを
持ちました。韓国の大学でも多分評価の関係で、
難しいんだなと思ったりしましたけど。 
崔：はい、ご質問ありがとうございました。大
事な指摘だと思います。さっきおっしゃった谷
崎の方は、どうして数字で入っていないかとい
うご指摘はもっともな点です。理由を前から思
っていたものですけれども、谷崎の作品、さっ
き例を取りました「春琴抄」にしても、耽美主
義的というか、悪魔主義、唯美的なものに韓国
の人々は慣れていないということです。アメリ
カ人やフランス人なら、浮世絵に対する関心も
含めて、そういう面に似合っているかも知れま
せん。では韓国はなぜそうなったかということ
を考えますと、儒教的な教育を受けた人々がそ
ういう面を受け入れにくかったのかなと思い
ます。だから、読んでみて興味を引かなかった
ということがあったかも知れません。だから逆
にいうと、谷崎のようなものが韓国の我々から
見れば、特殊な日本的な文学、日本的な文化に
属すると思うわけです。それが日本文学の特徴
の一つだというように。そういう属性が少ない、
慣れていないというのが、韓国的な特性かもし
れません。だから近代に入って、谷崎に倣って
翻訳や、あるいは前の日帝時代に留学生達が一
部読んで、それを輸入したり受容したりしたと
いう傾向が一部ありますけれども、広まってい
ないんですね。だから、翻訳も研究もあまりな
いということが言えます。 
それから、キリスト教作家、カトリック関係

ですね。遠藤周作の方は最近ですけれども、三

浦綾子『氷点』の場合は、本当にもうずっと前

から翻訳されて読まれているし、映画でも模倣

した作品が出てきたり、ドラマ化したりしてい

ます。韓国では、信徒の数はプロテスタントの

人口が多いです。でも聖書の内容は同じですの

で、遠藤周作の翻訳は読まれるはずです。『沈

黙』『イエスの生涯』など、遠藤の代表作は全

部翻訳されています。だからプロテスタントと

カトリックの区別は特にありません。 
それから、ハングルで論文を書くということ

の指摘ですね。先ほどの発表で触れましたが、

私の個人的な体験からしても、日本留学も五年

位すると、日本語で書いてそのままハングルへ

翻訳せずに出す方が早い、容易であるという面

があります。でも苦労しないままです。特に最

近の後輩たちはそうです。日本語で書いた論文



を翻訳するのは大変な時間と労力がいるもの

です。ただそれにも理由があって、韓国での専

任教授の採用の時に、量的な基準を決めて、三

年位で十編くらいの論文を要求したりします。

一次面接の前に書類審査をするんですね。だか

ら計量的な判断基準になります。ですから、日

本での博士論文の対象を、すぐそのまま取って、

学会で発表して二倍に水増しするわけです。し

かし、それはいけないことだと言っています。 
それが内容的にどうなるかというと、日本語

で書くと、日本語を読める人しか読まない、理

解できないということがある。その結果、日本

文学研究が韓国において一般化しにくい、遅れ

るということになります。また、論文の筆者が、

本当にその原文の意味を分かっているかどう

か、韓国人として日本文学を本当に分かってい

るかどうかを、客観的に周りの日本文学以外の

人々に認めてもらおうとする、それが大事なこ

とだと私は思います。なぜかというと、韓国で

はまだ歴史的に英文学、ドイツ文学、中国文学

などより、我々の分野は低い位置だからです。

だから、論文を日本語で書くと、我々だけの世

界に留まる傾向になってしまうのです。これは

私がハングル世代だからかもしれませんが、一

般的にも言えることだと思います。 
最後に、前におっしゃった博士課程について

ですが、韓国では論文博士という制度はなくな

りました。今は課程博士しかありません。 
木村：私も司会という立場を離れて、少し意

見を述べたいと思います。韓国の方にとって日

本文学研究というのは、外国文学研究ですね。

これは、日本は近代以降ずいぶん英米文学とか、

多くの外国文学研究をずっとしてきて、その前

も中国文学の研究をしてきており、外国文学研

究、外国文化研究というのはどうあるべきかと

いう、そういう問題とも非常に関わると思いま

す。今のハングルで論文を書く問題も、日本で

は英米文学の論文ももちろん英語で書かれて

はいますが、日本語で多く書かれているわけで

すから、そういう問題と重なります。 
現在日本文学を韓国で、あるいは日本で、あ

る作家や作品を研究する場合に、どのような手

順があるかといえば、まずどう研究されてきた

かという先行研究を踏まえる。これは当然の手

続きですね。その後、韓国における例を挙げれ

ば、私も韓国からの留学生の修士論文を担当し

ていて、例えば、今年は野上弥生子の研究があ

ったんですが、家庭小説とか愛情小説というテ

ーマが出てくる。そこでその次は、韓国におけ

る家庭、愛情という問題を扱った小説と、日本

の小説との比較に踏み込んでいくわけですね。

日本の先行研究を踏まえて、何が問題となり、

どう論じられてきたか、これが第一の段階で、

その次が韓国のそれらと近いものと比較した

らどうなるか。その後に出てくるのは、やっぱ

り独自の読みだと思いますね。韓国の人が、独

自にその日本の作家や作品をどう読むのか。私

はその独自の読みをつき合わせる時代がきて

いると思います。その読みの違いをつき合わせ

ることによって意味を持つ作品が、いわば世界

の中における日本文学として、生き残っていく

のではないか。やはり文学作品のグローバル化

というものを、我々のような批評や論文を書く

側の責務として、担わないといけないのではな

いか。そういう時代がきているという気持ちが

しています。 
ですから、日本の研究にだけよるのではない

方法が大切です。韓国の研究については、崔先

生がずっと資料で示してくださいました。また

許先生も三島由紀夫に関しての再評価という

観点から言っていただいた。逆にいうと私達が

論文を書く場合、日本文学の研究で、韓国で出

ている論文を全部渉猟して、先行研究として踏

まえて読んでいるのかどうか。そういう反省が

あるんですね。崔先生が、レジュメ 5 ページの

注７で李漢變さんという高麗大学校の先生が

出された『日本文学関係研究文献一覧』を挙げ

ておられる。私も教保文庫でこの本を買い、自

分に関心のある中島敦の研究で、どれぐらい今

論文が出ているのか見てみました。ここに挙が

る論文を、全然私は読んでないんですね。それ

は中島敦研究者として、恥ずかしいことです。

やはりそれを読んで、韓国の人は中島をどう読

んでいるのか知らなければならない。ただ、ハ

ングルで書かれたものが多いですから、読めな

いんです。そういう海外の研究を読んでいくよ

うな機会を持って、それを踏まえないと、文学

作品のグローバル化、グローバルな研究はでき

ないのではないかと感じました。 
そこに引っ付けていえば、デジタル・ヒュー

マニティーズという、デジタル化による作品や

研究の共有は、その面で意味を持つんじゃない



だろうか。そういう方法で独自の読みをつき合

わせることによって、その作品が文化とか風習

とか伝統の違い、あるいは時代社会の相違を超

えて、世界文学として共有し得るかどうか。村

上春樹はそういう域に行きつつあるわけです。

それは翻訳が非常に進んでいるからですが、研

究もそうあるべきだと今回思ったんです。 
質疑３：北野です。先から私も木村先生と同

じことを考えていたんですね。中国には日本語

学科の卒業論文だけを審査する中国全大学の

日本語科の卒業論文コンクールというのがあ

りまして、それはやはり日本語で書くわけです。

それでは中国語で書かれた中国人研究者の論

文はというと、やはり学生が日本語に翻訳して

書くわけですね。それで中国においては源氏物

語とか、そういったようなものもかなり翻訳さ

れていまして、源氏物語は、かつては歴史・社

会学的な研究が多かったけれども、最近では美

の文学として研究するように変わってきたん

だと学生達は言っております。 
そんな時にやはり問題になるのは、学生達が

挙げる文献ですね。私が指導した学生が「伊豆

の踊子」論を一昨年、去年は宮沢賢治の「銀河

鉄道の夜」論を出して、どちらもコンクールに

特別賞として入賞したんですが、彼らの挙げる

文献は中国側の文献で、私はそれを大いに参考

にして、中国での研究動向を知るわけですね。

日本では村上春樹とか大江健三郎、川端康成な

どになると、中国における川端研究の動向とか、

村上春樹研究の動向とか紹介がありますけれ

ども、それ以外の作家の研究となりますと、や

はり学生の挙げたリスト、その中で結局彼らが

日本語に翻訳してくれたものを読むことによ

って研究動向を知ることができるわけです。 
木村：ありがとうございます。ここで第Ⅰ部
を終わらせていただきます。 
 

Ⅱパネル発表 
「日韓共同データベース構築の必要性 
―中西伊之助研究の視点から―」（勝村誠） 

木村：それではパネル発表の第Ⅱ部といたし

まして、「日韓共同研究の展開」というテーマ

でご発表、コメント、質疑応答というふうに進

めたいと思います。「日韓共同データベース構

築の必要性」というテーマで、中西伊之助研究

の視点から、立命館大学政策科学部教授の勝村

誠先生にお願いいたします。 
勝村先生は、ご専門は地域政策史ですけれど

も、中西伊之助研究でもご専門の地域研究政策

史やネットワーク社会論的な視点から、今精力

的に研究を進めておられます。「中西伊之助研

究会」を結成されまして、そこで研究が進めら

れているところです。その成果として、中西伊

之助研究会編『新訂版 農夫喜兵衛の死』

（2007 年、つむぎ出版）という、中西伊之助

の小説を翻刻されて、その非常に詳しい解説

（「刊行にあたって」）を書かれたり、あるいは

また雑誌『人民戦線』の復刻を出されて『『人

民戦線』解題・総目次・索引』（2006 年、不二

出版）を担当され、そこに「『人民戦線』と中

西伊之助」という、やはりこれも詳細な論文を

書かれております。文学研究プロパーでない方

のこのようなご研究は、私共文学研究者にとっ

ても重要な研究だと思います。 
それからコメンテーターの大阪学院短期大

学教授の竹松良明先生、この先生は現在「阿部

知二研究会」の会長をされております。阿部知

二研究を主にされていますが、現在ではパリ・

上海・ロンドン・ベルリンなど、世界の各都市

における日本文学の足跡というテーマの共同

研究も進めておられます。著書としては『阿部

知二 道は晴れてあり』（1993 年、神戸新聞総

合出版センター）、『阿部知二論 ―〈主知〉の

光芒―』（2006 年、双文社出版）が単著として

ございます。それでは勝村先生よろしくお願い

します。 
勝村誠：木村先生より過分なご紹介をいただ

きまして、ちょっと緊張いたします。私は政治

学がもともと専攻でありまして、その中でも日

本政治史を研究しておりました。中西伊之助と

いう名前は以前から知っていたんですけれど

も、それは、私が日本政治史の中でも、どちら

かというと民衆寄りといいますか、社会運動に

近い方からアプローチしたい、あるいは地域レ

ベルで見ていきたい、という思いがあって、以

前大学院生の頃は、東京の地域の労働争議を加

藤勘十という男が、どのようにリーダーシップ

を取ってまとめていったかということを研究

していたんですね。この加藤勘十は、戦後社会

党の代議士になって労働大臣も務めたんです



けれども、その加藤が主導した有名な十六大新

聞一斉ストライキというのがあるですが、それ

と同じ時期に、中西伊之助は東京の市電を全線

止めたストライキの指導者として有名であっ

たということです。お二人とも 1937 年に日中

戦争が全面化する中で、人民戦線事件で検挙さ

れて、そこで政治活動の道は断たれるというこ

とだったんですね。 
そういうことで加藤勘十研究の上で、中西伊

之助という名前は知っていたんですけれども、

恥ずかしいことですが、小説家の中西伊之助と

いうのは同じ人物だって後から気がつきまし

てですね。あれ、小説も書いてたんだ、なんて

ことで気がついたのは六、七年前でしょうか、

割と最近でございます。で、小説を読んでみた

ら、『赭土に芽ぐむもの』（1922 年、改造社）

を最初に読んだんですけれども、非常に面白く

て、そしてストライキ指導者とか無産政党の指

導者とか、そういうイメージでしか持っていな

かった中西伊之助という人が、実は 1910 年頃

に朝鮮に渡って、『平壌日日新聞』で新聞記者

をして、そこで植民地支配を糾弾するような記

事を書き過ぎたのだと言われていますけれど

も、そういうことで投獄されて、平壌監獄の生

活も経験している。そして書いている小説の自

然の描写であるとか、人間の心理描写が非常に

きめ細かくて心を打つということで、びっくり

しましてね。で、その時私は逆に自分に跳ね返

らせて、日本の政治史を勉強しているとか人前

で言っていながら、1920 年代 30 年代のこと

を研究していて、当時日本が帝国であったにも

かかわらず、日本列島の外のことに全然関心を

持っていなかったということにショックを受

けまして、それで中西について取り組んでみな

がら、自分自身も少し植民地というものについ

ても関心を高めていきたいなというふうに思

い始めたのです。それが六、七年前のことです。

今後は、中西伊之助研究をしっかりとした軸に

してやっていきたいと思っております。 
それで今日は中西伊之助についてのコメン

トもご用意いただいていたようですけれども、

お配りした資料には本当に切り口ぐらいでし

か中西のことを書いてなくて、もう少し中西の

『赭土に芽ぐむもの』についてのお話をするべ

きであっただろうと思っているのですけれど

も、その辺は少し口頭で、あるいは質疑の中で、

お答えしていけたらと思います。それで、デジ

タル・ヒューマニティーズということで、共同

研究とかデータベースであるとか、デジタルと

いうのを引っ付けてお話をというお話があっ

たものですから、なぜ、その韓国のデータベー

スを自分が見始めたかとかですね、あるいは、

日韓で共同の知識をどう持つのかみたいなこ

とを、入り口として中西伊之助と朝鮮との関係

について資料に書いたわけです。 
先ほど申し上げた『赭土に芽ぐむもの』とい

う小説で、中西は大正 11 年（1922 年）にデビ

ューしますが、その後も朝鮮を題材とする作品

群を発表し続けました。資料の最初の方ですね。

そのことは、当時日本に在留していた朝鮮人の

留学生や社会運動家を勇気づけたということ

は間違いないだろうと思います。例として二人

の人物を紹介しておきましたけれども（1 ペー

ジ）、これは小正路淑泰先生の研究、それから

李修京
イ・スギョン

先生の研究にほとんど負っております。

この金基鎮
キム・ギジン

という人の評価は私には分かりま

せん。朝鮮文学をほとんど読んだことはありま

せんが、この金基鎮はかなり有名な小説家だそ

うです。当時まだ二十歳になる前ぐらいですね、

立教大学にいらっしゃった時に『赭土に芽ぐむ

もの』を読んで、自分よりも朝鮮の生活を理解

している、逆にいうと自分が理解できていない、

そこで自分も書こうと思い立ったというよう

なことを、後日の回顧として残しております。 
それから続編にあたる『汝等の背後より』

（1923 年、改造社）という、これは朝鮮の運

動家達の生き様を描いた小説ですけれども、こ

の本は 1923 年に日本で出ているんですが、三

年後の 1926年に李益相
イ ・ イク サ

の翻訳によって発表さ

れています。この人は資料 1 ページに書いてい

る通り、PASKYULA とか朝鮮プロレタリア芸

術同盟にも加わっている人で、その人の翻訳に

よる朝鮮語版が 1926 年に出ているんですね。

朝鮮語版については、武蔵大学にいらっしゃる

渡辺直紀先生のご好意と秦重雄先生（中西伊之

助研究会幹事）のご努力で、そのコピーを手に

入れることができました。これは出たのは 26
年なんですけれども 1925年に序文を書いてい

ます。中西伊之助が 1925 年 8 月 18 日に、自

分の本が朝鮮語に翻訳されるということが非

常に嬉しいということで、序文を書いています。 



いくつか紹介しますが、例えば「この著作を

通じて、人類解放の一つの戦線を支持するもの

としたいのである。そしてそれにはあらゆる国

あらゆる民族の語に翻訳されることを求める

のである。殊に私はこの著作が朝鮮語に翻訳さ

れて朝鮮民族の手に親しく読まれることは、こ

の著作の重要なる目的の一つである」。一番最

後の結びは、「この著が私の愛する鮮文に訳さ

れて街頭に出た時、私の喜びがどんなものであ

ろうと考えると、私は私の血の踊るのを覚え

る」。というようなことで、省略した間の部分

には、李益相氏の能力のこととか、いろいろ経

過が書いております。これは 25 年の 8 月に序

文を寄せているんですけれども、自分の所に李

益相から翻訳をしたいという手紙をもらった

のはずいぶん前のことだと書いてありますの

で、恐らく『赭土に芽ぐむもの』の発行から程

なく、二人は知り合っているのではないかと思

われます。 
それで、さらにこの二人の親交は続きまして、

李益相は中西伊之助の書いた原稿を翻訳して、

また中西は 1926 年 2 月から 12 月にかけて非

常に長期の連載小説「熱風」を書き続け、それ

を李益相は翻訳し続けるわけですね。これは

『朝鮮日報』に連載されています。私も全部コ

ピーを取ったんですけど、なかなか読めていな

いんですが、毎号毎号非常に味のある美しい挿

絵が入っています。インドの独立運動を題材に

して、その中の出来事を描いているんですけれ

ども、非常に困難な状態でいろいろ暴力事件等

起こる中に、徐々にインドの民衆が結集してい

くというようなことを描いて、朝鮮の独立運動

を勇気づけようとしていたということがよく

分かると思います。この小説が興味深いのは、

朝鮮語の連載の方が先に出されていて、日本語

版が出るのは二年後の 1928 年になります。 
こういう中西のことが気になるようになっ

てしまい、彼をより深く理解しようと思うと、

周辺にいた当時の朝鮮人達との親交はどのよ

うなものであったか、そして、中西の小説を読

んだ朝鮮の知識人や小説家達がその後どのよ

うな作品を書いたのかということが、どうして

も気になるんですね。今日は共同研究の可能性

について発表してくださいということで、「こ

んな共同研究ができています」ということを発

表しなければいけないんでしょうが、それがま

だできていなくて、入口に立っていることしか

話ができなくて恐縮です。 
そのことを資料の 1 ページ下から 4 行目で

触れました。植民地時期の朝鮮の、あるいは日

本の文学運動と社会運動の関わり、相互連関に

関心を持つ研究者が、日本と――北朝鮮は今な

かなかそういう状況でありませんので――韓

国との言語の壁を越えて、いろんな情報を共有

し、どんな研究者がいてどんなことをやってい

るのか、相互に分かり合うシステム作りが大事

であろうと思います。 
それで、木村先生からも先程「中西伊之助研

究会」についてご紹介いただきましたが、私は

2004 年に釜山に半年行って戻って来てから、

中西伊之助という人物に感心を持っていると

いうことをいろんな人に言いましたら、いろい

ろ引き合わせていただきまして、同じ中西に関

心持っている人物が最初は 3 人集まって、研究

会を作り始めました。今日も来てくださった秦

先生にもその後加わっていただいたのですが、

今大体 20 人ぐらいの研究会を持っていて、李

修京さんも加わっていただいています。これは

本当に驚くべき出来事でした。2005 年の春に

発起人会をして、メーリングリストを作り、

2005 年 7 月に研究会の旗揚げをして、短期間

にいろんな掲示板とかネット上にこんな研究

会を作りましたと告知を載せたんですけれど

も、次々と中西に関心を持っている方が加わっ

てくださいました。「中西伊之助に関心を持っ

ているのは自分ぐらいしかいないだろう」と思

っている方が多いと思いますが、そうではなか

ったわけです。こうして秦先生ともお知り合い

になって、木村先生からご紹介いただいたよう

な業績は、その研究会の刺激を受けて、共同研

究や共同で本を出す仕事の中で作られたもの

です。そういうネットワークの大切さを非常に

痛感しているのですが、それをもうちょっと国

境を超えて、日韓あるいはもっと世界的に研究

者ネットワークをネット上で作って情報交換

していくには、まだまだ言語その他の壁がある

だろうと思います。 
ここから後は、私自身が見たアーカイブの紹

介と、自分がデータベース作りにどんなことを

やってきたかをお話します。まず先進的なデジ

タルアーカイブの事例ということで、一つ目に

は、「韓国歴史情報統合システム」のシステム



上にある韓国史データベースという、ものすご

いデータベースを紹介します。もうよくご存知

の方もいるかも知れません。この韓国史データ

ベースは、京大の水野直樹先生に教えていただ

いて、中西伊之助と検索したらたくさんヒット

したよと伺いました。これは、資料 2 ページ目

の画像の上に書いてありますように、2000 年

3 月から韓国では韓国政府の情報通信部、そし

て最初は 4 団体ですが国史編纂委員会など

様々な団体が加わって、韓国の歴史情報のデジ

タルアーカイブ化が始まったということです。

今もう 6 次か 7 次ぐらいになっていると思い

ますが、どんどんと内容が豊富化しています。 
使い方ですが、http://db.history.go.kr/を入

力して、検索画面に行きます。この画面の茶色

のタグの下に検索ボックスがあります。ここは

最初デフォルトの設定では、左側にチョンチェ

（전체）と書いてあって、「全体」検索になっ

ているんですが、プルダウンしたらポンムン

（본문）というメニューがありますので、そこ

をクリックして「本文」検索を選択します。そ

して検索ボックスに、日本語で、何でもいいで

すが、人の名前を入力して、もしデータがあれ

ばヒットするというふうになっております。そ

れで、例えば中西伊之助で検索した場合にどん

なものが引っかかったかということで、ジャン

ル別に件数を書いておきました。『東亜日報』

『内外日報』『時代日報』などの新聞記事、こ

れは予想していたんですが、当時の韓国語の雑

誌『開闢』『星乾坤』『三千里』などの本文検索

に中西伊之助が出て来ると分かりました。資料

の 3 ページで検索結果画面を図にしましたが、

金基鎮さんの書いた文章に中西が出てくると

か、それから崔承一
チェ・スンイル

さんという人の旅行記に

名前が出てくる。これは多分中西に会ったとい

う話だと思うんですけど、こんな形で当時の朝

鮮語の雑誌の本文中にあればヒットするとい

うことになっています。それで、まずここから

丁寧に読んでいけば、彼と関わりのあった当時

の朝鮮の人々について、現在の研究よりもっと

広がるのではないかと思います。 
次に 3 ページ上ですが、夏目漱石とか島崎藤

村とか、思いつくままに何人か検索してみたら

ヒットしたということで、当時の朝鮮語の文芸

雑誌で、こういう人物の名前がどういう文章の

中で登場していたのか、というのも興味深い問

題だと思います。そして中西伊之助と交際のあ

った金基鎮や李益相というような人を検索す

ると、非常に多くの検索結果を得ます。ただ、

今でもなかなか研究が難しいのは、当時日本に

在住していて、中西と交際があった知識人とい

うのは、親日派になっている人も多いし、それ

から解放後は北に渡った人が多く、追いかける

のが難しい面もあるのかと思っております。 
それから私が本当に驚いたのは、この全部統

合したデータベースで、一つ検索語を入れたら

いくつものデータベースを検索して瞬時にヒ

ットするのですが、「日帝強占期文書」という

文書の中に「検察事務に関する記録」という京

城地方法院に残されていた、日本が置いていっ

た資料が、全て画像ファイルになっていて非常

に高速で検索ができるということです。1925
年に中西が招聘されて、当時の京城の鐘路の公

会堂で講演しているのですけれども、その講演

内容を特高警察が記録した記録であるとか、招

かれた懇親会の場でどんな人物がどんな発言

をしたかとか、当時の日本の特高警察の凄さを

感じるんですけれども、克明に記録されていま

す。大体誰に会ったか、特高には全部分かって

しまっている。まさか自宅のパソコンから、韓

国の事業を通してこういう資料を自分が目に

することができるとは、本当に驚きでした。 
またその下に書いたのは、ちょっとしたエピ

ソードですけれども、中西研究会メンバーで、

中西伊之助のご長男の國夫さんと奥様の愛子

さんご夫妻に会いに行って、聞き取り調査をし

たことがあります。その時に、研究会で持って

いてくださいということで、貴重な写真を 40
点ほどお預かりしたんです。その中には恐らく

中西さんが写っている写真もあったんだろう

と思います。今ここにある写真には、奥むめを

さんで、まだ当時二十代だと思います。若い女

性が講演している姿があって、そのすぐ足下の

所で特高警察がメモを取っているのがきっち

り写っております。また弁士中止で途中で注意

や制止する人とかですね。ですから、たまたま

私が関心を持って、いろんな本やいろんな方の

ご助力に恵まれて、この一枚の写真と、その先

に述べた文書が結びついたということに運命

的なものも感じて、途中で止めるわけにはいか

ないという責任を感じています。 



ところがこれに比すならば、日本の側はお寒

い限りなんです。日本のデータベースの事情は

多くの方がご存知でしょうから割愛しますが、

例えば雑誌記事は、韓国のアーカイブでは本文

検索で引っかかっていますね。ところが、国会

図書館のデータベース化というのは、国会図書

館創立以降だけで 1948年以前はやらないとい

うことです。 
そういう中で、皓星社という出版社があって、

そこが以前から『明治・大正・昭和雑誌索引集

成』を刊行しています。これは、資料 4 ページ

5 行目に書きましたが、いろんな学会雑誌とか

総合雑誌などが、刊行十周年とか刊行五十周年

という時にバックナンバーの総目録を作りま

すよね。ああいうものをできる限り集めて次々

に復刻して、その集成が今はもう書架一連で入

らない分量になっていると思いますが、それを

全部デジタルデータ化しておられます。

（ http://www.libro-koseisha.co.jp/top01/top0
1.html）。ただ、全部データベースにしたら本

が売れなくなりますので、人物名を入れると、

その人はこの集成の何巻何ページに名前が出

て来ると分かって、必ず検索した後この集成に

当たらなければいけない。ですから、この集成

が保管されている図書館の端末から検索する

と効率がいいということです。このデータベー

スを使って、かなり中西伊之助については調べ

ていたつもりだった時点で、相当未見の記事を

見つけることができました。日本では、民間企

業も含めて、こういうことをやっているという

ことですね。 
ここから三番目に、自分自身を今振り返って

みて、どうしてこんなことに関心を持ったり、

こういう仕事をしているのかということをお

話したいと思います。一番最初私は、大学院の

博士課程在籍中でまだ就職が決まらない頃に、

東京都の多摩市で市史編纂の仕事をしており

まして、その時に明治の始めから 1990 年まで

の新聞記事を全部、東京都多摩市に関わる記事

を調査部隊が駆け回ってコピーを取り、その記

事一本一本を一、二行にまとめるという作業を

やっていたんですけど、この時からちょっとデ

ータベースというものに関心を持つようにな

りました。その後で通史の記述に生かすための

データベース作りということで、かなり長い記

事であってもせいぜい最大限二行 80 字以内に

必要なキーワードは全部入れながら、一つの文

を作るという作業をやりました。これは市史編

纂の事業が終わった後に、資料をデータベース

化してウェブ上で公開してほしいという声を

挙げていたんですが、あいにく実現しませんで

した。その後、先程お話の出た皓星社と関連し

て『科学主義工業』という戦時期に出ている雑

誌の復刻事業のお手伝いをしたことがありま

す。この時は目次データベースを作りましたが、

単純な目次データベースを作るだけではなく

て、執筆者の役職・肩書きのフィールドを追加

して全部入れてみました。中には分からない人

もいて、調査にかなり手間取りましたけれども、

これについては一時期立命館のサーバーで約

三年間動かしてみました。「ファイルメーカー」

というアプリケーションを使って、素人でも非

常にインターフェイスがいいので簡単に構築

できたんです。それで公開していくと、非常に

効果もあって、ご遺族から連絡が来て、私のお

祖父さんの名前の読み方が間違っていますと

か、ちょっとここが間違っているんじゃないで

すかという問い合わせを、最初の一年間くらい

に四、五件受けまして、非常にありがたかった

んですが、それも途絶えてきた所で、学内事情

もあって止めにしました。 
そのようなことで、データベースとか目録や

索引を作るということに関心があったもので

すから、中西研究においても『人民戦線』とい

う雑誌の復刻をすることができまして、これの

目次データベースは一応ファイル上では作っ

ていますが、まだ全然公開はしていません。ま

た学内では、「収容所アーカイブ」という事業

がありまして、これは同じ政策科学部の宮脇昇

先生が日露戦争後のロシア人捕虜に関心を持

っていて、たくさん当時の写真を集めて、画像

のデジタルアーカイブを作ろうというもので

す。技術系の専門家としては同僚の稲葉光行先

生も関わっていまして、このお二人の話では、

ハード環境さえ整えれば、画像をアーカイブ化

してそこに他言語でいろんな文字をつけるこ

とは、今はそんなに難しくはないと聞いており

ます。このアーカイブでは、ロシア人捕虜の写

真の裏書きがみんなロシア語ですので、ロシア

語の分かる人にそれを入力していただいて、そ

れを日本語に翻訳して、人の名前とか、これは

どこの風景か、といった題目だけは、私が自分



の勉強も兼ねて朝鮮語に翻訳しています。それ

で、題目だけは朝鮮語からでも検索できるとい

うものを作っています。 
さて、まとめます。例えば、非常に若い人の

間でユーザーが多い mixi という SNS があり

まして、私もそういうのが好きなものですから

使っています。あまり見てもらうと恥ずかしい

んですが、今日本人と韓国人の学生さんがこん

な形で、一つの商用サイトで易々と日本語と韓

国語両方を使って、なるべく日本人は韓国語で、

韓国人は日本語で書くようにしているんです

けど、コミュニケーションが取れるようになっ

ています。そういうものもデータベースに付随

させれば、コミュニケーションツールを両言語

で実現することは、これを使ったらすぐにでも

始められると思います。 
最後のまとめですけれども、7 ページの二つ

目のパラグラフで書いていますように、両言語

でデータベースを構築する際に、持続するため

には、どうしても日韓でやらなければならない

という必然性が必要であろうと思います。これ

から私は、中西伊之助の人物研究については、

できるだけ韓国語でも朝鮮語でも検索にひっ

かかるようなデータベースを是非作りたいと

思っています。その場合はやはり、韓国の側の

研究と繋がる必要があると思います。中西の周

辺には、李益相とか金基鎮とかいろんな人がい

ます。また、例えば今では息子の鄭大均さんの

方が有名になっていますけれども、鄭然圭とい

う早くから日本にきていた朝鮮人作家で、ずっ

と日本語で文章を書いて、戦時期には戦争協力

して皇道精神高揚ということを書いていた人

がいます。彼についての研究は韓国人の方がや

っているんですよね。だからそういう研究者と

も繋がりを持っていきたい。その人のことは中

西伊之助が非常に可愛がって、文壇に紹介した

ということがありまして、彼の 1940 年代に出

した「学者の商売」という短編集にも中西に対

するリスペクトが満ちている文章が一篇ある

のを見つけたんですが、そんなことで日韓一緒

にやりたい、やらなければならないという必然

性が必要であろうと思います。 
もう一つ今考えていますのは、私は地域政治

史の方にも関心がありますので、釜山について

韓国人が研究した釜山の地域史研究のデータ

ベース化、それと日本の植民地研究、これをも

っと結び付けられないか。これについても、や

はり必然性ですね、それとやはりカウンターパ

ートがないと難しい。そして自分とカウンター

パートの二人だけが満足していてもだめで、そ

れに関心を持ちアクセスするユーザーが周り

にいないと長続きしないだろう思っています。

時間が経ってしまいましたので、後は討論で質

問をいただければと思います。どうもご静聴あ

りがとうございました。 
木村：どうもありがとうございます。「デジタ

ル・ヒューマニティーズの可能性」という本日

のテーマに沿った内容のご研究をされている、

その最先端にいる勝村先生のご発表をいただ

きました。今後どういう作業に取り組んでいか

なければいけないのか、ということが分かりま

した。やはり言語の問題とか、カウンターパー

トが重要という印象を持ちました。では竹松先

生コメントを宜しくお願いします。 
竹松良明：私は中西伊之助に関しては、本当

に付け焼き刃、にわか勉強しかしていないので、

何からお話していいか。私自身は従来の古い形

の研究で資料を扱っており、データベースやデ

ジタル化という新しい方法には大変弱いです

けれども、今のお話を聞いていて、なるほどと

感じる所がありましたので、それについてお話

したいと思います。 
まずこの入口としての中西伊之助という存

在については、先程お話がありました「中西伊

之助研究会」という所で現在研究を進められて

いるということですね。それで中西伊之助は、

プロレタリア文学の範疇に入るんですけれど

も、プロレタリア文学の現在における再評価の

機運というか、ある意味でまったく新しい時代

にさしかかっているという感覚は、明らかに感

じられるわけです。というのも、イデオロギッ

シュな政治主義的な方向での読み取り方とい

うのは、現在ほとんどやられなくなっている。

つまり、政治理論的な部分が背骨のような部分

であるとすれば、従来の方向としては、必ずそ

の背骨の部分から入っていかなければいけな

かった。これが現在は、そういうイデオロギー

を主体にした考え方ではなくて、むしろ骨の周

りに付いている肉の部分だけを取り出して読

み進めて、そこにどれだけの意味があるかとい

うことを問う。新たに従来の方法とは違う形で



読むことが十分可能になってくる。それは間違

いないと思うんですが、その場合に中西伊之助

のような作家は、名前は有名なんだけれども、

現状として戦後に再刻されたテキスト本文は

寥々たるものがあります。今回改めて古本を集

めて中西伊之助を読んでみたんですが、正直私

も恥ずかしながらこれまでほとんど読んでい

なかった。それで新たに受けた印象は、とても

強烈なものがありました。 
そこで、まずいわゆるインフラの最初に当た

るテキスト本文は、戦後非常に少ないわけです

から、今後こういう状況に対して、テキスト本

文も再刻版の出版を待たずに、本文をデータで

読める、画像で読めるような形が望まれる、そ

の格好の対象になりうるだろうと思います。そ

うでないと、現在でも雑誌の復刻が逐次なされ

ておりますけれども、復刻屋さんだけを頼りに

していては到底追いつかない。そういう意味で

の、一般的な流布本が少ないということですね。

特殊な条件がないと読むことができない、作品

に辿り着くことができないという条件がまず

大きい。 
それで中西伊之助の作品の内容についてこ

こでは触れる場ではないですが、やはりプロレ

タリア文学の再評価という問題に即して中西

伊之助を考えた場合、現在読んでいくその一つ

の眼目として、「なぜ今中西伊之助なのか？」

ということを私なりに考えていった際に、やは

り中西伊之助の「外地」体験と、その体験を作

品化したということが大きい。それは当然朝鮮

と、その後満鉄に行った時の満州のことです。

ざっと読んだ限りでは、明らかに最初の衝撃的

な『赭土に芽ぐむもの』で書かれている朝鮮と、

その後の満州では違う印象を持ちました。 
中西は、朝鮮から大陸に渡って亡命したとい

うふうに自分では書いているようですけれど

も、その実態は分かりません。満鉄に潜り込ん

で高い給料をもらったんだけれども、半年位で

課長か何かと喧嘩して辞めたという経緯を、昭

和 9 年『満洲』という長篇小説で書いています。

要するに満鉄のリストラ事件に腹を立てて、同

志を糾合して運動するということを書いてい

るんですが、印象からいいますと、この『満洲』

という作品は非常に痛快なんですね。面白すぎ

るという印象が強いです。比喩でいえば、満州

版「坊っちゃん」のような印象ですね。夏目漱

石の「坊っちゃん」ではなくて、もっと広い意

味での国民文学的な「坊っちゃん」の系譜に属

するような作品は、漱石の作品以降、時代毎に

何らかの形で現れているはずです。その内の一

つに『満洲』の主人公も恐らく入っていると考

えてもいいのではないかと思いました。 
とにかく『満洲』の場合は、満州における日

本人社会が中心ですね。満鉄内部のことを書い

ているわけですから、ほとんど日本人が出てき

ます。場所は満州だけれども、日本人社会、日

本人感覚が中心になる。ところが圧倒的に違う

のは、『赭土に芽ぐむもの』の場合、『満洲』と

比較して非常に意味があるのですが、立体構成

というか、二部構成のような形になっているん

です。つまり中西自身をモデルにしたような槙

島という若い新聞記者と、そしてその一方では

朝鮮の農民の金基縞という、農民の話を二部立

てに展開していって、その二人が刑務所の独房

に十三人位詰め込まれているようなひどい状

況の中で、その二人の人物がたまたま出会うと

いう形を作っています。そこには、日本人の目

から朝鮮人を描くということと、自伝的な部分

を描くということと、その両面を何とか有機的

に結合させようという努力があるわけです。 
それでこの作品は中西の処女作で、文章も大

正前期頃のいわゆる明治末期の自然主義の文

体をひきずったような、古めかしさを感じさせ

る文体ですね。非常に荒削りな部分もある。し

かしこの大長篇小説を意味あるものにしてい

るのは、やはりそこに現れている素朴な、革命

理論以前の社会正義感ですね。正義感というよ

りも、ほとんど男気とか侠気とかいうものに衝

動的に突き動かされて運動をせざるを得ない

という人物を描いていることにあります。 
とにかく「外地」を書くという観点から見ま

すと、先程いったように、満鉄の内部を描いて

いたのでは、満州の満州人の心理などほとんど

入ってくる余地が無いわけですね。ところが

『赭土に芽ぐむもの』では一人の農夫の心理を

克明に辿って、朝鮮の人の考え方に潜り込もう

としている。それは当時プロレタリア文学にお

いて、ある程度そういった大胆な試みが可能に

なる。いわゆる純文学では、なかなか外国人の

意識の中に潜り込んでいくという大胆な手法

は、敷居が高くて、無理があると考えられるの

が普通だったということです。それをほとんど



迷いなく大胆に朝鮮の人の心理、その背景とな

る朝鮮の風土とか風物を克明に書いている。そ

ういう努力をしているにもかかわらず、後代か

ら見た時に、あまりにも大胆に描かれていて、

ある程度朝鮮体験で年数を経たとしても、本当

に日本人によってそれほど朝鮮人の心理を把

握できるのか、という素朴な疑問を感じないわ

けにはいかない。そのような目で見た場合に、

やはり中西伊之助が書いたこの作品は本当に

面白いんですけれども、改めて考えた時に、猪

突猛進型というか、自分を書こうという意識が

先に立って、とにかくそのテーマや素材を新聞

記者風の早い筆で描き取っているという印象

がしないわけでもありません。全体としては

『赭土に芽ぐむもの』自体の意味を高く評価し

ているんですが、細かいテクスチャ、肌触りの

問題を含めて考えた場合には、文学作品として

の質感では、いくつかの疑問点はどうしても残

らざるを得ないという印象があります。 
それでもやはり当時の純文学では、そのよう

な朝鮮の人達の心の中にどんどん入っていく

ような形で、いわゆる客観小説にしろ、そのよ

うな大長篇を書けるということの積極性は高

く評価できると考えております。例えば農民生

活ですね。明治の末期ですと、農民生活は長塚

節『土』のような作品で、農民の意識というの

を描いたわけですが、それも要するに作家が本

当によく知った、知り尽くした素材を描くとい

うことが最初の不文律としてあった。そういう

時代からそれ程経っていないですから、そうな

ってくると、朝鮮人の意識の中に入り込んでい

けるというのは、やはりプロレタリア文学風の、

プロレタリアートとしてのユニバーサリティ

ーというか、世界的な連帯感のようなものをバ

ックに頼まない限り、なかなかそういう描き方

は可能にならないと思います。 
そういういくつかの細かい気になる点はあ

るんですが、何といっても『赭土に芽ぐむもの』

のインパクトが非常に大きい。そこから、戦後

の作品になるとまったく趣を変えています。戦

後に「恋」という短い名作がありますけれども、

あれを読んだ時に私はかなり驚きまして、これ

が『赭土に芽ぐむもの』と同じ作者が書いてい

る作品かなと思いました。というのは、あれは

まさに日本的ないわゆる心境小説に近い作品

なんですね。それだけの距離が、処女作から、

「恋」は昭和 22 年位に発表されていると思い

ますが、そこまでの間にある。質的な差がそれ

だけあるということは、何を意味するのか。非

常に意味深長なものがあると思うんですね。で

すから、必ずしも処女作が若書きだからという

点ではないんですが、今では一過性というか、

時代の中に置き忘れられてしまっている作品

という印象が、中西伊之助のいくつかの作品に

関しても、現在のところ、残念ながら強いわけ

です。 
そこで日韓共同研究という今回のテーマに

戻った時に、前半第Ⅰ部にもありましたが、文

学作品のグローバル化という問題に即してい

えば、そこに描かれている朝鮮の人達の意識に

ついて、朝鮮の側から読んでどうだろうかとい

うことを問いかけたいという興味が非常にあ

ります。そして、中西伊之助研究は今進んでい

るわけですけれども、例えば、それ以前までは

本当になされていない。中西について概要を知

ろうとする場合に文献がなかなか見つからな

いという現状だと思います。例えば、『日本近

代文学大事典』はかなり古いものになっていま

すが、その記述を見ると、そこに書かれている

履歴等は、昭和 3 年の「新興文学全集」に中西

自身が書いた略伝みたいな内容をほとんど引

き写して使っているというような状態です。で

すから現在勝村先生などが年譜のデータベー

ス、作品の書誌的な年譜と生活年譜も含めて、

それが新たに出来てくると、研究は従来から飛

躍的な形で進むだろうと、大変興味を持って期

待しております。 
木村：どうもありがとうございます。中西伊
之助文学が現在どれくらい読まれているのか
というと、「日本プロレタリア文学全集」の中
にも一冊ありますけれども、あくまで一冊本の
選集ですね。そういう現状の中西伊之助につい
て、初期作品の特徴、それから戦後の作品との
落差について詳しく述べていただきました。そ
れから、日韓相互研究の必要性を第Ⅰ部の発表
に引き続いておっしゃっていただき、またデジ
タル化の意味についても触れていただきまし
た。 
このデジタル化ということは、韓国の方は随

分盛んで、例えばソウル中央図書館ですか、あ

そこは立派な建物で内容もすごいですけれど

も、デジタル図書館を今建設中でほぼ出来上が

りつつあるんだと思います。現在あそこの館長



をしている人が、元立命館アジア太平洋大学客

員教授として一年間来ておられまして、親しく

していただいて、この間招かれて行きました。

それで今デジタル図書館を隣に作っています

と、そこを案内していただき、日本では考えら

れない程、デジタル技術が進んでいるなと感じ

ました。 
質疑応答 

質疑１：中西伊之助が最初に職業として選ん

だのが『平壌日々新聞』ですね。これは今では

朝鮮民主主義人民共和国の中にあると思いま

すが、その資料や日本の敗戦後資料を集めたり、

あるいはほとんど不可能かも知れませんが、現

地調査に行って有益な資料を得るということ

が、研究にとって大事かと思うんですが、その

辺について何かお考えでしょうか。 
勝村：『平壌日々新聞』に中西がいた時代は、

恐らく集中的に文章修業をしていた時期であ

ろうと思います。そんなに大きな新聞社ではあ

りませんから、もし紙面が残存していて、読み

比べていったら、この辺りは彼が書いたのでは

ないかという推定はできるのではないか。そう

いう淡い期待があって、いつの日か紙面を見て

みたいとは思っております。 
木村：翻訳という形で最初に『朝鮮日報』に

朝鮮語で「熱風」が出るわけですね。ですから、

これはもちろん日本文学といえるんですけれ

ども、今考えている問題としては、いわゆるそ

れぞれ韓国文学史、日本文学史、朝鮮文学史と

いってもいいんですけれども、文学史の構築、

文学史の叙述という問題に突き当たった場合

に、その文学史に作家なり作品なりを取り込む

範囲の基準をどうするのか、という問題をこの

所考えています。それは書かれた言語なのか、

書いた人の国籍、人種によるのかという問題で

すね。というのは、かつての朝鮮においては「日

本語文学」、つまり朝鮮の人が書いた日本語の

文学があるわけです。それは朝鮮文学史、韓国

文学史に入るのか入らないのか。日本と韓国ど

ちらの文学史に入るのか、どちちにも入らない

のか、どちらにも入るのか。これが非常に難し

い問題と思っています。しかし今まではそれに

ついて触れないで、文学史がそれぞれ日本でも

韓国でも書かれてきました。それでいいのかど

うか。これは非常に難しい問題です。文学史の

叙述に取り込む範囲、基準ですね。そういう問

題が出て来る。これがずっと私は気になってい

まして、それを考えると随分文学史の叙述が変

わってくる。すると今度は「東アジア文学史」

という形での文学史の叙述が可能になるので

はないかという気もします。日本とか韓国とい

うふうに国単位で括らないで、「東アジア文学

史」としてというような、そういう時代は来つ

つあると思います。特に韓国の方では『親日文

学論』論議が出ていますけれども、そういうか

つて親日といわれた文学者にどういうアプロ

ーチをされるのか。韓国の日本近代文学研究者

の方にご意見をお伺いしたい。もちろん政治的

状況や時代社会を背負っており、非常に難しい

対象だけれども、今はそれを乗り越えていく時

期が来ているんじゃないかと思います。まず勝

村先生いかがでしょうか。 
勝村：現時点での国境をいったん取っ払って

考えてみたいとは思いますが、だからといって、

大日本帝国の領域を全部含めた植民地文学と

いうものを網羅的に作ろうという大それたこ

とはとても考えられません。ただ少なくとも、

交流、例えば直接的な協同関係や、そうでなく

ても書物における影響を受けた受けないや、何

らかの関係がある部分を少し広げて、中西のよ

うな国境の境域を超えて活動した人を、取りあ

えず作業として一度軸に置いてみて、その周り

の人との関係で、お互いの作品の前後関係のよ

うなものを並べて描いてみるということを、ま

ず始めてみるといいかなと思います。 
各国別に近代国家が学会を持っていて、学会

毎にその国家の文学史というものを作るとい

うのは当分無くならないんでしょうけど、それ

については、それだけでいいのかなということ

を言い続けることしかできなくて、それを超え

て文学史を作るというのは、少しイメージが湧

かないのが現状です。 
木村：私達が目指すこの日韓共同データベー

ス構築ですが、確かにそこに資料は次々と挙が

ってくる。そしてこのデータベースは、結局は

一つの手段というか方法なんですね。方法の途

上の研究であって、それにプラスアルファーが

加わる。それは勝村先生が一番最後にまとめて

おられる作品の読みや、社会的な意味、思想的

な解明ということで、それを加えて、最終的に



意味づけ、評価をしていく。その時に範囲に取

り込む基準というのをどうしても考えないと

いけないと思って、今のようなご質問をしまし

た。 
勝村：それと中西伊之助の、先程コメントい

ただいたお話とも少し関わるんですが、彼が暮

らしていたのは植民地化がどんどん進む 1910
年から 11 年位の時期です。ですが作品を書い

ているのは３・１運動後であって、３・１運動

に対する評価が非常に高いんですね。そこで、

自分の見たものと、あるべきものにかなり飛躍

があるんです。その飛躍を抱えながら描いてい

る。何を言いたいかといいますと、３・１運動

というのは、関東大震災もそうですが、当時東

アジアで起こった大事件というのは周辺にも

報道されて共通性を持っている。お互いに影響

を与え合うわけですね。その関係がある範囲と

いうのは、国境を超えた文学史で考えなければ

いけないと思います。 
木村：３・１運動というのが、当時の朝鮮と

日本で、どのように文学作品の素材に取り込ま

れ、どう書かれたか。もちろん表現に制約のあ

る時代ですけれども。あるいは関東大震災をそ

れぞれ朝鮮人と日本人がどう書いたか、これは

大きな問題点になると思います。1919 年と

1923 年ですね。 
質疑２：先程木村先生がおっしゃった、文学

史の構築に取り込む範囲という部分で、親日派

文学者という人達はどうなるのかとおっしゃ

ったので、私が知っている限りでのことを申し

上げます。韓国の場合は 90 年代から、韓国の

植民地的近代性という、韓国の特殊な近代性を

再評価するという作業を、今も学会で続けてい

ます。今までは親日と反日としか分けられなか

った。そういう部分で、その時代を生きていた

知識人達とか一般大衆とか、文学者も含めての

ことなんですけれども、そういう人達の、人間

の環境に対しての適応とか、そういう部分をあ

まりにも軽く見ていた。それを反省しながら、

そういう時代に生きていた人達を、ただの親日

派として精算されるべきだということではな

くて、そんな中での韓国の特殊な近代性、植民

地的な近代性を評価して、その部分を文学にも

適用していこうという動きが今もうあります。

そうなれば、親日派文学者ということで排除さ

れて、まったく韓国の文学史の中に入れないと

いうことにはならないと思うんですね。これか

ら韓国の近代性の定義がどうなっていくかは、

まだ途上なのでよく分かりませんけれども、確

かにそういう方向に流れています。人間中心に

見る視点をこれから確保していくのではない

かなと思います。 
 

Ⅲ 共同討議 
木村：それでは今日の全体を通しての討議に

移りたいと思います。三人のパネリストの先生

方のご発表、それからコメンテーターの先生方

も含めまして、自分の問題意識に照らし合わせ

て何かご意見、ご質問を出して頂きたいと思い

ます。 
當山日出夫：デジタル・ヒューマニティーズ

にちなんで意見を述べたいと思います。日韓共

同データベース構築を考える際に、重要なのは

多言語対応のコンピュータになっているかど

うかですね。例えば立命館では 2007 年に

Windows XP が導入される際、当初は多言語

対応のユニコードを使用する予定がなかった。

そういう問題も我々に投げかけられています。

また逆に聞きたいのは、韓国の大学で使ってい

るコンピュータでは、日本語を読める環境にな

っているかどうかです。相互にそういう環境が

整わない限り、デジタル・ヒューマニティーズ

による交流はうまくいかないのではないか。 
勝村：システムのことはよく分かりませんが、

今政策科学部では、先程お見せした商用の

mixi とよく似たようなプログラムを動かして、

情報共有を学部の方がやっています。そのドメ

インは立命館大学の中にあって、私も朝鮮語を

わざと入力してみたんですけど、全然問題なく

入力されています。 
當山：実は大学のコンピュータがユニバーサ

ルであるべきだと主張したのは私なんです。 
勝村：そうですか。どうもありがとうござい

ます。そういう声は本当に挙げていただいたら

と思いますね。 
崔：韓国の大学でも日本語に対応できています。 

許：日本語と韓国語では、最初問題になったの

は確か漢字の問題だったんですよね。漢字はコ

ンピュータで使えないんじゃないかとか。ハン



グルも漢字と同じく 2 バイトで、アルファベッ

トの二倍ですね。パソコンが登場する前は、確

かアルファベットじゃないといけないと言わ

れていた。それが、日本で一太郎が登場したの

は一番大きいと思いますが、漢字を処理するこ

とができるようになった。それを韓国も導入し

て日本語と韓国語は全然問題なく使えるよう

になったんです。 
當山：内部的にはユニコードで処理している

のでパソコンの画面上は問題ないんですが、目

に見える形でフォントとして出した時にどう

なるかという問題でもあります。 
質疑１：武蔵野大学の土屋忍と申します。先

程木村先生が文学史の叙述の問題とおっしゃ

って大変興味深く伺いました。その時に、デジ

タル化の問題は方法、通り道であるというふう

におっしゃったんですが、あえて今日全体のテ

ーマに沿って、方法について一つお伺いしたい

ことがあります。それは著作権の問題で、日韓

で共同データベースを作る時に、著作権という

のは関わるのか関わらないのか、ということな

んですね。竹松先生のお話でも、文学作品のデ

ジタル化、テキスト本文のデジタル化の必要性

についておっしゃられたと思うんですが、私が

知る限り、今の日本では国立国会図書館の「近

代文学デジタルライブラリー」というのがあり

ます。それから在野のネット住民達による「青

空文庫」があります。どちらも著作権が切れた

ものを対象にしていて、無作為に選んで、打ち

込みをボランティアがやって、読めるのが「青

空文庫」で、国立国会図書館は図書館の事業と

している明治期のものですね。古本屋なんかで

買うと五万円以上もするようなものが、全てそ

のまま画像化されて読める。あるいは、コピー

すれば本のようにして読める。非常に重宝して

いますし、どちらも画期的なものだと思うんで

すが、どちらも著作権が切れたもの、というこ

とだと思うんです。韓国の方では、こういった

ものがどういう形になっているのか教えてい

ただけたらと思います。 
許：韓国にはボランティアでやっている「青空

文庫」のようなものはまだないと思います。 
木村：著作権の問題は、當山先生がお詳しい
んじゃないでしょうか。 
當山：よく分からないのは、「青空文庫」のホ

ームページを開いてもらうと分かるんですが、

著作権は戦争期間中停止されるんですね。死後

五十年経ったら切れるということの他に、海外

のものとか、戦争中は期間が停止されてしまう

とか、カウントされないです。だからその場合、

例えば日本と朝鮮は当時どういう関係があっ

たのか、という歴史認識の問題になります。い

つから起算するか、という問題が発生する可能

性がある。ちょっとデリケートな問題だと思っ

ております。 
木村：クリアしないといけない問題がいっぱ

いありますね。 
當山：掲載は著作権者の許可さえ得られれば

良いので、ノーと言われたらだめです。 
木村：しかし、著作権者の許可を得るという

こと自体が大変な作業ですね。いろんな新聞や

雑誌の、例えば絵とか写真とかいろんなものに

関して、いちいち確認していくと、許可が得ら

れない場合がほとんどになる可能性がありま

す。そしたらそれも発信できなくなりますね。

理想は高く、現実は低くなりそうな感じで、ど

うしたらいいんだろうかと。 
當山：それから勝村先生のおっしゃったデー

タベース構築に関して、人間文化研究機構で作

った「nihu ONE」というデータベースシステ

ムがあります。それでしたら、エクセルで表現

されたデータは、自由にデータベースとしてオ

ープンにできます。そういうシステムが公開さ

れたりしていますので、こういった貴重なデー

タベースでしたら、日本と世界中の人に発信す

る意義がある。そのためのシステムのプラット

フォームが、徐々に整いつつある。情報はみん

なで共有していこうという状況だと思います。 
許：質問になるかどうか分からないですが、ず

っと先からいうデジタルと、文学が何か全く一

致しないというか、文学というのはアナログ的

なものじゃないですか。例えば、作家の肉筆を

感じるとか、そこから伝わるものもあるし、製

本された本を見た時の、例えば漱石の『明暗』

とかそのような本を見た時の感動とか、そんな

のもありますし。それがただデジタル化された

ものをテキストとして使った場合、文学研究に

なれるのか。またデータというのは、経済学や

言語学でもそんなことはありますが、間違った



データがあった時に、人がそれを使ってまたデ

ータを作って、後はどれが本物か分からなくな

ってしまう恐れというのがかなり大きい。その

ようなものも念頭においてお話が進んでいる

でしょうか。 
當山：それに関していうと情報処理学会の「人

文科学とコンピュータ研究会」などで、埼玉大

学の明星聖子さんとか、長崎県立大学の永崎研

宣さんとかが、テキストの真正性・正統性とい

うことについて盛んに議論なさっております。

ですから日本において文学に限らずいろんな

所からそういう声が挙がっていることは間違

いないですけれども、まだ議論が始まったばか

りという段階で、ただ全然声が挙がっていない

わけではないという状況です。 
木村：秦重雄先生どうぞ。 

質疑２：許先生のおっしゃる通りだと思うん

ですね。例えば中西伊之助の本でも、竹松先生

が古本をにわかに集めてとおっしゃられまし

たけれども、なかなかインターネットの発達し

た現在も、それなりに高額のお金を払わないと

ならない。国会図書館でも、大正期の中西伊之

助の本は全部マイクロフィッシュに今なって

おりますので、私が研究し出した十年以上前で

したら、国会図書館に行けば原本が出てきて、

それを手にとって見られるというふうだった

んですけど、今は全部マイクロで見てください

といわれる。中西以外の大正期の作品を実際に

本で見るためには、駒場の日本近代文学館に行

って本を触らなければいけない。駒場の近代文

学館に行くか、どこかの大学図書館を利用する。

しかし大学関係者の人は別ですけども、そうで

なければ、大学図書館を簡単に利用することが

できないので、古本で集めるしかないというこ

とですね。僕はもう永久に文学研究のことしか

知りませんけども、デジタル化と同時にアナロ

グ化は、平衡して進むものだと思っています。

インターネットの発達があったからこそ、「中

西伊之助研究会」ができたと思うんですね。私

と勝村さんが知り合ったのは、インターネット

のメールで知り合った。中西伊之助研究が発達

するに従って、韓国の研究者の方からも発信が

あると思ったんですけども、やはり言語の壁と

か、我々は想像できない壁があって、私は当初

期待していた韓国からのご反応はないですね。

ちょうど十年前に、立命館の日本文学専攻に韓

国からの留学生で女性の研究者がいらっしゃ

って、中西伊之助研究を発表されました。びっ

くりして聞きに行ったんですね。金基鎮につい

てもその時初めて述べられて、目から鱗が落ち

る思いだったんですけれども、その女性研究者

の方が韓国の経済状況の悪化によって帰国せ

ざるを得なかったという状況がありました。許

先生がおっしゃるように、文学研究の場合は、

本自身が持つオーラといいますか、それ自身が

文学の機能としてすごく働くと思いますので、

研究者は文献主義的だと罵倒されるかもしれ

ないけども、そこにこそ一つの研究の出発点が

あるんじゃないかなと思っています。 
一つだけ、全然別次元の話ですけれども、親

日文学の話をされましたけれども、私が古本で

見つけた本の中に、『朝鮮国民文学集』だった

かな、雑誌『国民文学』に載った作品集がある

んです。その中に牧
まき

洋
ひろし

という、日本の読みで

すが、牧洋という作家の「東への道」という短

編小説があるんですね。これは朝鮮人の留学生

の高校生と、日本人の足の不自由な女性が、学

生時代に知り合ったけども、結婚というか一緒

になれない。ところが、朝鮮人の留学生が日本

語作家として日本に来て、それで出雲大社でお

参りして、その女性の所に行くんですね。それ

で、最後は結ばれるというふうな、内鮮結婚を

暗示しての作品なんです。それで僕はその作品

を読んで、実は感動したんです。プロレタリア

文学研究者である私が、親日文学を読んで感動

する。これは何なのかな、と思って。文学の機

能というのは、感動がないと親日文学でもやは

り読まれなかっただろう。だから、私みたいに

韓国語のできない人間には『国民文学』しか読

めないですが、でもその作品は面白いんですね。

真面目に対象に当たって書いているという所

でね。『国民文学』の中ではその問題の他にも、

芥川賞を受けた小尾十三
おびじゅうぞう

という作家が「登攀」

という小説を書いて、元山での朝鮮人高校生と

の交流を描いているんですが、実は小尾十三が

戦後その作品を書き換えたんですね。結末を書

き換えたんです。それは数十年間誰も気がつか

なかった。それに南富鎮さんが気付いたと同時

に、私も気付きましたけども、そういう問題点

があるんですね。日本語で書かれた朝鮮の親日



派文学者達の文学作品というのは、やはり感動

があるものについては、どういう視点で評価す

るかが、これからの問題だろうということを非

常に強く感じました。植民地主義を肯定すると

いう所で断罪するだけではだめだろうと思い

ます。そのために、テキストをみんなの共通の

ものにするためには、デジタル化というのは必

要だろうと思います。 
木村：二つの大きな問題点、非常に貴重なご

意見をいただいたと思います。最初の方は、私

もこういうデジタル化に弱いものですから、非

常に板挟みで苦しんでいるわけです。日本文化

デジタル・ヒューマニティーズ拠点のメンバー

として、どうしたら相応しい仕事ができるかと

いうこと。その一方で、文学研究をずっとやっ

てきた方法やスタイルがあり、その板挟みで苦

しんでいます。しかし、おっしゃったように、

デジタル化の意味というのもありまして、技術

を習得して活用しようと取り組んでいる最中

です。また後の方も大事な問題点で、大変いい

お話をしていただきました。 
質疑３：関西大学の増田周子でございます。

本日は非常に勉強になりましてまず御礼申し

上げたいと思います。質問として勝村先生に少

しお伺いしたいんですが、労働争議、プロレタ

リア運動が世界各地で起こるわけですが、各地

の運動の違いを、私が今ひとつ把握していない

んですね。資料の 1 ページに、中西は朝鮮文壇

と密接な関わりを持ったとお書きになってい

らっしゃるんですが、ずっと植民地支配を受け

ていた朝鮮と、日本とでは、プロレタリア文学

運動、あるいは運動自体は、どう違うのか。そ

れから植民地支配を受けている中でも朝鮮文

壇というのがあり得るのか。日本とは違うとい

うものがあるようでしたら、その辺に関して韓

国の諸先生方も含めてお教えいただきたいと

思います。よろしくお願いします。 
勝村：日本と朝鮮のプロレタリア運動の違い

ですね。私も 1920 年代のことを、他の研究者

の成果に基づいて書いているので、よく分かっ

ていないんです。ただ、当時日本に来ていた留

学生達はやはりそれなりに裕福であって、確か

この金基鎮も群長の息子だったんじゃないか

と思います。何か自分の国の未来に暗澹たる気

持ちを持ちながら近代的なものを学ぶ、しかし

ヨーロッパにも行くのもどうか、ということで

日本に来ていた人達と、中西のような経済的に

恵まれず高等教育を受ける機会もなく、独学で

刻苦勉励したような人とは、出身階層としては

かなり違っただろうと思います。しかしその中

で何か理解を深め合えるようなことがあった

のでしょうが、その辺はこれからの課題です。

それと中西は、日本国内の様々な運動が四分五

裂していくことに、非常に何とも言えないやり

切れなさを持っていました。そしてその中で彼

は、指導者達が、例えばこの人は正統派マルク

ス主義の立場でマルクスを使ってものを語る、

こっちの人はロシア文学でものを語ったり、こ

っちはイギリスの話をしたり、とそういう直訳

的な指導者を非常に嫌っておりましてね。それ

とは違う形で、これもヴ・ナロードの真似とい

えば真似なんでしょうけれども、一時は農村に

入って行って農民自治会を作ろうという運動

もしていました。ですから工場労働を中心とす

るいわゆるプロレタリア労働運動とは、ちょっ

と違う位置に中西は立っていたんだろうと思

います。その点では、麻生久という人の方が、

彼は東大出の知識人で文学もやっていた人で

すけれども、鉱夫労働総連合とか炭鉱の鉱夫の

労働運動の指導者をしていて、まさにプロレタ

リアの非常に状況の悪い労働現場を見ている

指導者でした。金基鎮は麻生久とも付き合いが

あったんですが、その麻生久は非常に楽観的で、

もう十年位経ったら日本に革命が起こるみた

いなことを考えていて、金基鎮にあなたはもう

国に帰って自分の国の革命をやりなさいと言

った、という話のやり取りがあったと聞いてい

ます。その意味では、日本の中では陣営別に

様々な指導者の考え方によって、労働運動とい

うのはなかなか糾合されていなかった。特に普

通選挙制度の問題があって、1925 年のこの時

期というのは、23 年位からですが、普通選挙

制度が入ったらどんな労働者政党を作ろうか

という、ものすごい議論が紛糾して、そしてま

とまっていかない状態です。そういう背景があ

ると思います。それに比べて、朝鮮の方はどう

だったかというと、繰り返しになりますが、留

学生達はそれなりに裕福な家庭の出身であっ

ただろうということと、それから朝鮮半島にお

いて工業化が進んでいくのは 1930年代なので、

まだこの当時は工場における労働争議という



のはそれほど起こってないんじゃないかと思

います。ですから労働争議を背景にしたような

運動は、まだあまりなかったと思います。 
木村：大変、議論がいろいろに弾みまして、

ありがとうございました。韓国から来ていただ

きました崔先生と許先生、それから本学の勝村

先生、コメンテーターの平野先生、竹松先生、

それから参加してくださいました皆様方に心

からお礼申し上げます。では閉会の挨拶を、本

学文学部教授・瀧本和成先生よりいただきます。 
 
閉会の挨拶 
瀧本和成：どうもお寒い中お集まりいただき

ましてありがとうございました。第Ⅰ部は木村

先生司会、平野先生コメンテーターのもと、崔

先生に韓国での日本近代文学研究の現状を、課

題と展望を踏まえて、翻訳・注釈問題など、資

料をもとに具体的に数字を挙げてご説明いた

だきました。許先生は、崔先生が示された韓国

の日本近代文学の概観を、三島由紀夫という作

家にフォーカスされまして、三島が考えた文学

の可能性について論じてくださいました。大変

鋭い視点から切り込んでいただきまして、新た

な三島文学の作品の読みの可能性が提示され

たんじゃないかなと思っています。 
 第Ⅱ部は同じく木村先生司会のもと、竹松先

生がコメンテーターとして、勝村先生が中西伊

之助研究の視点を中心に、日韓共同データベー

ス構築の必要性を発表されました。中西伊之助

研究を通して見えてきたデータベース上での

問題点や収穫を非常に具体的に分かりやすく、

説明してくださいました。 
 こういった発表のなかから、二国間に渡って

共同研究していく、あるいは資料を収集してい

くことの重要性と、デジタル化によって共有化

するということ、その重要性を改めて私達に気

付かせてくれました。それをもとに、これから

作品や文学者達についてより深い、あるいはよ

り広い研究に向かっていきたいと思っており

ます。長い時間に渡ってシンポジウムをしてき

ましたが、とても有意義な時間でした。どうも、

ありがとうございました。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

〈シンポジウム・資料１〉 
韓国における日本近代文学研究の現状 

韓国外国語大 
チェ・ジェチョル 

 
1．日語日文学関連学会の動向 
 韓国における日本研究関連の学会は 30 個余りあり、全国的な大規模の学会が 10 個、比較的に

中小規模の学会・研究会が 20 個くらい設立されている。日本関連の研究所は 10 個設立され、こ

のうち大学付属の研究所が 7 個で、毎年定期的に学術誌・論文集を出している。（注 1） 
 日語日文学関連学会は 1973 年設立された韓国日本学会と 1978 年設立の韓国日語日文学会（会

員は各々約 1200 余人ずつ、重複多数）が代表的である。この二つの学会を含め、主に日本語日

本文学研究が中心である学会が 20 余りあり、それぞれ学会誌を発刊している。今後は具体的な専

攻分野別（例；1999 年創立された韓国日本近代文学会等）に学会が専門化され、研究をさらに深

化していく必要がある。 
 韓国日本学会は同学会編の翻訳書『日本文化叢書』（全 8 巻、1977－1980 年）『日本思想叢書』

（全 7 巻、1989 年）と『日本研究叢書』（既刊 10 巻、2001 年）等を刊行し、韓国日語日文学会

は『日本文化叢書』（全 6 巻、日本語学・日本文学・日本文化 各 2 巻、2003 年）を刊行してい

る。 
 
2．日本文学の翻訳紹介 
 日本文学の翻訳は 1960－1961 年の『日本文学選集』（例：第 3 巻「羅生門」等、青雲社）と

1975 年の『日本文学大全集』（例：第 10 巻「日本名短編選集」等、東西文化院）が一応のまとま

った紹介の始りと言える。また、韓国の世界文学全集に日本の作家が含まれたのは、1970 年の『世

界の文学大全集』（同和出版社）に川端・太宰・三島・芥川の作品を載せたのが初めてであろう。 
 以前は、三浦綾子の『氷点』と遠藤周作の『沈黙』等宗教関連物や司馬遼太郎の歴史物、五木

寛之の『青春の門』等の大衆小説が読まれ、川端康成・夏目漱石・芥川龍之介・三島由紀夫・太

宰治らの作品が主に翻訳紹介された。例えば、淑石の作品は 1962 年以来、代表作を含む 29 編が

翻訳（総数 90 余編、この内約 80％は 1990 年以後刊行）されているが、特に『吾輩は猫である』

『こころ』『坊ちゃん』『夢十夜』『永日小品』等が読まれている（2004 年調査、注 2）。1990 年

代からは村上春樹（『ノルウェイの森』の場合、十余年間 100 刷のロングセラー）や吉本ばななの

ほとんどの小説が翻訳され若者に広く支持を受け、大型書店の売れ行き上位を日本の現代小説が

占める場合が度々ある。2007 年 3 月現在の調査では村上春樹文学の翻訳書は 77 巻刊行されてい

る。短期間にこのような多数の翻訳件数は珍しいものである。韓国の大学生と若い読者はこのよ

うな小説の軽快さや感覚的なところに好感を寄せたり、日本の大衆文化に同質感・連帯感を覚え、

同世代としての感覚を共有している。この部類の作品には日本的要素が薄く、新世代の読者が特

に〈日本〉を思い浮べることはないし、〈反日〉のこだわりもほとんどなく、自由に楽しんでいる

のである。（注 3） 
 
3．日本近代文学の研究 
 日本文学の研究動向を数字で示すと、1960 年代の研究論文は 7 編、1970 年代 131 編、1980
年代毎年約 100 編、総 890 編になる。このうち、近代・現代文学論が約 65％、研究者数も 320
人で文学研究者全体の約 50％以上（日本文学研究者総 630 人）を占めている。古典文学は『源氏

物語』や『徒然草』、芭蕉・西鶴・秋成等が主に研究されている。（注 4） 
 『古事記』と『源氏物語』（1975、1999 年訳）『徒然草』等の韓国語訳が出刊され、これらの

作品に対する研究や韓日神話の比較研究なども進められている。例えば、『源氏物語』研究論文は



 

1991 年までに 16 編程度であったが、2004 年 11 月現在 229 編となり、構成・構想・主題に関す

る研究が最も多く約半数を占め、人物論・表現論・その他の研究が続いている（注 5）。2004 年

現在、日本近世文学研究の現況は著書 15 巻（日本学・比較文学研究を含む）と訳書 2 巻、論文約

500 余編（1990 年調査では 70 余編）、この内、芭蕉研究が 80 編と最も多く、その次が西鶴 70
編と秋成 55 編、近松を含む劇文学 40 編へと続く。俳書皆研究は 1970 年代に始まり、単行本『俳

句文学研究』（李御寧、1986）発刊と 1990 年代末以後、芭蕉や蕪村の俳言皆の翻訳書が刊行され

ている。 
 一方、日本近代文学分野では、初期は韓日比較文学研究が半数を占め、1980 年代までに韓日近

代文学の比較研究は約 30％である。1994 年頃、国内外の大学院卒で論文を発表した韓国人の日

本文学研究者 800 人の論文総数約 2300 編の中で、近代文学関連の論文がやはり半数以上を占め

ている。日本文学関連の単行本は 1970 年代 5 巻、1980 年代は比較文学研究を含めて 20 巻程度

だが、1990 年代以来増えつつあり、単行本は延べ 39 巻（編著と比較文学書を含む）、文学史等の

翻訳書は 11 巻である。（注 6） 
 近代の作家では漱石・芥川・鴎外・藤村・太宰・川端などの研究論文が多い。韓国内の六つの

学会の日本近代文学論文総280編中、前記上位5人の作家関連の論文が40％を占めている。（2000．
5）（他の調査は、漱石・芥川・藤村・川端・太宰・啄木・鴎外の順。（注 7）文学史において知名

度の高い作家と翻訳紹介されている作家の研究が多い。例えば、川端康成研究の場合、一般論文

の数は 150 余編、修士論文は 65 編で、作品論が 3 分の 2 を占めるという最近（2004 年 10 月）

の統計がある。 
 以上の統計のうち、近代詩歌文学やプロレタリア文学の研究は少ない。プロ文学の研究が少な

かったのはこの分野に対する興味の低さと韓国の南北問題と関係があると思われる。最近、島崎

藤村と有島武郎、遠藤周作に関する論文の数が伸びつつあるのは韓国にキリスト教人口が多いの

と関連がありそうである。また、同じくノーベル文学賞受賞作家であるが、川端に比べて大江健

三郎の研究と読者が伸びないのは、時間の経過の短さと難渋な語彙や長い文体のためもあろう。

そして、1999 年までの鴎外研究論文は 50 余編、論文筆者は 20 人ぐらいであり、漱石研究論文

は 260 余編、単行本は 11 巻である。これに比べれば、近代詩歌分野の研究が啄木を除いて数少

ない中で、萩原朔太郎・高村光太郎・三好達治・宮沢賢治・正岡子規などの詩歌論が徐々に書か

れている。 
 ちなみに、1981 年 3 月博士課程開設以来、韓国における日本文学専攻の文学博士第 1 号は、1994
年 2 月に韓国外国語大学校大学院日語日文学科で輩出した「正岡子規の短歌研究」である。2007
年 2 月現在、近代文学専攻の文学博士学位授与者は文学分野総 26 名輩出のうち半分である。日本

近代文学専攻の修士学位は総 130 名で（文学分野総 265 名輩出）であり、また、教育大学院日本

語教育専攻課程の日本近代文学主題の修士学位 60 余名を輩出している（日本語教育学修士総 281
名輩出のうち）。以上の学位論文は作品論が中心であり、これからは各主題別研究の必要性がある。

日本戦後文学の研究は始まったばかりであり、近代詩歌文学と戯曲の研究は未だ数少ない。韓日

文学の関連様相や比較研究、大衆文学にもー層目を向けなければならない。 
 専門分野別・ジャンル別学会や研究会の活性化が望まれる中で、韓国日本近代文学会が設立さ

れ（1999）、専門分野の学術誌としては初めての『日本近代文学一研究と批評－』（ハングル専用、

定価制・本屋にも配布）を 2002 年創刊し、2006 年に第 5 号（特集：恋愛）を刊行している。毎

年 2 回、主題別（或は、作者別）にシンポジウム（例、日本近現代文学の中の〈恋愛〉・〈家族〉

など）を開催した後、学会誌に同一の「特集」を編み、企画図書〈日本近現代文学研究叢書〉主

題別・作者別、各 10 巻を準備中である。 
 作家別の研究会としては、〈夏目漱石文学研究会〉が研究発表会と単行本の刊行等の活動をし、

主題別の研究会としては〈日本キリスト文学研究会〉が活動を開始している。これから各作家別・

各主題別の研究者が増加し、関心が多様化すればこのような動きは自然に広まると予想される。

また、作家別翻訳全集の刊行が待たれている。すでに 1969 年『川端康成全集』（全 6 巻、新丘文



 

化社）と 1996 年『大江健三郎小説文学全集』（全 24 巻企画・10 余巻刊行、高麗苑）があるが、

それぞれノーベル文学賞受賞直後で、実際は「選集」水準のものである。作品の翻訳には適切な

注釈と解説を加えることと、誤訳の点検の必要性が生じている．（注 8） 
 比較文学分野では神話・説話や近世小説の韓中日比較研究が行われている。また、新羅郷歌を

通した万葉読みの可能性という問題提起は今なお有効であろう。但し、本格的な実証的研究の持

続が期待されよう。近代文学の韓日比較研究については、すでに金允植の『韓日文学の関連様相』

（1972）以来その可能性が開かれ、漱石と李光抹、有島武郎と金東仁、或いは廉想渉との影響関

係の比較文学的研究や対照研究が行われている。また、日本文学における韓国（人）のイメージ

に関する研究も増えており、在日韓国人の日本語文学に関する関心も高まって、いくつもの研究

業績が出ているが、今後もこのような分野の研究者が益々増えることが予想される。 
 
4．日本文学研究の課題と展望 
 韓国における日文学研究の課題は研究論文の量的な膨張に伴う研究の質的深化と独創的な研究

内容・方法の開発にあると言える。 
 論文を日本語で書く場合が日本語学と日本古典文学研究の分野に特に多いが、韓国での日本研

究の一般化と独自性を遅らせる理由にもなっていると思われる。韓国語で論文を書く場合は日本

語の表記、特に文学作品名のハングル（韓国語）翻訳・表記がまちまちであるものが多いが、こ

れを統一する必要がある。 
 論文執筆の言語の問題と関連して、各学会別に日本研究叢書などを刊行しているところ、日本

（或いは韓国）での日本語の博士論文をそのまま単行本として単純に製作する場合が増えてきて

いるが、学位論文と単行本の著作は性格と体裁が違うものであるので、完成度を高めるために構

成と展開内容などを再編する必要があるし、韓国の一般読者のためにハングル化が要求される。 
 次に、韓国における日本文学研究は日本に見習い、研究者が時代別に分かれており、ジャンル

別・作家別に区別する意識が強い。研究方法も文献学的・注釈学的・実証的方法論が好まれてい

る。しかし、日本留学を終えて帰国した研究者にとっては研究資料や参考文献の不足などの研究

環境の不備が問題である。また、日本古典文学の分野は研究を共有できる読者・学生が少ないた

め、日本での方法論だけでは受け入れられない場合がしばしばある。韓国の実情に合った方法を

見極めながら、韓国人の観点から新たに照明を当てる方向として、テキスト分析に重点を置き、

時代とジャンル・作家に共通する主題の研究、或いは韓日比較文学的研究や学際的な研究などに

着目する必要がある。 
 また、代表的な日本文学の専門研究者による徹底した注釈と解説付きの翻訳を出すのも課題の

一つであり、既翻訳本に対する評価と誤訳の点検の必要性が提起されている。 
 俳句の翻訳に関しては、季語（和歌の場合は枕詞や掛詞）の訳に困難なものがあるということ

と、5・7・5 の音数率を無視してもいいか、或いはどのように生かすかが課題である。研究者の

間では音数率を守るのが普通であるが、詩人や一般人の翻訳では守らない方が多い。筆者の考え

では、日本語と韓国語は語順や漢字語彙が類似しているため、できるだけそれを俳句・短歌の翻

訳に生かし、音数を合わせるのが好ましいが、場合によっては音韻のリズムを考え、無理をする

必要はないと思う．また、日韓の定型短詩形文学の俳句や短歌と韓国の伝統詩歌である〈時調（シ

ジョ）〉との比較研究の模索や、日本における俳句の人気を鑑み、時調（特に、単時調）の発展と

大衆化への道を探求すること、また、韓国で一部の韓国人が試みているような日本語での俳句創

作よりは、〈韓国語俳句〉の可能性についても考えてみる必要がある。俳句は文化交流と相互理解

のために効果的に活用できる素材であると言える。（注 9、10) 
 今後も尚、韓国における日本語日本文学研究の独自的な発展が望まれる一方、国際的な学術交

流も一層図ることであろう。そして、韓国の日語日文学研究が韓・日、または、韓・中・日の言

語及び、文学の比較・対照研究を活発にして、東アジアの相互理解を深め、善隣友好関係を保つ

ために寄与することが必要である。 
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別添資料  最近日本近代文学研究動向 
＜韓国日語日文学会＞ 分野別 発表者現況 
 語学/ 

日本語教育 

日本文学 

＊ 

日本学 参考（シンポジウムテーマ） 

2005 春     

夏 46 18（9） 8  

秋   7 韓日における文化交流と境界 

冬 40 28（19） 3  
2006 春 4   日本語学研究の方法論をめぐって 

15 8（4）  夏 6．16 
－17 15 40 23（16） 3 

川端：1  
 

秋  4  境界としての文学（在日文学）  

冬 28 18（14） 4  

＊文学総数（近代の数） 
 
 
 
 
 
 



 

＜韓国日本学会＞研究発表分野現況 
 日本語学 日本文学 日本学 日本語教育 参考 

2005． 

2005－春     日本文学の中の女性   

夏（7．8－7．9）     

秋      

冬（2006．2）     
 2006－春     

24 32（24） 24 20 夏（7．6－7．8） 

18 50（34） 23 9  

 

秋 7 12（8） 4 3 日本学と韓国学の接点 

冬（2007．2） 44 35（21） 26   
 
 
日本近代文学作家別発表現況―韓国日語日文学会 

2005 2006 計  

春 夏 秋 冬 春 夏 秋 冬  
漱石  2  2      
鷗外          
太宰    1  3    
川端      1  1  
芥川  2  1      
大江    1    2  
三島    1  3    
安部公房      1    
横光    1  2    
志賀直哉    1  2    
島崎藤村    2    1  
谷崎    1    2  
透谷    1      
朔太郎      1    
宮沢    2    1  
比較文学    1      
在日文学    1  2 4 1  
詩  2    1  1  
その他  1  1  2  2  
春樹        1  
総論＊      1    
井伏  1      2  
有島  1        
＊総論―日本近代小説と告白 



 

日本近代文学作家別発表現況―韓国日本学会 

2005 2006 計  
春 夏 秋 冬 春 夏 秋 冬  

漱石      3    
鷗外      1    
太宰      5    
川端      5    
芥川      3    
大江      2 1   
三島      1    
安部公房      2    
横光      1    
志賀直哉          
島崎藤村          
谷崎      2 1   
透谷          
朔太郎          
宮沢          
比較文学      2    
在日文学      5 1   
詩      3    
その他      14 3   
春樹          
総論          
井伏          
有島      1    
翻訳      3    
女性文学      4 1   
韓日関連      1    
堀       1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

〈シンポジウム・資料２〉 

三島由紀夫の文学におけるナショナリズムの再評価 
許 昊 

 
 三島が本格的に政治問題や思想に関心を見せるようになったのは「林房雄論」（昭 38．2「新潮」）

を書いてからである。三島はこの評論の中で、不安と動揺の時代を生きた一人の知識人の思想と

心情に密着しつつ、自分の右翼的な立場を明らかにした。 
 林房雄（1903-75）は大正十四年、共産党の理論機関誌「マルクス主義」の編集員となり、左翼

評論を発表するかたわら、新進作家として活躍し、プロレタリア運動とその分裂の中心人物の一

人となった。昭和五年四月に共産党シンパ事件で検挙され、出獄後は、日本主義へと転向して、

幕末の長州藩を舞台に攘夷と開国をめぐる日本の動乱期を進取的に生きる青年像（井上馨と伊藤

博文がモデル）を描いた『青年』（昭９）を執筆、小林秀雄らの「文学界」にも参加した作家であ

る。さらに、文学の政治からの独立を主張したことで小林多喜二から「右翼的偏向」を批判され

たこともある。 
 『沈める滝』（昭 30）では主人公・城所昇を「思想とは縁のない人間」として設定しているご

とく、当時の若手作家としては珍しくも非政治的だった三島が、「林房雄論」をきっかけに自分の

右翼的な立場を公にする一方、幾度も自衛隊に体験入隊し、「楯の会」を結成するなど、派手な言

動で世間の耳目を集めることになる。 
 昭和四十年十一月二十五日、三島が「楯の会」会員四名とともに東京都市ヶ谷の陸上自衛隊東

部方面総監部を訪れ、益田総監を人質にした後、バルコニーの前に自衛隊員約一千人を集合させ、

檄文を撒く一方、憲法を改正して自衛隊を国軍とするためのクーデターを呼びかけた。そして昼

十二時十五分ごろ、「楯の会」森田必勝とともに総監室内で割腹自殺した事件は、あまりにも衝撃

的であった。 
 その後、三十七年余の歳月が流れ、時代は大きく変化している。「世界が確実に没落し破滅する

という」（『金閣寺』）緊迫感も無くなり、軍国主義復活や天皇制論争も今や現実感を喪失しつつあ

る。 
 かつての天皇制や軍国主義、侵略戦争のような忌々しい言葉が今は一般大衆にさほど威圧感を

与えない、その被害をもろに受けた韓国ですらも。インターネットや自由貿易の拡大、海外旅行

自由化の拡散、などによって繋がっている世界。その中で三島が唱えた右翼的な心情は古いナシ

ョナリズムとして色褪せてしまうのか。 
 三島は『鏡子の家』、『豊饒の海』などで、到来しつつある新しい時代を予感しつつ、国外を作

品舞台として設定したのではないだろうか。その一方、その時代の到来を恐れ、劇的な行動を選

んだのである。 
 三島の文学を再検討し、その中に潜んでいる未来への予言や、新しい可能性を探ってみたい。 
 
 
 
 
 
配布資料 
 
１．三島由紀夫の死と思想 

昭和 45（1970）年 11 月 25 日、『豊穣の海』を脱稿。同日、森田必勝ら「盾の会」会員 4 名を伴っ

て自衛隊市ヶ谷駐屯地に行き、総監を人質にし、自衛隊隊員を前にバルコニーで演説。「歴史と伝統の

国、日本」への誇りを覚醒させるべく訴えるが、自衛官の多くは嘲笑で応えた。演説を諦めた三島は、

武士のしきたりに習って切腹。享年 45 歳。 



 

 
２．最後の演説 
  私は、自衛隊に、このような状況で話すのは空しい。しかしながら私は、自衛隊というものを、こ

の自衛隊を頼もしく思ったからだ。こういうことを考えたんだ。しかし日本は、経済的繁栄にうつつ

を抜かして、ついには精神的にカラッポに陥って、政治はただ謀略・欺傲心だけ・・・。これは日本

でだ。ただ一つ、日本の魂を持っているのは、自衛隊であるべきだ。われわれは、自衛隊に対して、

日本人の・・・。しかるにだ、我々は自衛隊というものに心から・・・。 
 静聴せよ、静聴。静聴せい。 
 自衛隊が日本の・・・の裏に、日本の大本を正していいことはないぞ。 
 以上をわれわれが感じたからだ。それは日本の根本が歪んでいるんだ。それを誰も気がつかないん

だ。日本の根源の歪みを気がつかない、それでだ、その日本の歪みを正すのが自衞隊、それが・・・。 
 静聴せい。静聴せい。 
 それだけに、我々は自衛隊を支援したんだ。 
 静聴せいと言ったら分からんのか。静聴せい。 
 それでだ、去年の十月の二十一日だ。何が起こったか。去年の十月二十一日に何が起こったか。去

年の十月二十一日にはだ、新宿で、反戦デーのデモが行われて、これが完全に警察力で制圧されたん

だ。俺はあれを見た日に、これはいかんぞ、これは憲法が改正されないと感じたんだ。 
 なぜか。その日をなぜか。それはだ、自民党というものはだ、自民党というものはだ、警察権力を

もっていかなるデモも鎮圧できるという自信をもったからだ。 
 治安出動はいらなくなったんだ。治安出動はいらなくなったんだ。治安出動がいらなくなったのが、

すでに憲法改正が不可能になったのだ。分かるか、この理屈が。・・・ 
 諸君は、去年の一〇・二一からあとだ、もはや憲法を守る軍隊になってしまったんだよ。自衛隊が

ニ十年間、血と涙で待った憲法改正ってものの機会はないんだ。もうそれは政治的プログラムからは

ずされたんだ。ついにはずされたんだ、それは。どうしてそれに気がついてくれなかったんだ。 
 去年の一〇・二一から一年間、俺は自衛隊が怒るのを待ってた。もうこれで憲法改正のチャンスは

ない！自衛隊が国軍になる日はない！建軍の本義はない！それを私は最もなげいていたんだ。自衛隊

にとって建軍の本義とはなんだ。日本を守ること。日本を守るとはなんだ。日本を守るとは、天皇を

中心とする歴史と文化の伝統を守ることである。おまえら聞けぇ、聞けぇ！静かにせい、静かにせい！

話を聞けっ！男一匹が、命をかけて諸君に訴えてるんだぞ。いいか。いいか。 
 それがだ、いま日本人がだ、ここでもってたちあがらなければ、自衛隊がたちあがらなきゃ、憲法

改正ってものはないんだよ。諸君は永久にだねえ、ただアメリカの軍隊になってしまうんだぞ。諸君

と日本の・・・アメリカからしかこないんだ。 
シビリアン・コントロール・・・シビリアン・コントロールに毒されてんだ。シビリアン・コント

ロールというのはだな、新憲法下でこらえるのが、シビリアン・コントロールじゃないぞ。 
・・そこでだ、俺は四年待ったんだよ。俺は四年待ったんだ。自衛隊が立ちあがる日を。・・・そう

した自衛隊の・・・最後の三十分に、最後の三十分に・・・待ってるんだよ。 
 諸君は武士だろう。諸君は武士だろう。武士ならば、自分を否定する憲法を、どうして守るんだ。

どうして自分の否定する憲法のため、自分らを否定する憲法というものにペコペコするんだ。これが

ある限り、諸君てものは永久に救われんのだぞ。 
 諸君は永久にだね、今の憲法は政治的謀略に、諸君が合憲だかのごとく装っているが、自衛隊は

違憲なんだよ。自衛隊は違憲なんだ。きさまたちも違憲だ。憲法というものは、ついに自衛隊という

ものは、憲法を守る軍隊になったのだということに、どうして気がつかんのだ！俺は諸君がそれを断

つ日を、待ちに待ってたんだ。諸君はその中でも、ただ小さい根性ばっかりにまどわされて、本当に

日本のためにたちあがるときはないんだ。 
 （ヤジ「そのために、われわれの総監を傷つけたのはどういうわけだ」） 
 抵抗したからだ。憲法のために、日本を骨なしにした憲法に従ってきた、という、ことを知らな

いのか。諸君の中に、一人でも俺といっしょに立つ奴はいないのか。 
 一人もいないんだな。よし！武というものはだ、刀というものはなんだ。自分の使命・・・。 



 

 それでも武士かぁ！それでも武士かぁ！ 
 まだ諸君は憲法改正のために立ちあがらないと、みきわめがついた。これで、俺の自衛隊に対す

る夢はなくなったんだ。それではここで、俺は、天皇陛下万歳を叫ぶ。  
天皇陛下万歳、天皇陛下万歳、天皇陛下万歳。 （注：・・・は聴取不能部分） 

 
３．「文化防衛論」（昭 43、三島全集 33 巻収録） 
①（前略）日本の近代文化人の肉体鍛錬の不足と、病気と薬品のみを通じて肉体に関心を持つ傾向

は、日本文学を痩せさせ、その題材と視野を限定した。私は、明治以来のいわゆる純文学に、剣道の

場面が一つもあらわれないことを奇異に感じる。いかに多くの蒼ざめた不健全な肉体の登場人物が、

あたかも餓鬼草紙のように、近代文学に跋扈していることであろう。肺結核の登場人物は減少したが、

依然として、そこは不眠症患者、ノイローゼ患者、不能者、皮下脂肪の沈積したぶざまな肉体、癌患

者、胃弱体質、感傷家、半狂人、などの群がり集まった天国なのである。戦うことのできる人間は極

めて稀である（pp.381-2） 
 
②（前略）日本は世界にも稀な単一民族単一言語の国であり、言語と文化伝統を共有するわが民族

は、太古から政治的統一をなしとげており、われわれの文化の連続性は、民族と国との非分離にかか

っている。そして皮肉なことには、敗戦によって現有領土に押しこめられた日本は、国内に於ける異

民族問題をほとんど持たなくなり、アメリカのように一部民族と国家との相反関係や、民族主義に対

して国家が受身に立たざるをえぬ状況というものを持たないのである。（p.386） 
 
４．「バレエ『憂国』について」（昭 43） 
 小説や映画「憂国」は、多くの反響を浴びたが、この忠誠な主題に共感した人の何割かが、忠誠の

主題とエロティシズムの主題とのことさらの混淆を、非難して来たのである。これが近世日本人のエ

ロティシズムに対する偏見に由来することは明白である。エロティシズムが本来、上はもっとも神聖

なもの、下はもっと卑賤なものにまで、自由につながった生命の本質であることは、「古事記」を読め

ばよくわかることだが、後世の儒教道徳が、その神聖なエロティシズムを忘れさせ、ただ卑賤なエロ

ティシズムだけを、日本人の心に与えつづけてきたのであった。（同前 pp.407-8） 
 
５． 川村湊『異郷の昭和文学』（岩波新書、平２） 

おそらく日本人にとって最も苦手なのは、こうした多様で混沌とした共存、共在の関係だろう。言

語も風習も価値観も、てんでに違う民族が、それぞれの文化や風俗を守りながら一つの都市に混在し

ている。それは決して無秩序でもなければ、混乱でもないのだが、日本人の目にはそれが猥雑でアナ

ーキーな、恐るべき無秩序、混乱状態として見えてしまうのである。一元化した秩序意識、価値の統

一された世界こそ、私たちには美的で、心地よいものと見えてしまうのではないだろうか。（pp.8-9） 
 
６．亀井俊介『新版ナショナリズムの文学』（講談社学術文庫、昭 63） 
 ナショナリズムがこういう魔力をもつ理由はいったい何なのか。（中略）ただ、それは人間の本能的

な「愛」と関係があるに違いない。それはまず「自己愛」と「肉親愛」をもととしている。ネイショ

ンの中心は、人間感情の自然からいって、自己と肉親である。意識するとしないとにかかわらず、ナ

ショナリズムはそういう身近なものへの愛着という、最も本能的な感情をもとにしているように思わ

れる。（p.18） 
 
７． 遺作「豊饒の海」の第４部『天人五衰』に注目 
 ①三島の作品から「死」よりは「生」に注目。 
 ②偽者の主人公は盲目になって隠遁。三島は、あの日の行動が失敗に終わり、生き残ることを予想

していたのではないか。 
 ③三島文学における「思想」は、「文学」側が吸収し、ナルシシズムとエロティシズムを軸にしたナ

ショナリズム文学の肯定と普遍化を模索して見たい。 



 

〈シンポジウム・資料３〉 
 

2008.2.17 日韓共同シンポジウム 
デジタル・ヒューマニティーズの可能性 

 
日韓共同データベース構築の必要性 
－中西伊之助研究の視点から－ 

 
勝村 誠（立命館大学政策科学部） 

 
１．はじめに－1920 年代の朝鮮文壇と中西伊之助 
 中西伊之助（1887～1958）は 1922 年（大正 11）2 月に日本の朝鮮植民地支配を批判的に描い

た初の長編小説『赭土に芽ぐむもの』で文壇に衝撃的なデビューをはたし、その後も朝鮮を題材

とする作品群を発表し続けた。彼の作品は日本に在留していた朝鮮人の留学生や社会運動家を勇

気づけたことは間違いない。 
当時立教大学英文科予科に留学中だった金基鎮（1903～1985）は「『赭土に芽ぐむもの』を読

んで「自分は朝鮮人でありながら朝鮮の現実を日本人よりも正確に把握していない」「自国民を見

る目が日本人よりも確かでないとは、はずべき」と自省し」（１）たという。 
また『赭土に芽ぐむもの』の続編『汝等の背後より』（改造社・1923 年）は李益相の翻訳によ

り 1926 年（大正 15）7 月に京城（当時）の建設社から朝鮮語で『汝等의 背後에서』の題目で出

版された。李益相は 1923 年 11 月に金基鎮と朴英煕が組織した文学者同人 PASKYULA や、

PASKYULA と焔群社が結合して 1925 年 8 月 23 日に組織された朝鮮プロレタリア芸術同盟にも

加わっている(2)。折しもこの時期に中西は京城を訪問していた。宋影、李赤晩らに焔群社の関係

者から、奥むめをとともに招請されて、火曜会、朝鮮労働党、無産者同盟、北風会の 4 団体合同

委員会が主催する「思想大講演会」で講演を行っている（３）。 
先にふれた朝鮮語版『汝等의 背後에서』には、1925 年 8 月 18 日の日付で「京城に於ける講演

会に出席して」と添え書きがされた中西の「原著者の言葉」が付されている。そこには李益相が

中西に朝鮮語に翻訳したいという手紙を送ったのは「かなり前のこと」とされており、かねてよ

り知己であったことがわかる。また、ほぼ同じ時期の 1926 年 2 月から 12 月にかけて、中西伊之

助は李益相の翻訳により連載小説「열풍（熱風）」を朝鮮語で『朝鮮日報』に連載した。日本語版

の『熱風』（平凡社・1928 年）よりも先にまず朝鮮語で発表した点は注目に値する。 
このように中西伊之助は朝鮮文壇と密接なかかわりをもって作家活動を続けていた。彼の創作

活動と社会運動を解明するには、中西およびその周辺の人物が、当時の朝鮮の知識人や作家たち

と、どのように相互に影響を与え合ったのかを検討しなければならないだろう。そのためには、

この時期の文学運動と社会運動のかかわりに関心を持つ研究者が、日本と韓国の言語の壁を越え

て、情報を共有することが大切になるだろうと思う。 
かく言う私自身が、何一つそれに向けて前に作業を前に進めることができていないのだが、今

回のシンポジウムを機会に課題を整理しておきたいと思う。 
 
 
２．先進的なデータアーカイヴの事例 
(1) 韓国歴史情報統合システム http://db.history.go.kr/ 
韓国では韓国政府情報通信部が主管する「知識情報連携事業」の一環として、第 1 次年度とし

て 2000 年 3 月から 12 月まで、国史編纂委員会、民族文化推進会、ソウル大学奎章閣、韓国精神

文化研究院が主管機関として「韓国歴史情報統合システム構築事業」が進められた。以後順次事



 

業が進行し、アーカイヴされた情報はウェブ上で一般公開されている(4)。 
 

 
 

韓国史データベース（韓国歴史情報統合システム）のトップページ http://db.history.go.kr/ 
 

 筆者は水野直樹氏（京都大学人文科学研究所教授）に本サイトから中西伊之助に関する史料群

が検索できるご教示いただいたのだが、現在でも左上の検索ボックスで「本文」検索を選択して、

「中西伊之助」と入力してクリックすると、文書史料 5 件、韓国近現代雑誌資料 11 件（『개벽（開

闢）』の記事 2 件、『별건곤（星乾坤）』の記事 1 件、『삼천리（三千里）』の記事 8 件）、韓国近現

代新聞資料 19 件（『東亜日報』の記事 7 件、『内外日報』の記事 1 件、『時代日報』の記事 11 件）

を閲覧することができる。 
新聞記事は１面ごとに画像データ化されており、各面ごとに検索語が定められており、それに

より検索される。雑誌記事は本文がすべてデジタルテキスト化されており、テキスト全文からの

検索が可能である。植民地時代の雑誌記事の本文を外国の自宅や研究室にいながらにして読める

のは、日本のネットワーク環境で過ごしているものにとっては驚くべきことである。ちなみに、

雑誌記事について金基鎮で検索すると 103 件、李益相では 49 件の検索結果を得た。中西の周辺

を探るためには豊富な記事群であると思われる。また、日本人の作家についても思いつくままに

検索してみると、夏目漱石で 3 件、島崎藤村で 6 件、芥川龍之介で 3 件、小林多喜二で 2 件がヒ

ットした。 
さらに私にとって驚異的だったのは、上記の文書史料アーカイヴの存在である。「日帝強占期文

書」と題されたその史料群には「検察事務に関する記録」と題された膨大な史料群が含まれてい

る（全容は未確認）。上記の５件はいずれも京城鐘路警察署高等係の刑事による記録を京城地方法

院の検事正に送った記録文書である。そこには、1925年8月の中西伊之助と奥むめをの講演内容、



 

朝鮮の運動団体が中西と奥を招いた会合の出席者名とそこでの話しの概要などが、かなり詳細に

記録されており、当時の中西らの京城訪問がどのようなものであったかをつぶさ 
に知ることができるのである。このとき中西と交流を深めた朝鮮側の人物名から検索して史料を

丹念にたぐっていくならば、さらなる新発見も期待できるだろう。 
 ちょっとしたエピソードを紹介しておきたい。筆者らは 2005 年 7 月に中西伊之助研究会とい

う小さな研究会を組織した。その研究会の最初の調査活動として、中西伊之助の長男、國夫氏と

その妻の愛子さんと面会し、聞き取り調査を行ったのだが、そのときに國夫氏所蔵の写真類約 40
点をお借りすることができた。そのなかに上記の奥むめをの講演風景の写真が含まれていたので

ある。その写真をよく見ると、講演内容を速記している特高刑事の姿も写っていた。韓国のデジ

タルアーカイヴ化が先進的であるが故に、その日の風景の写真とその日の講演記録が、そしてそ

れを記録した人物の名前とその記録している姿が、ここに結びついたのである。 
 

 
  

本文に検索語「中西伊之助」を含む雑誌記事の検索結果画面 
 
(2) 皓星社雑誌記事索引データベース http://www.libro-koseisha.co.jp/top01/top01.html 
 韓国の歴史情報アーカイヴが国家プロジェクトとして大規模に取り組まれているのに比して、

日本の取り組みは貧弱と言わざるを得ない。例えば、新聞雑誌記事検索に限定しても、国会図書

館のデータベースは 1948 年以降の書誌データしかデジタル化されていない。 
 皓星社は『明治・大正・昭和雑誌索引集成』を刊行した出版社として知られているが、この国

会図書館雑誌記事データベースの欠落に注目し、小さな民間の出版社であるにもかかわらず、自

ら発行している雑記索引集成とリンクしたデータベースの構築に取り組んでいる。 



 

 
 

皓星社「雑誌記事データベース」検索画面 http://www.libro-koseisha.co.jp/top01/top01.html 
 
 このデータベースにより執筆者「中西伊之助」で検索をかけると 76 件の雑誌記事データが得られた

（重複有り）。私はこのデータベースのおかげでかなりの数の未見の中西作品を確認することができた。

ウェブ上で得られる検索結果は皓星社『明治・大正・昭和雑誌索引集成』の巻号番号とページ数に限

られているので、紙ベースの『集成』にあたらなければならない。民間企業の事業としては、商品と

しての紙ベースの本の発行とリンクしたサービスとせざるを得ないのであろう。それにしても、日本

が近代国家となり、各種の雑誌を発行し始めてからのあらゆる雑誌目録を網羅的に収録して発行しよ

うとするその意気は見事である。 
 
３．私が経験したデータベース構築について 
(1) 『多摩市関係新聞記事目録』 
(2) 『科学主義工業』 



 

 
 

勝村誠『科学主義工業』のサイト http://www.ritsumei.ac.jp/~katzmak/kenkyu/kagaku.html 
 
勝村誠『『科學主義工業』解題・総目次・執筆者索引』（皓星社・1997 年）は、皓星社が雑誌『科

学主義工業』を復刻出版するさいに別冊として刊行された書籍である。このときに構築された同

誌の目次データベースは、先に紹介した皓星社雑誌記事索引データベースに包摂された。 
文字列データベースの面白さと醍醐味のひとつに、自由自在にフィールドを追加できることが

挙げられる。この目次データベースにおいては、執筆者の「役職・肩書き」のフィールドを追加

した。科学主義工業は 1937 年から 1945 年までの戦時体制下で科学技術と経済とを結びつけるこ

とを目指して発行された雑誌である。戦時期には官僚、軍人、技術者たちはかなり頻繁にその所

属を変えた。よって、このデータベースで執筆者別に役職を見ると、各執筆者の戦時期の履歴が

わかる。また、例えば肩書き「陸軍」で雑誌記事を抽出すると、軍人たちがどのような題目の記

事を書いていたかがわかり、時期により論調の変化が見て取れる。 
 本データベースは 1999 年からしばらくの間、立命館大学のサーバで運用していたが、現在で

は解題の本文、執筆者一覧および特集題目の一覧のみの公開となっている。 
 
(3) 乙訓・八幡文献データベース 
(4) 『『人民戦線』解題・総目次・索引』（秦重雄氏との共著） 
(5)  中西伊之助の書誌データベース、年譜データベース（今後の課題） 
 著作目録データベースは現在 13 フィールド×約 350 レコード、年譜データベースは 

6 フィールド×約 220 フィールドを入力。その他、関連学術論文などのリストも入力中。 
(6) 収容所アーカイヴ 
 日本国内に所蔵されている日露戦後のロシア人捕虜や収容所の写真群をデジタルアーカイヴ化

する事業。研究代表者は立命館大学政策科学部の稲葉光行准教授。各写真の裏書きのロシア語を

日本語に翻訳して掲載。題目と概要のみ、韓国語入力する。 



 

 
４．日韓のネットワーク化について 
 私はネットワーク上の言語表示にかんする技術的なことはわからないが、すでに mixi などの

SNS サイトでは易々と多言語環境を実現しているので、データベースにおいでも実用化は可能で

あろう（稲葉准教授も、それは容易いとの話しであった）。 
 

 
 

筆者が運営しているmixi の日韓ワークショップのコミュニティ 
 
 いま私は２つの面から日韓両言語によるデータベースを構築してみたいと考えている。一つは

中西伊之助を中心に据えた関連人物の学術データベースであり、もう一つは韓国の釜山地域を中

心とする植民地期の地域史のデータベースである。 
 両言語でデータベースを構築するためには、そうしなければならない必然性がなければならな

い。中西伊之助の人物研究においては、どうしても朝鮮人知識人との関係を解明することが欠か

せない。また、植民地期韓国の地域史を研究するにも、どうしても両言語を併用する必要がある。

そして、そのデータベースをより豊かにするために重要なのは日韓双方にそのデータベースの構

築者（もしくは協力者）とユーザが存在していることが重要である。 



 

 このたびのグローバル COE・木村一信研究室のプロジェクトでは、1910 年から 45 年までに朝

鮮で発行された日本語の文学雑誌の索引データベースの構築に取り組むとのことであるが、 
ぜひとも韓国側の共同研究者を得て、韓国語によるフィールドを追加することをご検討いただけ

ればと思う。 
私たちの研究会では、中西やその周辺に関心を持つ韓国人研究者とのネットワーク化をまだ果

たしていない。中西伊之助については日本語による研究実績がある韓国人研究者がある程度存在

するので、まずは早急に連絡を付けていかなければと思う。私自身の韓国語能力がまだまだ追い

ついていないのが大問題であるが。 
 しかしながら、データベースは研究のインフラストラクチャーづくりに過ぎないこともまた事

実である。日韓で共同研究のネットワークを形成するとともに、相互に業績を翻訳し合うことも

次のステップとして重要である。翻訳も知の共有財産づくりの仕事として重要であろう。だが、

文学や政治学（とくに政治史・政治思想史）においては、結局のところ最後に問われるのは、ど

れほど深く作品や史料を読み込み、適切に解釈と意味づけができているかにある。データベース

の構築と研究の深化が相互に進み、お互いにその水準を高めあえるような仕組みづくりが問われ

ると思う。 
 
(1) 小正路淑泰「『種蒔く人』前後の中西伊之助」『種蒔く人』『文芸戦線』を読む会編 
『フロンティアの文学－雑誌『種蒔く人』の再検討－』（論創社・2005 年），p.131-132 
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(3) 前掲、小正路、p.134-136 
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