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1. はじめに 

 「自らの起源と来し方に対する絶え間ない浄化

への欲望、鮮明で安定した自己同一性への執着が

支配するところでは、「歴史」という鏡は真の〈私〉

の姿を映し出してはくれない」との一節を持つ『抵

抗と絶望 植民地朝鮮の記憶を問う』（田島哲夫訳、

大月書店、2015 年）に触発された読者の一人とし

て、『植民地の腹話術師たち』の書評を担当できる

ことを、たいへん光栄に感じている。ここでは、

主に日中戦争期・アジア太平洋戦争期の日本語に

よる文学・文化について学ぶ者の立場から、気づ

いたこと、考えたことを申し述べることで、わた

しの責めを塞ぎたい。 

 

2. 「日本語文学」の内と外 

 本書を読みながら思い出され、ずっと脳裏を去

らなかったエピソードがある。必要あって、張赫

宙の日本語小説が「満洲」をどう描いたかを調べ

ていたときのことだ。早稲田大学中央図書館で偶

然手に取った、張赫宙『田園の雷鳴』の単行本（洛

陽書院、1940 年 11 月 15 日）に、この書物の旧蔵

者によると思しき書き込みがあった。作者による

「創作ノート」の直後の余白に、黒インクの万年

筆で「作者張赫宙ハ朝鮮人デアル。／彼の名は日

本文学に轟く」「Ｋ.Ｔ」と認められていたのであ

る。裏表紙には、同じ黒インクの万年筆で「昭和

一八年二月 菊地敏」と署名していたこの旧蔵者

―この名前なら女性の可能性もある―が、い

ったいなぜ・どんな思いで先の一節を書き置いた

のか、思わず考えあぐねてしまった。それは単に、

『田園の雷鳴』がお世辞にも面白い小説とは言え

ない代物だった、という理由だけではない。この

書き込みの直前の部分で、張赫宙が次のように書

いていたからである。 

 

……要約して簡単に言ひますと、朝鮮文学が

朝鮮語で書かれてゐる限りに於いては、同じ

張赫宙の文学でも朝鮮語で書かれた場合に限

つて朝鮮文学であり、内地語で書かれた時に

は、これが批評家（主として内地の）が簡単

に片附けるやうに、決して朝鮮文学ではなく

（作者も又朝鮮文壇人はさう主張しますが）

厳密な意味に於いて、広義の日本文学には勿

論、狭義の内地文学の中の一つの位置に存在

すると思ふからです。これは決して作者の文
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学が朝鮮文学にはいるのを嫌つてゐるのでか

ういふのではなくて、例へ同じ材料を同じ作

者がかいたとしても表現言語によつて著しく

違つてくるのです。（「創作ノート 「田園の

雷鳴」について―」） 

 

 ここでの張赫宙は、自らの文学テクストが登録

されうるカテゴリーを、言語を軸に三つに区分し

てみせる。「朝鮮語」による「朝鮮文学」、「内地語」

で書かれた「広義の日本文学」と、それとは差異

化された「狭義の内地文学」。1940 年の張赫宙が

描き出したこの見取り図は、1930 年代後半から

1940 年代前半にかけて、朝鮮人・台湾人日本語作

家が直面させられた非対称的な位置と、日本語の

文学言説をめぐるヘゲモニーの所在を端的に表現

している。朝鮮人である自分がいくら「内地語」

で書いたとしても、「内地」の批評家から「朝鮮文

学」と扱われてしまう。そうでなければ「広義の

日本文学」として、日本語による文学的営為の周

縁の場所しか与えられない。ここで言う「狭義の

内地文学」とは、いわゆる〈純文学／大衆文学〉

というジャンル的な差異を示す文言である以上に、

ジェンダー、階級、文学的な出身や背景、人的な

つながり、文学メディアとの関係や日常的なハビ

トゥスまで含む、複数の境界線によって曖昧に仕

切られたインナー・サークルのことを指すと考え

られる。おそらく『田園の雷鳴』を書く張赫宙は、

自分がその中心からいかに隔てられているか、痛

切に了知していた。にもかかわらず彼は、近代的

な資本によって、朝鮮農村の社会構造と支配層の

勢力図が塗りかえられていく様相を執念深く書き

取った自らの小説を、「狭義の内地文学」の中に登

録したがっているように見える。あるいは張赫宙

は、「狭義の内地文学」という概念に、日本語で「文

壇」と称されたオーソライズされた言説の場所と

は重なりつつも完全に同じではない、理念的な文

学の場を思い描いていたのかもしれない。 

 『田園の雷鳴』の旧蔵者は、そんな彼の主張を

目にした後で、一文目ではカタカナ漢字交じり文

で「張赫宙ハ朝鮮人デアル」と言明し、二文目で

はひらがな漢字交じり文で、彼の名前は「日本文

学」に大音量で響き渡るだろうと書きつけた。こ

の人物は、「朝鮮文学」「広義の日本文学」「狭義の

内地文学」という枠組みのはざまでもがく張赫宙

の作品に、どんな視線を差し向けていたのだろう

か。何より、そもそもなぜこの人物は、張赫宙の

物語に心を動かされ、「日本文学」に衝撃を与える

と考えたのだろうか？ 

 

3. 『植民地の腹話術者たち』と文学の近代 

 『植民地の腹話術師たち』は、文学研究者のわ

たしにとって刺激的で、勉強になる一冊だった。

本書の話題は多岐にわたるが、ひとまずは、近代

における「韓国語」の構築と文学言語とのかかわ

りについて述べた部分（第 1 章「「梅毒神薬ヨード

カリ丸」―韓国語の〈近代〉」、第 3 章「「おまえ

さ、どうやって、ここ来たべ？」―韓国小説と

標準語」、第 5 章「「まずは言葉から、英語でやり

とりしよう」―韓国小説と英語」、第 10 章「「the 

agitators are 辱 ing me」―〈韓国語〉の誕生」）

と、20 世紀初頭の朝鮮半島で、近代社会を支えた

テクノロジーや法・制度がいかに経験されたかに

ついて論じた部分（第 2 章「「カンバスの上にぶつ

かって散るワンタッチのオイルのようなもの……」

―汽車と韓国小説」、第 4 章「「裁判にも、両班、

常奴の区別があるのでしょうか？」―韓国小説

と近代司法」、第 6 章「「恋は盲目なり」―韓国

小説とエロティシズム」、第 8 章「「往復はがきの

ように戻ってきた」彼女―韓国小説と郵便制度」、

第 9 章「コーヒー、ブランデー、恋愛アメ、そし

てランチ―食べ物と植民地モダニティ」）の二つ

に大別できる。そして、そのいずれについても、

小説の印象的な一シーンや書物の特徴的な一節を

引用しながら、〈いま・ここ〉の読者にとっては自

明であろうものごとが、当時の人々にどのように

出会われ、思い描かれ、さまざまな模索がなされ

た上で受け入れられていったかが丹念に記述され

る。近代小説を読む意義の一つが、日常の生活世

界に刻みこまれた複数の力のせめぎ合いと、その

中で織り上げられる身体のありようを観察できる

ことにあるとすれば、本書の記述は、文学の言語

を媒介とするからこそ見えてくる歴史の手触りを、

確かに伝えてくれているように思う。 

 「韓国語版序文」によれば、本書に収録された

文章は、必ずしも文学の専門家ではない読者を目

がけて書かれたものだった、という。なるほど本
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書の文章は明晰かつ明快だが、決して読者に阿っ

ているわけではない。むしろわたしは、文学研究

の専門的な議論の蓄積を、より広く開いていこう

とする意欲を感じた。具体的な言葉を手がかりに、

まるで読者に向けて読み方のレッスンを行ってい

くかのような本書のスタイルは、人文学や文学の

危機的状況に対する金哲氏なりの応答ではないか

と思うし、また、いわゆる伝統的な〈文学史〉と

は異なる本書のスタイルで日本語の近現代文学を

取り上げたとき、どんな切り口で・どんな作品を

呼び出せるだろうか、とも考えられた。もちろん、

こうした理解を手助けしてくださったのが、渡辺

直紀氏による達意の訳文だったことは言うまでも

ない。私のような韓国近代文学の初学者には、巻

末の作家紹介を通じて、本書の登場人物たちにつ

いて学べたこともたいへん有難かった。 

 

4. 読者の責務 

 もう少し内容に立ち入って、本書から出発する

議論の射程を考えたい。わたしがとくに関心を持

ったのは、文学的主題としての〈内鮮結婚〉を論

じた第 7 章「「私は内地人の嫁を娶ります」―韓

国小説と〈内鮮結婚〉」と、本書のタイトルと同じ

章題を持った第 12 章「植民地の腹話術師たち―

朝鮮作家の日本語小説創作」である。 

 「内鮮結婚」にかんしては、「朝鮮人と日本人の

恋愛や結婚を主題にした小説」の「大部分が日本

語で書かれている」（94 頁）、「朝鮮人と日本人の

恋愛や結婚を扱った小説は、いわゆる「内鮮一体」

が政策的に施行され始める 1940 年以降、急増して

いる」（96 頁）という指摘が重要と感じた。これ

は、「優生学者の批判はあったものの、同化・皇民

化政策を基調とした日本の植民地では、混血は基

本的に統治政策に合致するものと見なされていた。

そうした背景もあって、内台結婚や内鮮結婚、あ

るいは植民者と被植民者の恋愛を題材としたテク

ストは、植民地文学のなかに数多く存在する」と

いう星名宏修の見解（「植民地の混血児―「内台

結婚」の政治学」『植民地を読む』、法政大学出版

局、2016 年）にも通じるものだ。 

 このテーマにかんしては、日本語の研究でも多

くの議論が積み上げられている。だが、本書から

改めて考えさせられたのは、つまるところこの種

の作品は、あくまで「植民地文学」―台湾人／

朝鮮人の日本語文学、在台日本人・在朝日本人の

日本語文学の問題だったのではないか、というこ

とだ（同じ「日本語文学」と言っても、当時の東

京の読者が京城や台北の作家たちの創作を、東京

の文壇のそれと同様に読み、評価していたとは考

えにくい。明らかにそこには、メディアと文学言

語のヒエラルヒーが存在していた）。同じ時期に東

京の日本人文学者たちが、植民者としての日本人

と被植民者の民族間恋愛という主題をどう取り扱

っていたか、わたしには適切な事例があまり思い

浮かばない。そうした記述の不在と、恋愛－結婚

という制度の外側に厳然と存在したであろう暴力

の問題とのかかわりについて、慎重に考えを進め

ていく必要があると感じた。 

 第 12 章で提示された「腹話術師」というメタフ

ァーからは、じつにさまざまなことを考えさせら

れた。あまり一つの語句にこだわりすぎるのは適

切ではないし、韓国語と日本語とでは、この語句

に込められた意味の重さが違っているかもしれな

い。けれどもここでは、書評者の特権で、一読者

としての考えを申し述べたいと思う。 

 わたしの専攻領域に引きつけて言えば、1930 年

代から 1940 年代の日本語による知的営為を論じ

る際、主に転向問題とかかわって、しばしば似た

ような意味の語句が語られてきた。二枚舌、二重

底、アイロニー、偽装転向、芸術的抵抗、面従腹

背、仮面、隠れ蓑、コウモリ、鵺（ぬえ）、等々。

これらの言葉は、個々の発話について、〈表向き〉

の意味と、より深いところにある〈真意〉とを分

離―分割した上で、後者に焦点を当てることで発

話者を救い出そうとする意図で用いられる。だが、

そこには不可避的に、譲歩や妥協、不誠実や節操

のなさといった、ある種の倫理的な後ろ暗さとい

うイメージが付きまとうことにもなった。先に挙

げた一連の語句が、発話主体の一貫性・連続性を

前提に、状況に応じてそれを屈曲させたという発

想を共有しているからである。 

 それに比して、技術としての腹話術とは、話者

は口を閉ざしたままで、他の場所から他の声で言

葉を響かせようとするものだ。しかも多くの場合、

そのパフォーマンスは対話的である。腹話術師に

よって声を与えられた人形は、生身の身体から切
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り離された身軽さで、観客が前提としている常識

や先入観を疑い、鋭い批判を差し向ける。 

 もし腹話術が、対抗的な言語のパフォーマンス

であるならば、あるいはより端的に、張赫宙や金

史良の言語実践が「帝国の心臓を深く衝く鋭利な

刃になりうる可能性について考える」（169 頁）な

らば、腹話術師としての作家たちが、どんな人形

に何を語らせたか（何を語らせなかったか）が重

要になる。12 章で話題となった金史良『郷愁』に

ついて言えば、朝鮮に戻る弟のために、せめて汽

車の切符ぐらいは買い与えようと北京の駅の窓口

に並んだアヘン密売人の姉の手に、なぜ日本の傀

儡政権として作られ、アヘンによって巨利を得て

いた蒙疆政権（蒙古連合自治政府）が発行する「蒙

疆券」＝蒙疆銀行券が握られているのか。12 章の

冒頭で、「植民地における二重言語使用者」のあり

ようを象徴すると摘示された場面で、初出時（『文

藝春秋』1941 年 7 月号）では「待ちなさい！ 待

ちなさい！」と命令形で語られていた李絃の言葉

が、1942 年 4 月刊行の単行本『故郷』に再録され

た際、どうして「お待ち下さい！ お待ち下さい！」

とより丁寧な言いまわしに書き改められてしまっ

たのか。腹話術師たちの「曲芸」が際どくアクチ

ュアルなものであればあるほど、そのパフォーマ

ンスが目がけていた文脈とのかかわりを慎重に見

定めることが求められる。耳を澄ませて眼を凝ら

し、あらぬ方向から聞こえてくるかもしれない言

葉と出会い損ねないよう、受け手としての感性を

鍛えておく必要があるのだろう。 

 日本語の読者は、早速そのことを第 13 章「韓国

小説と八・一五の解放」で鋭く問われることにな

る。「一切合財なくしちまった奴に、これ以上、仕

打ちのしようもありません」という印象的な一節

を章題に冠したこの章では、1945 年 8 月 15 日と

いう日付を「東北アジアにおける新しい諸国家の

誕生と再編」の契機と位置づけたうえで、決して

「平和」でも「順調」でもなかった移動と「新し

い国民としての再生」の過程を、当時の文学テク

ストからあとづけていく。だが、日本語の読者は、

許俊の小説「残灯」から引かれた章題の台詞を、

誰が・いつ・どこで・誰に向けて・なぜ語ったか

という問いを置き去りにして読むべきではないだ

ろう。文脈を翻訳することは難しい。文脈の異な

りには、知ろうという意志だけでは越えがたい距

離や壁が横たわっている。もちろんひとは無責任

に本を読むことができるし、自分（たち）とは異

なる経験を知りたいという欲望を否定することは、

文学が書かれる意味そのものを奪うことにもなり

かねない。ただ、知りたい・理解したいという欲

望は、ともすれば、聞きたい声しか聞かず、読み

たい文字しか読まない性急な態度にもつながる。

安易な短絡がもたらす不幸なすれ違いを回避する

ためにも、日本語の読者は、なぜ 21 世紀の韓国で

こうした議論が提出される必要があったのかとい

う問いを、一度はくぐり抜ける必要があるだろう。

それは、本書を手に取る読者に求められている最

低限の礼節だとわたしは思う。 

 

5. 異物としてのテクスト 

 最後に、張赫宙『田園の雷鳴』に話を戻そう。

この本は、洛陽書院から刊行されたシリーズ「開

拓文芸選書」の 4 冊目として刊行された。東京の

国会図書館には、この他に近藤春雄『大陸航路』、

大石千代子『山に生きる人々』、荒木巍『百姓魂』、

鑓田研一『鏡泊湖』、田郷虎雄『蜻蛉子』の 5 冊が

確認できる（いずれも 1940 年に刊行）。このシリ

ーズは、基本的に満洲やフィリピンに向かった日

本人農業移民の苦闘を描いた作品を収録したもの

だ。しかし、『田園の雷鳴』には、版元の企画趣旨

が述べるところの、「重大国策」としての「海外発

展」や「開拓事業」の話題はいっこうに出てこな

い。特定の主人公を置かず、群像劇風に展開した

物語は、没落した両班の庶子として生まれた若い

男と、両親から勢力家の妾になるよう説得された

若い女が、村から出奔する場面で唐突に打ち切ら

れるだけなのだ。 

 日本拓務省の支援で 1939年 1月に結成された大

陸開拓文藝懇話会のメンバーでもあった張赫宙は、

会の活動報告として編まれた小説集『開拓地帯』

（大陸開拓文藝懇話会編、春陽堂書店、1939 年）

でも、「満洲」を夢の大地として描いた書き手たち

からは距離を取り、一人だけ中国人農民の視点か

ら物語を書いていた。もちろん、先に挙げた旧蔵

者が、どんな思いで書物に自分の文字を刻んだか

は分からない。しかし、少なくともこの時期の張

赫宙の日本語小説が、日本帝国の〈国策〉に接近
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しながら、その中で奇妙な違和感・異物感を漂わ

せていることは事実である。 

 わたしは二重言語使用者ではないし、自分の第

一言語である日本語の文学・文化を学ぶ者として、

基本的に単一の言語世界の中で生きている。だが、

そんなわたしにも、日本語で語られた腹話術師た

ちの懸命のパフォーマンスを読み抜くことは、少

しはできるのではないか、とも思う。「植民地の腹

話術師たち」の言語実践を読み直し、しかるべく

位置づけていくために、日本の近現代文学研究者

が貢献できること、果たすべき責務は確かにある。 

 


