
 

 
19 

李箱の初期日本語詩「空腹――」について 
 

                                          金 三淑 

 

キーワード 李箱 空腹 ふりがな表記 暗号 二重言語 

 

 

１．はじめに 

 

李箱の初期日本語詩「空腹――」は 1931 年 7 月朝鮮建築学会誌『朝鮮と建築』

に「異常ナ可逆反応」と一緒に発表された。全部で６編の中で最後の６番目の

詩である。 

初期日本語詩に関する先行研究の中で注目すべきはキムミンスの研究である。
1当時の植民地の状況を踏まえた上で、視覚芸術の観点からの彼の分析は李箱の

日本語詩を理解する一つの手段として有効である。しかし、彼もまた、当時の

朝鮮語と日本語の二重言語状況における表記法に関しては見逃している。1930

年代の二重言語空間を現代と同一視していることは李箱文学の研究において、

大きな欠陥ではないか。          

「空腹――」における日本語の表記法の問題は分析の課題の一つである。李

箱の「異常ナ可逆反応」と「空腹――」を含む６編の詩はこれまで習作期の実

験詩であると見なされてきた。その根拠の一つは漢字カタカナ交じり文と漢字

ひらがな交じり文が通常の（現在の）表記法と逆になっていると考えられたこ

とである。しかし、それは 1930 年代の状況を考慮しない単純で性急な判断であ

る。本稿はその当時の表記法を参照しながら、李箱の初期詩の表記法について

検討していきたい。それは、李箱の「実験性」に異を唱えるためではなく、当

時の時代状況を踏まえた上で判断すべきだからである。 

さらに、日本語の表記法の特徴の一つであるふりがな表記に注目する。後述

するが、この詩の題目「空腹――」を同時期の李箱の落書きのふりがな、〈空腹
ハ ジ

〉

と結びつけて考えてみる。それにより、李箱文学の暗号化の方法が日本語の表

記法からも見えてくるからである。 

 筆者はこれまでの論考で、李箱は文学修辞法の一つとして暗号化を用いてい

ると述べてきた。初期日本語詩に現れた記号（「異常ナ可逆反應」）、小説に挿入

されている挿絵（「翼」）、何気なく言及されているような地名・場所（「鼅鼄會

豕」）などが暗号言語として用いられていると分析してきたのである。2 

初期日本語詩に現れた記号というのは、｢眞々5″｣のことである。「異常ナ可
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逆反應」の詩の解釈において筆者は｢眞々5″｣が日本の建築用語であることを突

き止め、この詩の中で「西大門刑務所」と「独立門」という現実の建築物が表

象されていることを明らかにした。そしてそれを基に、李箱が当時の植民地の

社会状況と無縁の作家ではないことを主張した。さらに、次の「破片ノ景色―

―」に現れる｢△」・「俺」・｢▽｣という記号的表象は分裂した自己像であると述

べ、それが李箱の文学の三本の柱を構成していると論じた。つまり、朝鮮本来

の伝統、植民地化、近代化である。このことを、短編小説「翼」と「鼅鼄會豕」

の構造分析、さらにはその人物造形の分析からも明らかにした。 

本稿では李箱の詩における日本語の表記法の問題を取り上げ、日本語詩「空

腹――」の解釈を試みる。それによって、「破片ノ景色――」の｢△」・「俺」・｢▽｣

が、「空腹――」では「俺ノ内面ト外面」・「中間ラ」に変容して表現されている

こと、その一貫した三分立的記号の意味を考える。 

「異常ナ可逆反應」の６編の詩は互いに繋がり合って、そこに初期の李箱の現

実認識と葛藤が浮かび上がる。しかし、全体が暗号化されているため、鍵がな

いと解読できない仕組みになっている。この暗号化の視点から見れば、初期日

本語詩が欧米文学の影響を受けた難解な詩、ただの習作期の実験詩、と見なさ

れてきたのはある意味で当然のことかもしれない。 

李箱が意図していたと考えられる文学的実験と暗号化の実態を明らかにする

ために、まず、その鍵となる 1930 年代の日本語の表記法を考察することから始

めよう。 

 

２．日本語表記法の問題 

 

１）漢字ひらがな交じり文と漢字カタカナ交じり文 

現在の日本語の表記は基本的に漢字ひらがな交じりになっており、カタカナ

表記は外来語や擬態語・擬音語などに用いられている。李箱の日本語の作品に

は現在の日本語の表記法と同じ作品と、それとは異なる漢字カタカナ交じり文

の作品がある。先行研究はそれを一つの根拠として、李箱の日本語詩は現在の

日本語の表記法と異なるから、習作期の実験である、と見なしてきた。しかし、

言語の特徴である社会性と歴史性を考慮せずに現代の視点から単純に比較する

ならば、表面的な分析にとどまる危険がある。朝鮮語と日本語の二重言語につ

いて言及する論においても、李箱の作品の日本語表記と当時の日本語の表記法

の関連に注目する先行研究は見当たらない。 

本稿では言語的実験の可能性は否定しないが、李箱の時代の表記法を考察し

た上で、判断すべきではないかと考える。 
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まず、歴史的に見ると、漢字ひらがな交じり文と漢字カタカナ交じり文が現

在のかたちで定着し始めたのは 1945 年の終戦後からである。それ以前は、小学

校でも「漢字片仮名交じり文」を先に学習していた。現在は漢字ひらがな交じ

り文を先に学習する。終戦を境にして、それ以前とそれ以降現在までの違いは

明らかである。それでは、1945 年以前はどうであったか。 

 

明治時代には啓蒙書・翻訳書や自然科学関係の書物、また法律など

に漢字片仮名交じり文が用いられた。これは漢文訓読の系統を引くも

ので、1900 年（明治 33）の小学校令施行規則改正によって現行の字

体に統一されると、国語の教科書にも採用され、使用が広がっていっ

た。しかし、一般的には平仮名の使用が主流であり、片仮名は専門的、

実用的分野に限られていた。1945 年（昭和 20）以降は法律や公文書

の文章も漢字平仮名交じり文で表記されるようになって、漢字片仮名

交じり文はほとんど見られなくなった。 

（松村明編、「特別ページ 日本語の世界４ 片仮名」『大辞林』第三

版、三省堂、2006．44 頁より、下線は引用者） 

 

つまり、明治期から第二次世界大戦が終わるまでは漢字カタカナ交じり文と

漢字ひらがな交じり文が並存していたといえる。明治初期の政治小説や『米欧

回覧実記』などは漢字カタカナ交じり文であり、雑誌にも漢字カタカナ交じり

文が見える。漢

文訓読体を用い、

男性知識人を読

者として想定す

る場合は漢字カ

タカナ交じり文

が一般的だった。

しかし、小説は

翻訳も含めて基

本的に漢字ひら

がな交じり文で

あった。〈図１〉

は 昭 和 ３ 年

（1928 年）に出

版されたクヌウ〈図１〉クヌウト・ハムスン、『飢ゑ』、1928. 



22 金三淑 

ト・ハムスンの翻訳『飢ゑ』である。ハムスンはノルウェー出身の作家で、1920

年ノーベル文学賞を受賞したので、当時はよく知られていた作家だと考えられ

る。この翻訳は朝鮮総督府図書館にも所蔵されており、文学作品を数多く読ん

でいたと言われる李箱がこの作品を知っていた可能性は高い。3この小説は漢字

ひらがな交じり文で、

ひらがなのふりがな

がつけられている。

このような小説とは

違って、同時代の公

文書は漢字カタカナ

交じり文であった。 

 

 

 

 

教育に関する御勅語は、畏くも明治大帝が、吾々國民と一つ心に

なつて、拳々服膺して其の徳を一つにしようといふ大御心から、國

民にお示し下さつた御聖勅で、教育の方針はもとより、國民の日常

生活に取つての絶對唯一の羅針盤とも言ふべき大御言葉である。誠

に國民道徳の大本はこの御勅語によつて遺憾なくお示し下さつたも

のと思ふ。（林 達彦、『教育勅語謹解』：１より） 

 

このように意義づけられた明治天皇の〈教育勅語〉（1890 年、明治 23 年）は

漢字カタカナ交じり文であった。これに対して、その一般向け解説である上の

引用文は漢字ひらがな交じり文になっている。当時の朝鮮では、『朝鮮総督府官

報』、そして、普通学校の教科書である『普通学校国語読本』の１巻と２巻も漢

字カタカナ交じり文であった。３巻は漢字カタカナ交じり文が途中から漢字ひ

らがな交じり文になり、４巻からは漢字ひらがな交じり文になっている。 

〈図３〉〈図４〉のように、李箱が文学活動をした 1930 年代の公文書は漢字

カタカナ交じり文で書くことが一般的だった。これに対して、それ以外の文、

文学作品や雑文、新聞・雑誌の記事などは漢字ひらがな交じりが中心であった。 

 

 

〈図２〉「教育勅語」
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つまり、李箱は普通学校の頃から朝鮮総督府に勤務していた頃まで公的な場で

は漢字カタカナ交じり文にふれ、普段は漢字ひらがな交じりの文にふれていた。

その後、創作する際に、どちらを選択し、どういう意図を持って書いていたか

はまた別として、このような言語選択の背景をまず考える必要がある。 

日本語のカタカナは漢文訓読の伝統と重合し、ひらがなは平安時代の女房文

学を淵源とすると言われている。したがって、前近代においては、カタカナは

制度的・男性的であり、ひらがなは私的・文学的・女性的という一種の性的分

業が言語レベルで行われていたと考えられる。また、公的空間と打ち解けた私

的空間での使い分けも考えられる。当時の知識人の日本語表記について探って

みよう。 

例えば、朝鮮総督府の総督であった寺内正毅（1852－1919）は漢字カタカナ

交じりで日記を書いていた。さらに、夏目漱石は講義ノートに、宮沢賢治は詩

を書き綴った手帳に漢字カタカナ交じり文を用いている。男同士の手紙や個人

的な文章では漢字カタカナ交じりで書くことが多かったが、横光利一・芥川龍

之介は漢字ひらがな交じり文であった。ただ、芥川龍之介の場合、息子への手

紙では、漢字カタカナ交じり文で書いている。カタカナを先に習う幼い息子へ

の配慮もあったと考えられる。 

明治後期以降、横光利一の中学時代の日記や書簡などは漢字ひらがな交じり

文であったが、4夏目漱石・宮沢賢治・芥川龍之介・太宰治など多くの作家たち

の最も私的な日記・手帳・男性に宛てた手紙が漢字カタカナ交じり文、小説の

原稿は漢字ひらがな交じり文であったのは、カタカナを用いるのは男性的で、

ひらがなは小説などの文学や一般読者向けの文字というカタカナとひらがなに

〈図３〉「朝鮮教育令」（『朝鮮総督府官報』） 〈図４〉朝鮮総督府、 
『普通学校国語読本巻三』
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対する日本人の使い分けの意識が働いていたからではないかと思われる。 

これまで調べてきた個人的な日記や手紙などを李箱が読んだ可能性は低いが、

当時の表記法の一般的使い分けには日常接していたと考えられる。 

明治期以降日本語の表記は、言文一致の問題や仮名使いの問題を含め、近代

文体の成立過程における混乱と複雑な変化を経て、1945 年の終戦後、整理され

つつ現在の日本語に至っている。その結果として、現代の教育現場でもひらが

なを先に教え、表記法も漢字ひらがな交じり文が基本で、カタカナは外来語や

擬態語・擬音語に使うことになっているのである。 

戦争以前の日本における日本語の表記法の特徴と使い分けが植民地にも流れ

込み、植民地朝鮮で正規教育を受けた朝鮮の人々がその影響を受けていた可能

性は極めて高い。特に、李箱のように、朝鮮総督府から発行された教科書で初

等教育を受け、その後の高等教育を経て、朝鮮総督府に勤めていた人が日本語

の表記法を日本人と同様の感覚で上手に駆使することは十分あり得ただろう。

当時の漢字カタカナ交じり文と漢字ひらがな交じり文の使用の状況から見ると、

李箱の日本語詩の表記は日本語の二つの表記法の使い分け・並存を踏まえて、

李箱自身の意図を背景においた選択と排除の結果であったと考えられる。しか

し、その意図が実験であったか否かを判断するのはまだ早い。1930 年代の朝鮮

の二重言語の状況を考えるならば、李箱の文学における日本語の表記法と照合

して、朝鮮語の表記法についても検討すべきである。特に、朝鮮語の分かち書

きの問題は李箱の意図を探る鍵になる。この問題を究明するには李箱の朝鮮語

の全作品を対象に考える必要があるだろう。本稿では日本語作品に限定して考

察するので、朝鮮語の問題については次稿にゆずりたい。 

 

２）暗号言語としてのふりがな表記 

次に、朝鮮語と異なる日本語表記の一つの特徴であるふりがな表記について

考えてみる。 

 

漢字の読みを示すために、その漢字の右側または左側、ときに両側

につけた仮名。傍訓、付け仮名ともよび、印刷用語としては、ルビ

ruby ともいう。文中の漢字すべてに振り仮名をつけることを総ルビ、

一部だけに加えるのをパラルビとよぶ。現在の印刷物では通常、パ

ラルビを平仮名で漢字の右傍（横書きの場合には上側）につける。

振り仮名の起源は９世紀初頭（平安初期）に始まった漢文への訓点

の記入にある。（中略）、その後も第二次世界大戦前まで、その用法

は多様であった。（小学館：513） 
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上の引用が述べているように、ふりがなは漢字の読みを示すためにつける仮

名のことである。朝鮮語にはない日本語だけの特徴であり、「ルビ」とも言う。
5 

新聞の連載小説を見ると、漢字ひらがな交じりの文には総ルビが付いている

ことがわかる。先の引用で言及されているように、ルビには文全体につける「総

ルビ」と必要なところだけにつける「パラルビ」がある。 

現代のふりがな表記について見ると、1946 年の「当用漢字表」では「ふりが

なは、原則として使わない」方針をとった。また、1981 年「常用漢字表」が発

表され、現在に至るまで使われている。ただし、1981 年の「法令用語改善の実

施要冷」には「常用漢字表に

ない漢字を用いた専門用語等

であって、他にいいかえるこ

とばがなく、しかもかなで書

くと理解することができない

と認められるようなものにつ

いては、その漢字をそのまま

用いてこれにふりがなをつけ

る」とあり、6さらに、地名や

人名にもふりがなをつける。 

つまり、ふりがな表記は終

戦後から現在に至るまでに

整理されてきており、現在ではその使う範囲がかなり限られている。それに対

し、1930 年代の日本語においては、ふりがな表記は制限なしに一般に使われ

ていた。 

当時朝鮮の新聞や雑誌

の表記法は必ずしも統一

されていたわけではない。

漢字とハングル文字を併

用するか、ハングル文字

だけにするかの違い、ま

た、分かち書きの程度も

異なる。ハングルの正書

法は時代につれて変わっ

ていったが、〈朝鮮語学

〈図５〉『新聞集成 夏目漱石像一』：561 

〈図６〉〈朝鮮日報 1935.2.17〉 
（『2010 李箱の房』：59 より）
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会〉により 1933 年「ハングル正書法統一案」が発表されて、それ以降は整理・

普及が進んだ。 

一般的に言えば、日本語と朝鮮語でそれぞれに表記法の多様な手法が用いら

れている。そしてこの表記法の揺れに関して日本の影響が強かったことは確か

に思えるが、結局朝鮮で漢字に日本語のようなハングルのふりがな表記が定着

することはなかった。7 それを考える

と、李箱が日本語を使い、「表現として

の振仮名」8を付けたということは日本

語の特徴をよく理解していた一つの有

力な証拠になると考える。 

 

 

 

 

このことを踏まえて、李箱の詩「空腹――」に用いられたふりがなの意味を

考察したい。李箱が日本語のふりがな表記を暗号化の一つとして用いたのでは

ないかと考えるからである。この詩を分析するために、ほぼ同時期に李箱が「楽

朗パラ」というカフェに残した落書きの一つを見よう。9 

落書きの文字をはっきりさせるために二種類の本から引用した。合わせて読

むと、以下のように読める。 

 

これで楽浪はこの都
マチ

のヴァガボンド達の教養となりました。疑ふも

のに空腹
ハ ジ

あれ。 

金 海卿 

 

この落書きのふりがな表記に注目し、「都
マチ

」と「空腹
ハ ジ

」のふりがな表記及び

ふりがなのカタカナ表記について考える。 

まず、漢字｢都｣に｢マチ｣というふりがなが付けられている。〈都〉という漢字

 
←〈図７〉カフェ「楽浪パラ」に

書かれた李箱の落書き1（左：キ

ムジュヒョン注解『増補定本李箱

文学全集』2009、右：寧仁文学館、

『2010 李箱의房 ― 육필원고・

사진展』2010．より）  



26 金三淑 

会〉により 1933 年「ハングル正書法統一案」が発表されて、それ以降は整理・

普及が進んだ。 

一般的に言えば、日本語と朝鮮語でそれぞれに表記法の多様な手法が用いら

れている。そしてこの表記法の揺れに関して日本の影響が強かったことは確か

に思えるが、結局朝鮮で漢字に日本語のようなハングルのふりがな表記が定着

することはなかった。7 それを考える

と、李箱が日本語を使い、「表現として

の振仮名」8を付けたということは日本

語の特徴をよく理解していた一つの有

力な証拠になると考える。 

 

 

 

 

このことを踏まえて、李箱の詩「空腹――」に用いられたふりがなの意味を

考察したい。李箱が日本語のふりがな表記を暗号化の一つとして用いたのでは

ないかと考えるからである。この詩を分析するために、ほぼ同時期に李箱が「楽

朗パラ」というカフェに残した落書きの一つを見よう。9 

落書きの文字をはっきりさせるために二種類の本から引用した。合わせて読

むと、以下のように読める。 

 

これで楽浪はこの都
マチ

のヴァガボンド達の教養となりました。疑ふも

のに空腹
ハ ジ

あれ。 

金 海卿 

 

この落書きのふりがな表記に注目し、「都
マチ

」と「空腹
ハ ジ

」のふりがな表記及び

ふりがなのカタカナ表記について考える。 

まず、漢字｢都｣に｢マチ｣というふりがなが付けられている。〈都〉という漢字

 
←〈図７〉カフェ「楽浪パラ」に

書かれた李箱の落書き1（左：キ

ムジュヒョン注解『増補定本李箱

文学全集』2009、右：寧仁文学館、

『2010 李箱의房 ― 육필원고・

사진展』2010．より）  

李箱の初期日本語詩「空腹――」について          27 

 

に〈マチ〉と振ることができないわけではないが、漢字は普通の〈街・町〉で

もよさそうに思われる。なぜ、〈みやこ〉を意味する｢都｣を用いたのか。まず、

田舎町ではなく都市というイメージが強調される。植民地の地方都市に転落は

したが、京城は朝鮮の伝統的なみやこ＝「都」でなければならない。その植民

地のみやこに「ヴァガボンド達」が集まり近代文化を味わう、その求心的拠点

がカフェ「楽浪パラ」である。 

また、漢字「空腹」には「ハジ」と振っている。漢字は普通の〈恥〉でもよ

さそうに思われるが、｢空腹｣を用いている。ここでの「ハジ」と「空腹」の関

係は同時期の日本語詩「空腹――」とも大いに関わっているはずである。その

「ハジ」とはどういう「ハジ」なのか、何に対しての「ハジ」なのか。落書き

の「空腹
ハ ジ

」と照合しつつ、この詩を具体的に分析してみたい。 

 

３．「空腹――」の解釈 

 

「空腹――」が発表された 1931 年は、李箱がまだ自身の本名〈金 海卿〉で

作品を発表していた時期である。同年、カフェ「楽浪パラ」が開業された。そ

こに、李箱は本名〈金 海卿〉と〈李箱〉を用いた落書きをいくつか残している。
10その落書きが書かれた日付は分からないが、おそらく、本名〈金 海卿〉を用

いた落書きは日本語詩「空腹――」と同じ時期に書かれたと推測できる。何故

なら、その二つには「空腹」という共通の言葉が現れていて、意味の関連が見

られるからである。 

〈空腹〉の一般的意味だけでは詩の内容は解釈できない。詩の題目だけに注

目して、1928 年『詩と詩論』第一冊に発表された北川冬彦の「空腹について」

との影響関係を考えることもできるが、それだけでは詩の解釈にはあまりつな

がらない。 

「空腹」をそのふりがなから、つまり〈恥・羞・辱〉の〈ハジ〉として考え

ると「異常ナ可逆反應」に見て取れた現実認識と苦悩がこの詩でも展開されて

いることが理解できる。「異常ナ可逆反應」と他の６編の詩は相互的繋がりが強

く見られ、発想の展開がよく似ている。「空腹――」ではそれがどのように現れ

ているのか、「異常ナ可逆反應」とともに発表された他の詩との関連を考えなが

ら詳しく分析してみたい。 

「空腹――」は「×」で五つの部分に分けられている。「×」を基準にして、

便宜上、①から⑤の番号をつける。 

 

① 右手ニ菓子袋ガナイ ト云ツテ 



28 金三淑 

左手ニ握ラレテアル菓子袋ヲ探シニ今来タ道ヲ五里モ逆 

戻リシタ 

     × 

② コノ手ハ化石シタ 

コノ手ハ今ハモウ何物モ所有シタクモナイ所有セルモノ 

ノ所有セルコトヲ感ジルコトヲモシナイ 

 × 

③ 今落チツツアルモノガ雪ダトスレバ 今落チタ俺ノ涙ハ 

雪デアルベキダ 

 

俺ノ内面ト外面ト 

コノコトノ系統デアルアラユル中間ラハ恐ロシク寒イ 

 

左 右 

コノ両側ノ手ラガオ互ノ義理ヲ忘レテ 再ビト握手スル 

コトハナク 

困難ナ労働バカリガ横タワツテイルコノ片付ケテ行カネ 

バナラナイ道ニ於テ獨立ヲ固執スルノデハアルガ 

 

寒クアラウ 

寒クアラウ 

   × 

④ 誰ハ俺ヲ指シテ孤独デアルト云フカ 

コノ群雄割拠ヲ見ヨ 

コノ戦争ヲ見ヨ 

    × 

⑤ 俺ハ彼等ノ軋轢ノ發熱ノ眞中デ昏睡スル 

退屈ナ歳月ガ流レテ俺ハ目ヲ開イテ見レバ 

屍體モ蒸發シタ後ノ靜カナ月夜ヲ俺ハ想像スル 

 

無邪気ナ村落ノ飼犬ラヨ 吠エルナヨ 

俺ノ體温ハ適當デアルシ 

俺ノ希望ハ甘美クアル。 

              1931．6．5 

             「空  腹――」全文 11 
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まず、③の部分から考える。なぜなら、③はこの詩の中心部をなしており、

「異常ナ可逆反應」と一緒に発表された詩との関連が最も色濃く見られる部分、

また「俺」の現実認識が現れる部分でもあるからである。 

この詩の「俺」は「破片ノ景色――」で「仕方ナク泣イタ」人につながって

いる。「破片ノ景色――」と「空腹――」は同時に発表された６編の詩のうち２

番目と最後の６番目の詩で、日付は両方とも〈1931・6・5〉である。日付が夏

の６月になっているので、想像上の場面と思われるが、「破片ノ景色――」にも

「淋シイ雪ノ日」を思う詩行があり、「空腹――」では「涙」を「雪」と比喩し

ている点で、関連が見られる。それだけではなく、「俺ノ内面ト外面ト」「中間

ラ」という三つに分かれた自己像も、「破片ノ景色――」などの詩に現れる｢△」・

「俺」・｢▽｣から変容したものと考えられる。そしてさらに、二年後の 1933 年

に発表された代表詩の一つである朝鮮語詩「鏡」の「鏡の中の私」と「鏡の外

の私」へも変容していくのである。 

自己分裂のなかで、葛藤の渦中にいる「俺」は「恐ロシク寒」く感じている。

境界線に立っている人間の不安と葛藤が「雪」と「寒」さで表現される。また

ここには、「握手スルコトハナク」対立する「左 右」の間で「獨立ヲ固執」し、

境界線に立っている現実の人々に対する理解が示されており、「俺」のように寒

いだろうという感情の共有への促しが、「寒クアラウ／寒クアラウ」という表現

から読みとれる。 

ここで、始めの①の部分に戻り、「右手」と「左手」について考えてみよう。 

①において「右手」と「左手」の違いは「所有」の問題にある。「菓子袋」が

あるかないかが、「俺」が行動する動機になる。どちらかを選択しなければなら

ない。「菓子袋」を求めていた「俺」はやがて②に至ると「所有」の問題から離

れていく。つまり、「所有」を求めていた①の「俺」は世の中の価値である「所

有」から離れた②の「俺」となる。 

③はその「俺」の葛藤を人々の現実にまで拡大して、共感・共有している。 

④ではその「俺」と「俺」の視線から見える現実が描かれる。④では、「俺」

の中の分裂・葛藤の背景にあるのは個人的な問題ではないことが表現されてい

る。「コノ群雄割拠ヲ見ヨ／コノ戦争ヲ見ヨ」というのは何かの比喩ではなく、

文字通り、そのまま当時の混乱した社会状況における人々の対立・葛藤と解釈

することが妥当である。 

⑤ではその現実の中で無気力を感じて、「彼等ノ軋轢ノ發熱ノ眞中デ昏睡」す

る「俺」が現れる。その後一行開けて、周りがざわざわしていても自分は平気

であると「俺」は嘯く。しかし、最後の部分では、平気であると見せかけてい
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るが、実は〈冷静さの偽装〉であるように見える。感情の高揚、「獨立」、「戦争」

などの危険な言葉を連発した後の自己逃避、自己防衛である。 

 

① 目的ノナカツタ丈 冷静デアツタ  

「異常ナ可逆反応」より 12 

② 俺ノ呼吸ハ平常デアル   

「▽ノ遊戯――」より 

③ 何時迄モ俺ハ屍體デアラントシテ屍體ナラヌコトデアロウカ  

「BOITEUX.BOITEUSE」より 

④ 俺ノ體温ハ適當デアルシ 

俺ノ希望ハ甘美クアル。   

「空腹――」より 

 

上記の詩行を含む詩は全て「1931・6・5」という同じ日付が付されており、

1931 年７月号にまとめて発表された詩である。この詩行から見てとれる共通点

の一つは〈冷静さの偽装〉であり、平常心を保っているように見せかけている

が、それは葛藤、動揺、緊張などの感情を隠そうとするためである。これらの

詩行は、その前に必ず感情の高揚や本音が現れる詩行が置かれており、その後

で自分を落ち着かせようとするところに現れるという特徴を持っている。 

さらに、この〈冷静さの偽装〉には隠蔽の目的だけではなく、〈見せかけ〉を

〈見せる〉ことによって〈暗号化〉する意図が重層的に込められている。つま

り、究極的には隠蔽ではなく露呈が意図されているわけである。 

「空腹――」は他の５編の詩と比べて言葉が一般的で単純な意味で使われて

おり、この詩に現れる「獨立」、「群雄割拠」、「戦争」、「軋轢」などの言葉はそ

のままの意味で解釈できる。それにもかかわらず、他の詩では｢眞々5″｣、｢ ｣、

｢△」・｢▽｣などの記号が用いられ、難解な部分が多いと考えられているために、

この詩も解釈が困難で難解とされてきたのである。「空腹――」での暗号化は詩

の内容にではなく、題目の「空腹」に隠されている。詩の内容が〈ハジ〉であ

り、「俺」の姿を〈ハジ〉だと感じている、と解釈できる。鋭い現実認識、葛藤、

自己憐憫がここにそのまま現れている。 

つまり、〈隠蔽〉と〈露呈〉という相反する技法のトリック、この二つの見せ

かけの方法こそ、李箱の詩的意図ではないだろうか。〈冷静さの偽装〉とは逆に

今度は「獨立」、「群雄割拠」、「戦争」、「軋轢」などの言葉を、まるで〈見せか

け〉のように〈見せる〉ことによって〈暗号化〉し、題目に解読する鍵を隠し

ておくという、隠蔽しつつ暴露・露呈する技法なのではないか。 
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落書きと日本語詩「空腹――」を関連づけて考えると、植民地の「ヴァガボ

ンド達」のことを「疑ふもの」に対して、「疑ふもの」こそ本当の「ハジ」を知

れと言っているように思われる。落書きの「都
マチ

」をみると、漢字の「都」とふ

りがなの「マチ」が造りあげた歪んだ空間が思い浮かぶ。植民地の「ヴァガボ

ンド達」の現実である植民地の「都」は、彼らにとっては真の「都」であり、

李箱の生きていた植民地の歪んだ現実を体現するまさしく唯一の「都」である、

という主張である。つまり、軽薄なモダンボーイと見られていた植民地の「ヴ

ァガボンド達」からの、世間の眼差しに対する反駁である。李箱の暗号化され

た言語は、植民地の政治・経済構造を見透しながら、そこに成立した歪んだ近

代文化を読みとるこの詩人の、世間に対する鋭い批判であったといえるだろう。 

さらに、李箱が「マチ」と「ハジ」のふりがなとして、私的・小説的感覚の

ひらがな表記ではなく、制度的・官庁語的なカタカナ表記を用いたこと、「空腹」

を「ハジ」と連結させていることは、彼の創作における問題意識が私的次元に

とどまらず、始めから公共化・社会化していたことを表しているのではないか。 

 

４．むすび 

 

落書きの「空腹
ハ ジ

」という言葉に注目して、〈ハジ〉というふりがな表記を暗号

化された記号として捉え、日本語詩「空腹――」の分析を行った。その際、一

緒に発表された「異常ナ可逆反應」と他の５編の詩との繋がりを重視し、李箱

の現実認識と葛藤が如実に現れた詩として解釈した。 

さらに、李箱の日本語詩の表記法について、これまで見落とされてきた 1930

年代当時の漢字カタカナ交じり文と漢字ひらがな交じり文の使い分けに即して

考察することができた。ただし、本稿で解明できた李箱の日本語の表記法の問

題はまだ氷山の一角に過ぎない。今後、当時の日本語の表記法と李箱文学にお

ける日本語の表記法をより詳細に検討する必要がある。それと同時に、李箱の

文学における朝鮮語の表記法の問題、特に、分かち書きの問題を考察して、日

本語と朝鮮語を照らし合わせて考えなければならない。 

李箱にとって朝鮮語とは、そして日本語とは何だったのだろうか。専門分野

である建築・美術・文学に関しては学校で国語としての日本語を通して学んだ

ため、日本語は論理的で理性的な言葉として認識されていたのではないか。こ

のことは、残された遺稿のノートがほとんど日本語の漢字カタカナ交じり文に

なっていることからも窺われる。他方、母国語の朝鮮語は学校でも一つの科目

として学びはするが、日常的で、とりわけ感情を表わす言葉と意識されていた

のではないか。李箱の初期の文学には理性的で科学的な詩語が多く現れるが、
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学んでいた専門用語を超えて詩そのものの世界が広がっていくと、徐々に朝鮮

語の美しさに目覚めることになったのではないか。とはいえ、李箱にとって、

日本語と朝鮮語は分離されていたのではなく、日本語で学び、朝鮮語に訳する

過程を通して、また、日本語と朝鮮語を創作の中で実験的に用いる過程を通し

て、やがて、自身の朝鮮語を探し出すことができたと言えるのではないか。李

箱の詩の魅力はこの過程における発見から生み出されたものだと考える。 

当時はあまり信じてもらえなかったようだが、李箱の妻のキムヒャンアンが

語った話は安易に聞き流しえない重要なものを含んでいる。彼女は、イムゾン

グクの「日本語で書いた抵抗詩もあるか」という問いに対して、「李箱は「母国

語をほったらかしておいて多くの詩を日本語で書いた」のではなく、母国語を

使うために多くの詩を日本語で学んでいたと私は考えている」と述べていた。
13 

李箱の研究の先駆者であるイムゾングクは李箱の日本に対する抵抗感を否定

して、日本語での創作を批評している。それに対して、キムヒャンアンは李箱

の文学の中には日本に対する抵抗があると述べ、当時の朝鮮の人々の普遍的経

験の中で李箱文学を理解しようとする。つまり、植民地の状況の下、日本語で

正規教育を受けていたという現実的問題についての言及である。キムヒャンア

ンの話を無視するのではなく、もう少し重く受け止めて考える必要があるので

はないか。 

筆者は、李箱が建築も美術も文学も日本語を通して学ぶことにより、その言

葉を主な道具として創作を始めたが、創作を続けるうちに、日本語はそのまま

発展させつつも、さらに、母国語の本当の美しさを新しく発見していったと考

える。1936 年、雑誌アンケートに答える形で書いた「美しい朝鮮語」において、

李箱が美しいと述べていたジョンジヨン（정지용）の詩句「ゴンジョンコン プ

ロンコンウル ジュマ（검정콩 푸렁콩을 주마）」（「黒い豆 青い豆を あげよ

う」、日本語は引用者訳）」という朝鮮語の響きは現代の筆者でも感動するよう

な詩句である。 

新しく発見していった朝鮮語と学んできた日本語、この二つの言語は李箱の

中で分離されているのではなく、互いに影響力を持ちつつ並存して相乗効果を

及ぼしていると考える。李箱が母国語の本当の美しさを新しく発見していった

と考えるのはまだ推測にすぎないが、今後の課題として考察を続けたい。さら

に、日本語と朝鮮語、この二つの言語がぶつかり合う境界線で、新しい文学が

生まれた可能性も否定できない。まだ考察を進めなければいけない問題ではあ

るが、李箱の朝鮮語の作品に現れる分かち書きの有無のこともその一つの可能

性なのである。そのため、次回は朝鮮語の分かち書きの問題について論じるつ
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もりである。 

現在は朝鮮語で書かれた作品が高く評価されていて、集中的に研究されてい

るが、日本語詩を軽んじていると李箱文学の全貌を把握するのはますます難し

くなるだろう。李箱は日本語を創作の媒体とすることで、日本語そのものの独

自の可能性をも探索していたと考えられるからである。 

李箱にとって日本語は植民地近代語として認識されたはずである。そういう

状況の中で、植民地の偽物の近代ではなく普遍的近代を求める手段として李箱

が取った文学的装置が「暗号化」の方法だったのではないか。歪んだ近代の姿

を隠しつつ暴露する独特な方法で建てられた建築物、境界線に立った人間の葛

藤と不安と理想が込められ暗号化された建築物、それが李箱文学の実像ではな

いか。それは、東アジアの近代の植民地的実存の問題が鋭く捉えられていたか

らこそ産まれることができた文学なのではないだろうか。 
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（ユギルジュン（유길준）『노동야학독본』제 7 과、 
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（イインジク（이인직）『혈의누』권영민 교열・해제、 
서울대 출판부、p.171、p. 189 면 より） 

①②の例は、 
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ハングルの分かち書きなどに関する朝鮮語の表記法、ルビなどに関する日

本語の表記法、そして二重言語に関する研究は筆者としても未開拓である

が、これからの課題として考察を続けたいと考えている。 

8 「表現としての振仮名」は今野真二の用いている言葉である。 

今野真二、『振仮名
ふ り が な

の歴史
れきし

』、集英社新書、2009、34 頁参照。 

わざわざ「トキ」を「瞬間」と書くということの背後には、「瞬間」

と書かれる漢語「シュンカン」と日本語「トキ」とを重ねあわせ、

漢字をめぐって、複線的な表現をつくりあげようという意思が働い

ていると思われる。本書ではこれを「表現としての振仮名」と名付

けることにする。「時間
と き

」も「永遠
と わ

」も「運命
さだめ

」もみな、「表現とし

ての振仮名」にあたる。 

9 「楽朗パラ」は 1931 年京城の長谷川町で開業された。主人は東京美術学校

出身の画家李順石であった。二階建ての建物で、１階は喫茶店、２階はア

トリエとして使われた。画家、音楽家、文人たちが多く集まる場所であっ

た。（文化コンテンツドットコム、〈楽朗パラ〉参照。2014 年 10 月 22 日検

索） 

10 カフェ「楽浪パラ」に李箱は本名の〈金 海卿〉と〈李箱〉の名前で書いた

落書きをいくつか残しているが、正確な数と落書きを残していた場所が壁

なのかテーブルなのかなど詳しいことはまだ調査していない。これからの

課題の一つとして考えている。（①キムジュヒョン注解『増補定本李箱文学

全集』2009．②寧仁文学館『2010 李箱의房 ― 육필원고・사진展』2010．

参照） 

「楽浪パラ」は東京上野美術学校を卒業したイスンソク（이순석）により

開業されて以来〈九人會〉など文化芸術家たちのアジトになっていた。 

（チャンユジョン（장유정）『다방과카페, 모던보이의 아지트』、 

살림지식총서 342、살림출판사、2008．pp 28－29．参照） 

李箱は 1933 年 8 月に結成された〈九人會〉の一人であった。落書きを本名

で行ったことには深い意味が隠されていると思われるが、この問題と〈九

人會〉については、時間をかけて考察を続けて行きたい。 

11 原本は縦書き。 

李箱、「空腹――」『朝鮮と建築』（第十集第七号：19）朝鮮建築学会、1931. 

12 「異常ナ可逆反應」を解釈した論文で、筆者は「その門の目的は有名無実

で、ただの冷たい花崗岩に過ぎないことを表している」と述べたことがあ

る。その論文の注２で「2010 年、朝鮮学会に論文を投稿した時、この部分

に関してコメントをいただいた。それを受けて、「目的」の主体が「白大理
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石の建築物」なのか、「便秘症患者」なのかに関して現在検討中である」と

書いた。「目的」の主体が「便秘症患者」であるとした場合、そこに何らか

の隠蔽の意図があったか否かがはっきりしていなかったためである。本稿

でこの問題を再考するに当たっては、以前の解釈に以下の文を加筆してお

きたい。 

「その前の段落には西大門刑務所と独立門のことが現れていると筆者は解

釈した。その後の「目的ノナカツタ丈 冷静デアツタ」の詩行における「目

的」の主体は「建築物」と「便秘症患者」の両方である。建物の質感の冷

たさと〈冷静さの偽装〉がここで同時に表現されている」 

13 キムヒャンアン（김향안）、『월하（月下）의 마음』、환기미술관 、 

2005、ｐ.392、引用者訳。 

 キムヒャンアン（김향안、1916－2004）の本名はビョンドンリム（변동림）。

随筆家、美術評論家。  
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