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目次は以上のとおりである。次に、本研究に関する先行論の動向と本論文の問題意識と

位置づけについて述べておく。 

「南方」とは、方向を指示する一般用語である。「南洋群島」とは、第一次世界大戦頃か

ら頻繁に用いられた地理的呼称である。「東南アジア」とは、大正期から教科書などで用い

られる地域概念だが、定着するのは戦後になってからである。大雑把にこれらを包括する

のが南洋の実体的側面であり、南洋のイメージ的側面は、文学をはじめとする文化的表象

によって形成されてきた。本書の目的は、地政学的実態と詩的幻想の間で生成する南洋文

学を研究の俎上に乗せることである。 

「南洋文学の研究」の嚆矢は、柳田泉の口演（スピーチ）にある。明治文学研究家で比

較文学者の柳田は、一九三九（昭和十四）年十一月三日の座談放送、一九四一（昭和十六）

年の十月二十九日と十一月二十日の二回の講演（くろがね会海洋講座）に基づいて海洋文

学に関する速記録を二冊出すが、そこで扱われている海洋文学は、ほぼ南洋文学であった。 

その二冊とは、『明治・大正の海洋文学』（くろがね会、一九四二・三）と『海洋文学と

南進思想』（日本放送出版協会、一九四二・十一）である。こうした柳田の仕事を引き継ぐ

者は同時代にもその後もしばらく現われなかったが、一九七〇年代に入り、国際政治学者

で地域研究者の矢野暢による『「南進」の系譜』（中央公論社、一九七五）と『日本の南洋

史観』（中央公論社、一九七九）が刊行された。矢野の二冊は手に取りやすい新書本であり、



「南進」と「南洋」に関心が集まる契機となった。さらに矢野が組織した領域横断的な東

南アジア研究の枠組は、一九八〇年代以降の日本における東南アジア研究の隆盛を導き、

教科書等にも東南アジアに関する正確な史実が書き加えられていった。文部省はそうした

動きを支援し、大同生命やトヨタ自動車などの企業も、東南アジアの各地域言語の文学の

翻訳事業などに継続的に助成金を出した。またベ平連の知的遺産とも言うべき鶴見良行や

村井吉敬による『バナナと日本人』（岩波書店、一九八二）『ナマコの眼』（筑摩書房、一九

九〇）や『エビと日本人』（岩波書店、一九八八）など、膨大な資料の博捜を通じてモノと

ヒトの交流史を記述し、そこから人間の営みを批評的に照射する語りを駆使した「道義的

観点からの研究」（矢野）も生まれた。 

矢野暢の代表作となった二冊の中公新書は、清水元が的確に指摘するように「カタログ

的」である。暴力的になることを怖れることなく膨大な量の南洋言説を網羅的に紹介、整

理し、批評するものであり、相前後して刊行されたエドワード・サイードの『オリエンタ

リズム』（一九七八、日本語訳は一九八六）と重なるような力業を示し、言説をめぐる闘争

に参与する際の範型ともなった。矢野が企画編集代表者となって刊行された『講座東南ア

ジア学』（弘文堂）、あるいは矢野がセンター長を務めた京都大学東南アジア研究センター

（当時）が刊行する『東南アジア研究』は、当該研究の成果を発表する舞台となり、初学

者の手引きともなった。矢野はまた、南進思想に基づく文学とは異なる「南洋文学」とで

もいうべきジャンルの存在にも関心をもっていた。インドネシア大学における在外研究を

終えて「南方徴用作家」（北海道大学『人文科学研究論集』一九八四・三）等を纏めた神谷

忠孝は、講座東南アジア学第十巻『東南アジアと日本』（一九九一）において文学の領域を

担当し、「「南洋」神話の形成」を執筆した。かくして南洋文学の研究は、東南アジア研究

の一隅をなすこととなったのである。 

矢野に匹敵する「カタログ」的牽引力で南洋文学の範囲を現代文学にまで拡大したのが、

平林たい子文学賞を受賞した川村湊『南洋・樺太の日本文学』（筑摩書房、一九九四）であ

る。そこに収録されている「年譜」は、柳田泉が継続的におこなった作業を引き継ぐもの

であった。川村のブルドーザー的評論と神谷による既成の文学史の空白を埋めようとする

研究は、木村一信や竹松良明らの篤実な研究調査に引き継がれ、阿部知二、丹羽文雄、北

原武夫、寺崎浩、高見順、井伏鱒二、火野葦平など、個別作家研究の中で単発的に進展し

た。残念ながらそれらを総覧するような取組みは現れていないが、阿部知二研究（同名の

研究会誌も刊行中である）のように、南洋という視点を採り入れることにより飛躍的に深



化したケースもある。とりわけ木村一信は、主として阿部知二らジャワ徴用文学者の研究

を進め、地道な資料調査と現地調査を継続的に積み重ね、従来の実証的作家研究の方法を

「外地」（木村の場合にはインドネシア）にも適用する先例をつくった。木村の博士論文『昭

和作家の〈南洋行〉』（世界思想社、二〇〇四）はその集大成である。 

神谷や木村による研究は、インドネシアを中心に展開されてきた。その背景には、論者

自身のインドネシア体験が活かされているがそれだけではない。日本におけるインドネシ

ア研究の水準の高さ、層の厚さも忘れてはならない。戦後日本のインドネシア研究者の多

くは日本占領期研究を射程に入れており、日本文学をインドネシアとの関わりにおいてみ

ていこうとする際には、どうしてもインドネシア研究者の研究成果を手掛かりとすること

になる。後藤乾一や倉沢愛子、土屋健治や加藤剛といった第一級の研究者たちが出してき

た研究成果は、まさに超領域的な総合文化論を含むものでもあり、日本近代文学研究にも

波及し寄与したのである。 

上記のインドネシア研究者たちは、タイの石井米雄、ベトナムの桜井由躬雄、ビルマの

根本敬、フィリピンの池端雪浦といった東南アジア各地域の専門家たちとともに、対象地

域との信頼関係を、研究活動を通して築き上げ、東南アジア学会（旧・東南アジア史学会）

を支えてきた。矢野暢以降、南洋文学を扱う者たちは、間違いなくこれら日本を代表する

東南アジア研究者たちのすぐれた研究成果に依拠してきたし、また依拠しなければ研究す

ることはできなかった。筆者もまたそれを追う者であり、本書ではいちいち参考文献に記

すことをしていないが、日本文学とともに東南アジアの研究書や文学を読んできたことが、

南洋文学を研究する基盤になったものと思われる。翻って鑑みれば、たまたま国際政治経

済学や南北問題、国際社会学を学ぶ機会があり、歴史研究や地域研究、文化人類学に関心

を寄せていた時期があったことも幸いした。すべてが我流ではあるが、文学研究と必然的

に交錯せざるを得ない近接諸領域を学ぶことを経て、おのずと「南洋文学の研究」に辿り

着いた、ということになろう。 

さて、一九九〇年代半ば近くになると、「ポストコロニアル」という言葉によって括られ

た思想的動向、批評軸が日本の言論界に現われたが、しかしそれは、先述した研究者たち

の原動力とは直接関係しない。外来であれ新しい日本語が生まれたのだからそこにはそれ

なりの意味があり、この種の研究が盛んになったこととは関係するのかもしれない。しか

し、筆者自身の研究活動においても、周囲からの勧めや圧力によりやむを得ずその種の本

を覗いて見ることこそあれ、そこから何かを学んだり影響をうけたりしたことはない。実



際、ポストコロニアル批評の努力により一般に配慮されるようになった事実関係はあって

も、それによって初めて得られた視点は特になかったと考えている。したがって、そうし

た外来の概念や理論を黙殺するつもりはないが、そこに立脚点を置く必要性も感じなかっ

た。文学史についても同様である。従来の文学史観では等閑視されてきた部分を扱ってい

るという自覚はあり、文学史とその解体は念頭にあったが、そこから出発して、新たな文

学史、異端文学史を構想するような反動的意図はもち得なかった。 

それでは、本書が何を重視し、どのような場所から出発したのかと言えば、テクストを

読む、というただその一点に尽きる。如何なる時においてもテクストを読むということを

手放してはならない。そう信じるのは、あるいは文学主義なのかもしれないが、文学研究

者という立場の問題もある。ひたすら作家と作品の背景を調べる研究、あるいは言説研究

や文化研究と呼ばれる方法論などを否定するつもりはないのだが、いざそうしたアプロー

チによる成果を眺めてみたとき、歴史学者や政治学者や社会学者、あるいは新聞記者や編

集者が実践してきた仕事の方が遥かに同じ方向において徹底している。実際、文学性への

顧慮や丁寧に読むということを省いたとき、それでもなお文学的にも優れていると言える

業績の多くは文学研究者によるものではないと思われ、文学研究者にできることは何か、

と問い返されて応答できるとしたら、テクストを読むということだけなのである。 

以上のことを前提に、本書の基本姿勢を箇条書きで示しておく。 

 

① テクストを読解するところから出発する。 

② 作家とその周辺の情報については、必要に応じて先行論を参照しつつ、不足分は適宜

補うが、必ずしもそこに重点を置かないこととする。本研究に欠かせない資料的発見

についても、前提とはするが、目的とはしない。 

③ 思想的に不毛であることと文学として不毛であることを同一視せずにテクストへ向う。 

④ 本書を通じて南洋というテクストを浮かび上がらせて、そこを新たな出発点にすべく

構想する。 

⑤ 南洋は、しばしば東洋と西洋の引用の織物によって構成される。その外部にも南洋は

あるが、引用の織物（テクスト）としての南洋から出発することを選択する。 

 

先行論の動向とそれに対する本論文の立場については以上のとおりである。 

次に、各章の初出を示しながら、簡単な概要を記し、博士論文の要約とする。 



本論文は既発表の論文に基づき、加筆、修正などしたうえで、新稿を加えて纏めなおし

たものである。初出からの経緯がやや込み入っているものもあるため、初出情報を概要本

文に組み込み、経緯がある場合には説明を加えた。また、初出情報については、ゴシック

で示した。 

 

 

序論 経由する南洋―『ふらんす物語』と『上海』を中心に― 

序論では、従来、タイトルに掲げられた土地との関係において読まれることの多かった

ふたつのテクスト『ふらんす物語』と『上海』をとりあげて、テクストを丁寧に読めば南

洋もまた重要なトポスとして機能していることを明らかにした。また、明治期と昭和期を

代表する外地文学を検討することを通じて、経由する南洋という問題系を抽出した。経由

する南洋には、大別して地理上の経由（物理的な体験）と思索上の経由（想像上の体験）

とがあった。ただし、地理上の体験と思索上の体験とは、必ずしも作家の人生において合

致するわけではない（対立する二項でもない）。大正期のテクストである谷崎潤一郎の「ハ

ツサン・カンの妖術」には、谷崎が実際に執筆している土地や経験したことのある場所と、

テクストの舞台となる場所や登場人物としての作者がテクスト内で踏みしめている土地と

が一致しない事例が描かれ、エクリチュールにおける体験の問題を提起していた。 

さきほども述べたように、本論の基本方針は「テクストからの出発」であるが、作者の

南洋体験の有無によって便宜的に第一部と第二部とに分けた。それは、一九四〇年代以前

にはほとんど体験しないで書かれていた南洋文学が、一九四〇年代以降には体験者によっ

て書かれるようになっていることに気がついたからである。谷崎の問題提起が大正期にな

されていたことがまことに示唆的に思われ、序論の冒頭にとりあげた。 

前半部の初出は、「海峡殖民地―永井荷風の「新嘉坡」」(『植民地文化研究』創刊号、

二〇〇二・六) であり、のちに若干の改稿を経て「南洋から考える（一）―永井荷風論

―」として高麗大学日本研究センター編『帝国日本の移動と東アジアの植民地文学』（ムン、

二〇一一）に収録された。骨子に変更はないが、今回収録するにあたり、大幅に加筆して

いる。後半部は、書き下ろしであるが、二〇一一年度日本近代文学会春季大会のパネル発

表「上海表象文化研究の試み―戦間期の上海を中心に―」におけるディスカッサントとし

て口頭発表した際の内容に基づいている。なお同パネルの反響に平岡敏夫「『上海』と『佳

人之奇遇』―政治小説の系譜―」（『稿本近代文学』二〇一一・十二）もある。そのほか序



論には、以下の拙論を部分的に用いた。 

・「ベトナム戦争と文学―開高健の遺したもの―」（『大転機期―「60年代」の光芒―』イ

ンパクト出版、２００３） 

・「ポストコロニアル」（石田仁志・渋谷香織・中村三春編『横光利一の文学世界』翰林書

房、二〇〇六） 

・「漂流民の台湾―西川満《ちょぷらん島漂流記》の夢想と追憶―」（《我的華麗島 西川満 

學術論文發表 座談會論文集》真理大學台灣文學資料館・國立台灣文学館、中華民國一〇

一・六）、のちに改稿して『〈外地〉文学の射程』近刊などに収録予定。 

・『長期滞在者の異文化理解 松尾邦之助』（柏書房、二〇一〇） 

 

第一部 未知なる領土への眼差し―南洋文学の生成と展開―」 

第一章「エミリオ・アギナルドの表象―山田美妙と押川春浪―」は、「エミリオ・アギナ

ルドの表象―山田美妙と押川春浪―」（『武蔵野大学文学部紀要』二〇〇八・三）に若干の

手を加えたものであり、骨子に変更はない。現在の南洋文学の研究（近代文学の研究も同

様であるが）は、明治期に目を向けない傾向にある。矢野暢の二冊の新書以降、単独の執

筆者による南洋文学に関する研究書は木村一信『昭和作家の〈南洋行〉』だけであるが、こ

の本のタイトルがすでに昭和期偏重を象徴的に示している。明治期の南洋文学の中心は政

治小説であり、そのテーマの中心には植民地の独立、そのための革命に対する共鳴がある。

なかでも、フィリピンの独立をめぐる闘争に関しては、多くのテクストがとりあげている。

またそれを支援する動きが現実にあり、文学者の中にも少なからず関心を寄せる者がいた。

山田美妙の『あぎなるど』はそうした背景をもつテクストである。そして押川春浪『新日

本島』は、おそらくは『あぎなるど』を念頭において書かれたテクストである。 

本論では、ふたつのテクストを比較しながら主として「義侠」と「武狭」というふたつ

のキーワードを導き出して考察した。『あぎなるど』においては、あくまで義侠心に最大の

価値を置かれていた。したがって、アメリカという支配者に立ち向おうとするその志に共

感を示しながらも暴力を手段として強きを挫こうとするアギナルドを英雄視せず、暴力を

正当化しようとしないリサールの方を高く評価する言葉も記している。本書で『あぎなる

ど』をテクストとして選択したのは、武侠の時代にあって半ばそれを否定する価値観であ

る義侠を打ち出した文学テクストだからである。南洋植民地における武力革命を政治的独

立を達成する（夢）として描く政治小説である、という解説は成立しないことを確認して



おきたかったのである。押川のテクストが評価できないということではもちろんなく、今

日の日本の価値観からすると、押川のテクストのほうが今日的である。比較対照としたの

もそのためである。なお、学会発表などにおいて初出に対する反響はいくつかあるが、ま

だ活字化されていないので、とりあげなかった。 

 

第二章 「土人」の起源とその文学的表象―中河與一と村上龍― 

第二章は、「文学における「土人」―中河與一と村上龍―」（『「戦後」という制度』イン

パクト出版会、二〇〇二）の一部を削除するなど若干の改稿を経ているが、骨子に変更は

ない。本章の狙いは、「南洋の土人」という用例における「土人」にこだわり、その起源と

その文学的表象を洗い出し、隠蔽されてきた様々な事情とともに、そうした事情を踏まえ

てひそかに自身の表現に活用してきた文学者の営為を浮かび上がらせることにある。初出

発表当時は、安易に「土人」を過去の差別語とみなしてリトマス試験紙のように用いて、

現地の人々を「土人」と呼ぶテクストはすべて差別的なテクストであると断じる言葉狩り

的な言論および研究状況があり、それらに対して一矢報いることをひとつの目的としてい

たが、その目的はほぼ果されたと認識している。 

結論だけ述べるなら、「土人」に身を重ねる系譜と「土人」という言葉をイメージ論的観

点から意図的に用いる表現の系譜がみられた。断りなしに本文を改竄して全集を編集する

ジャーナリズム上の言語習慣においては捉えきれない文学の系譜を見出すことができたの

が最大の収穫である。その観点からは、中河與一を再評価する地平を切り開けた。なお本

文中で言及してはいないが、論者自身が経験した株式会社の人権教育やジャーナリストに

対しておこなった個人的インタビューなども活用している。なお本研究は、先住民と外来

者の問題をとりあげるときに欠かせない基礎調査を内包しており、特に断ることはしてい

ないが、他の章でもたびたびそうした調査結果が論の方向性を形作っている。 

 

第三章 大正期・南洋文学の展開―鶴見祐輔と芥川龍之介― 

第三章の初出は、「大正期「南洋」論の展開―鶴見祐輔と芥川龍之介―」（『社会文学』二

〇〇三・九）である。字句の訂正や加筆など若干の改稿を経ているが、骨子に変更はない。 

大正期を代表する知性の南洋言説と文学テクストをとりあげて、そこにみられる帝国主

義に対するそれぞれの姿勢を比較検討した。この時期の知識人にとっては、政治をみるこ

とと文学を考えることとの間に今日のような隔たりはほとんどなかった。そのような観点



より、鶴見祐輔の道義的帝国主義が文学を通じて涵養されたことを『南洋遊記』から確認

し、芥川龍之介の「桃太郎」が内包する暴力の連鎖の問題とあわせて、帝国主義とヒュー

マニズムの結節点を論じた。鶴見の論は現在の日本の価値観に近い。しかし、芥川龍之介

「桃太郎」からひきだされるヒューマニズムに対する懐疑は、一般的な共感を呼ばないだ

ろう。しかし、そうした構図自体がきわめて今日的なのだ。 

以上のように、第一部では、今日の視点を交じえて明治大正期の南洋文学をみたが、第

二部では昭和期の南洋文学を詳しく検討していく。 

 

第二部 体験の時代における方法の模索―一九四〇年前後・南洋文学の可能性― 

第二部の第一章「イデアの詩的形象―金子光晴『マレー蘭印紀行』論―」は、「金子光晴

『マレー蘭印紀行』論序説―紀行文批評のために―」（『国際文化研究』一九九八・十二）

の反響をも踏まえて新稿を作成したものである。したがって、部分的に重なるところもあ

るが、初出と言えるものではない。 

『マレー蘭印紀行』は、一九三〇年代に書かれたものを中心に編まれ一九四〇年に刊行

された南洋紀行であり、まさに一九四〇年代の南洋文学の幕開けを象徴するテクストであ

る。第二部でとりあげる中ではもっとも評価の高い作品だと言えるが、もっぱら金子光晴

の旅に魅力を感じる人々がそれを支えているのが実情である。本章では、テクスト分析を

試み、以下の四点を明らかにした。 

① 『マレー蘭印紀行』における移動主体は、移動先によっては表象されずに空白の場合

がある。しかし、「私」と明記されている箇所も、「私たち」と表象される箇所もある。

それらは従来、テクストを旅の再現とみる立場から、実際の旅程と表現されている内

容との不一致という観点よりを追求されてきたが、ここではそうした研究の枠組自体

をいったん退け、テクスト内のイメージ表現の有機的つながりを論証し、結果、統合

的な移動主体を見出すことができた。 

② 『マレー蘭印紀行』における「マレー」と「蘭印」の多くは「華僑」表象を通じて表

象されているが、同時代評ではその点の指摘がなく、今日でもそれはほとんど変わら

ない。華僑の位置づけについても、地域によって異なり細文化されている。ロマン化

している箇所もあるが、つきはなしている箇所もある。近代文学者の中国（人）観と

いう問題設定において欠かせないテクストなのだが、通常の比較文化論的な枠組では

捉えきれないために多くの箇所が読み落とされてきたのである。 



③ 従来、表裏一体のテクストとして理解されてきた『マレー蘭印紀行』と長編詩「鮫」

をあらためて比較考察し、両者の共通点と相違点を明示した。主体表現の変容のパタ

ーンと細部と細部の象徴するイメージ同士の連関性の描出といった表現様式に共通点

があり、現地邦人を批評の対象にしているか否かに相違点があった。また、よく読む

と共感を寄せる範囲や抵抗すべき対象の範囲に細かな違いがあり、特徴的な自然描写

にも相違点があった。 

④ 『マレー蘭印紀行』がプラトンの「イデア」を独自に受容していたことを明らかにし

た。近代日本のプラトン受容史において、金子光晴は、イデアが着目されていなかっ

た時代にイデアという言葉を用いて「珊瑚島」を描いた。単語レベルでの使用、部分

的な借用にとどまらず、金子のイデア理解は、テクストの世界を貫く昼と夜の対比と

交錯の論理、極めて印象的な影の表象などとも通じていることを論証した。 

 

以上からはっきり言えるのは、『マレー蘭印紀行』は、南進論の国策化の直接的反映とし

て現われた文学的表現ではなく、すぐれた小説や詩などと同様の強度を有する紀行文だと

いうことである。 

なお本研究においては、基本的に西暦を用いた上で元号を併記する形をとっている。西

暦で考えなければ見えない地平、感得できない横に広がる共時的空間があり、元号を用い

なければ呼吸できない空気、見えない縦のつながり（通時性）があるからである。また第

二部では特に、「一九四〇年前後」「一九四〇年代」という時代区分を頻繁に使用している。

それは、「昭和十年前後」「昭和十年代」という文学史上の区分け及び昭和二十＝一九四五

年で区切る歴史観を踏まえつつ、より南洋文学史観にそくした区分け及び区切りを採用し

た結果である。 

 

第二章 森三千代の南洋文学―翻案としての安南伝説― 

第二章の初出は、「森三千代にみる戦時「南洋」文学の可能性―一九四〇年前後・翻案と

しての安南伝説―」（『〈翻訳〉の圏域―文化・植民地・アイデンティティ―』イセブ、二〇

〇四）であり、骨子を変更せずに若干の加筆改稿を経ている。初出当時、初めて本格的に

森三千代のテクストを論じたものであり、世に森三千代研究が出てくるきっかけにもなっ

た。拙稿の論調が森の現地報告記『晴れ渡る佛印』に対して厳しすぎるという反論も出さ

れているが、『晴れ渡る佛印』それ自体には充分な文学性が発揮されておらず、森の南洋文



学の真骨頂は、『金色の伝説』（現在、もっとも入手しやすい森三千代のテクストである）

及び『龍になった鯉』（現在、もっとも入手の困難なテクストである）にあるとする主旨を

変更する必要性は認められなかった。 

本論では、『金色の伝説』の出典を明らかにした上で、二編を森のオリジナルと推定し、

それらを中心に分析した。森三千代は、文字テクストを駆使して伝説を採集したが、二編

については独自に採集し現地調査を重ねてテクスト化し、『金色の伝説』に加えた。しかも

そこには、安南の支配者としての「シナ」の姿が描かれていた。文字テクストと非文字テ

クストの間の往還は、一過的なもので終らず、森三千代の文学の方法となったと言える。 

 

第三章 童話作家の南洋―小出正吾論― 

第三章の初出は、「〈友愛〉と〈聖戦〉のはざまで―小出正吾論―」（『〈外地〉日本語文学

論』世界思想社、二〇〇七）に収録され、後に韓国語版も刊行されたエッセイである。若

干の加筆改稿を経ているが、骨子に変更はない。小出正吾の南洋ものに関する初めての論

考であるが、その後の反響は皆無である。反響がなかった要因としては、いろいろ考えら

れるが、ひとつは、私が小出正吾の思想的脆弱性をその信仰と結びつけて指摘したからで

あり、いまひとつは、小出正吾の文学に南洋文学の研究に欠くべからざるテクスト群のあ

ることを伝えながらもそれらの魅力、文学性を充分に論じられなかったからだと思われる。

現地語もできた小出の伝説記述は、森のテクストと同様に注目に値することは指摘し得た

が、小出正吾文学の研究としては充分ではない。今回、構成上触れることができなかった

が、南洋もの以外の童話に注目すべきテクストがあるので、それらの再評価については今

後の課題としたい。社会人たる大人からみれば社会の影に当たる場所で明るく生きる子供

たちを淡々と描く小出童話は、やがて戦争を経て社会性を獲得していく戦後の児童文学の

特徴を先取りする形で一九四〇年代という困難な時期を支えたと言えるかもしれない。 

 

第四章 ププタンの表象―『ある晴れた日に』と ISLAND OF BALI ― 

第四章の初出は、「文体とイメージ―高見順『ある晴れた日に』をめぐって―」（『国際文

化研究科論集』一九九九・十二）である。若干の加筆改稿を経ているが、骨子に変更はな

い。直接的に先行論（木村一信論文）の恩恵にあずかり、多くを教えられ、それとの差異

によって成立している唯一の論考である。 

本論では、『ある晴れた日に』の第三章第三節に描かれたププタンと、ISLAND OF BALI



において描かれた puputan の比較考察を通して、前者にププタン（puputan）を正確に伝

えるための演劇的表現を見出すとともに、語り手の当事者性の大小についても検討した。

ププタンとは、圧倒的に武力の差のある外来の敵が島に侵略してきた緊急時に、王と王族

が先頭に立ってみずから敵の砲弾に向かって歩み進み死んでいくというバリにおける敗北

の仕方（儀礼）である。ププタンをおこなう主体がそれについて記述しない（記述できな

い、あるいは記述する必要がない）という点に着目すると、言語表現によるサバルタンへ

の接近の試みと言えなくもない。 

なおここでは、横軸（共時性）を意識して論を進めたが、縦軸（通時性）においても展

開できる。『ある晴れた日に』は、未完のテクストでありながら、その後のバリ表現に雛形

を与えたからである。大江健三郎『新しい人よめざめよ』や山田詠美『熱帯安楽椅子』と

の構造的相同性については、拙稿「肉体の記憶としてのバリ―山田詠美『熱帯安楽椅子』

論―」（『日本近代文学』一九九六・十）で言及しておいたが、本書には収録していない。 

 

第五章 開戦前夜の南洋幻想―岡本かの子の『河明り』― 

第五章の初出は「開戦前夜の南洋幻想─岡本かの子の『河明り』─」（『近代の夢と知性

─文学・思想の昭和十年前後（1925-1945）─』翰林書房、二〇〇〇）である。本章に

収録するにあたって内容は変更していないが、初出に対する岡本かの子研究者からの反響

をうけて、それらを踏まえた追補を記している。基本的には、岡本かの子の遺稿『河明り』

をテクストとして、南進論とは異なる文脈における南洋（幻想）小説であることを論証し

たものである。 

 

第六章 高濱虚子と南洋俳句 

第六章の初出は、「高浜虚子と〈南洋俳句〉―南洋の「夏」を遊びてモダニズム―」（『國

文學』二〇〇三・四）というエッセイである。日本という領土の拡張にともなう文化的

「侵略」とヨーロッパへの日本文化の「伝播」という根源的には表裏一体の現象の中で、

日本文学における俳句の特殊な位置を確認し、歳時記の動揺と変容を追い、一九四〇年

前後の俳句という様式の国際性と植民地主義に関する問題を、ほとんど初めて提出した

論考である。外地の同人や世界中の俳句愛好者たちの要望を考慮して慎重に歳時記を改

訂し、みずから熱帯季語を用いて南洋俳句を作り融通無碍に日本の俳句を守った高浜虚

子は、結果的に近代俳句の定型を守ることで俳句の国際性が増しかつ伝統化されたこと



を考えると、「守旧派」というよりもむしろ老成したモダニストだったのではないかと結

論づけた。 

初出発表後は、台湾研究や俳句研究において、同様の観点に基づく研究がひろがり、

歳時記の国際比較研究なども進んでいる様子である。すでに役目を終えた論考のように

も思われたが、『渡佛日記』をテクストとして「経由する南洋」を浮かび上がらせたとい

う点でも、韻文の南洋文学を提示するという点でも、本論文には不可欠だと考え収録し

た。韻文という観点から南洋文学が論じられたことはこれまでなかったのである（旧外

地に限る膨大な句集、歌集のことを考えるとその遅れは異様としか言いようがない）。 

 

第七章 折口信夫と南洋短歌 

同じく韻文の南洋文学を扱ったのが第七章であり、初出は、「釈迢空の南洋詠」（『國文學』

二〇〇六・九）であるが、本章はこれを大幅に加筆して、新稿を作成した。骨子は変わら

ないが、初出時からひそかに意識していた（が充分に伝わらなかったと思われる）村井紀

『南島イデオロギーの発生―柳田國男と植民地主義―』（福武書店、一九九二）が提示した

問題についても補足的に言及した。『社会文学事典』（冬至書房、二〇〇六）において私が

担当した項目「植民地」も全面的に用いた。また、ここまであえておこなってこなかった

南洋の定義をめぐる諸言説についても、簡単な整理をおこなった。 

 釋迢空折口信夫は、同時代言説にまきこまれることを回避するために南洋という言葉を

使わずに南洋を詠った。それは「島」「みむなみ」「南の洋」「しんがぽうる」「いんどねし

あ」といった言葉となって詠われているが、一連の歌を、作者の歌集編集意識を切り離し

て総覧すれば、南洋短歌というジャンルが浮かび上がるのではないだろうか。それはほぼ

手つかずの領域である外地の短歌研究の緒になるのではないだろうか。こうした仮説の提

示もまた本論の目論見であった。 

 

  終章 南洋文学の一九四〇年代―北原武夫を中心に― 

終章は書き下ろしであるが、修士論文の一部に基づく「北原武夫とジャワの薔薇―軍服

を着て立ちつくす―」（『南方徴用作家―戦争と文学―』世界思想社、一九九六）に対する

いくつかの反響を参照しつつ、あらためて北原武夫を論じたものである。 

今回は、複数の異稿が存在する「カリオランの薔薇」と「嘔気」というふたつの小説テ

クストを扱い、一九四五年前後の文学的連続性を論証した。非常に近い位置にいた小林秀



雄や坂口安吾の同時代言説との差異についても再検証し、南洋文学を経たからこそ明らか

になる北原武夫の独自性を浮かび上がらせた。北原の独自性は、南洋を体験して南洋を描

いても基本的に描いていることが同じだという点にある。谷崎潤一郎とは全く異なる立場

から体験至上主義を相対化していると言えるだろう。あわせて徴用作家の限界についても

言及した。 

 

 以上が、各章ごとの初出とその後の経緯を含めた概要であり、要約である。既成の論文

の寄せ集めにならぬよう、章と章との関連性にも気をつけて推敲したつもりである。した

がって、構成上の都合で割愛した既発表の論文もある（土屋忍）。                    

 


