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凡例 

 

・本論文における引用は、旧字は適宜新字に改め、仮名遣いは本文のままと

した。／は改行を示す。ルビは適宜省略した。 

・韓国人の人名に関しては、一次資料の著者、及び関係者は漢字表記をし、

ルビを付けた。二次資料の著者に関しては、片仮名で表記した。また、出版

社名は、漢字語のものは漢字で表記し、ハングルのものは片仮名で表記した。

 ただ、日本で発表された日本語資料の著者においては、漢字で表記してルビ

を付けた。 

・韓国語文献は、別記がないものは全て論者による拙訳である。 

・本論文で使用した資料のうち、『モダン』『モダン日本』(2巻10号、8巻2号)

「モダン日本クラブ」『モダンライフ』『（ザ）モダン・ダンス』は「佐々木靖

章氏寄贈・群馬県立土屋文明記念文学館蔵」によるものであることを記して

おく。  
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1、1930年代という時代 

 1930年代は日本にとって大きな転換期であったといえる。1930年代は、192

3年にあった関東大震災からの復興を試みた時代であり、1929年に始まった世

界大恐慌の影響が日本に襲いかかる中でも、都会を中心として消費社会が拡

大されていき、近代都市文化が花咲いて「昭和モダニズム」として現れてき

た時期である。一方、1931年の満州事変から始まった戦争は益々拡大してい

き、1933年の国際連盟脱退、1937年の支那事変、そして1938年の「国家総動

員法」公布に至るまで、1930年代は帝国日本の終焉を招いたアジア・太平洋

戦争に向かっていく時期でもあった。このようにモダン文化を象徴する自由

さと国民国家によるファシズムが交差する1930年代を捉える際、一般的に193

0年代前半をモダン文化の全盛期として説明することができるとすれば、1930

年代後半は1940年代の戦時下体制に取りかかろうとした時期であったといえ

よう。ここに見られるように、1930年代前半と1930年代後半の間にはモダニ

ズムと戦争という認識の隔たりが存在し、この隔たりは現在の言説において

も引き継がれていると考えられる。 

 成田龍一は1930年代を「「歴史」と「戦争」を軸に世界と社会、およびその

枠組みを問い直そうとした時期」であったと述べながら、明治維新以来、「目

標とされてきた「近代」が一応は達成されたという意識」と「「近代」がもた

らした「近代」ゆえの問題点を指摘する姿勢」が同時に現れ、「近代の達成感

とそれゆえの問題点の認識」から「明治維新の再検討へおもむく」傾向を見

せていたと指摘している。 1また、成田の指摘のように、1930年代、とりわけ1

930年代後半に行われた近代についての再検討の流れの中に見られる、「文明

開化の終焉を宣言して」「日本主義」を提唱した日本浪曼派の動きも、同じ文

脈において解釈することができる。 2そのような1930年代後半の動きに対し、

モダンとモダニズムは1920年代から1930年代前半に時代を限定され、1930年

代後半とは断絶されたまま語られてきたのである。 3 

以上を踏まえて、本論文は1930年代という時代を如何に捉えるかという問

題意識に対する一つの方法として、モダニズムという観点からのアプローチ

を試みたい。従来のモダン文化・モダニズム文学研究は、1920年代から30年

代初めにわたるモダニズム形成期および 1930年代前半のモダニズムに重点が

置かれてきたといえるが、 4本論文では1930年代前半のモダニズムの最盛期か

ら、1930年代後半に始まるモダニズムの退潮までを視野に入れて考察するこ

とで、1930年代を前半と後半で断絶せず、統合的に捉えることを試みる。 

次いで、モダニズムという言葉の概念について見てみたい。本格的な考察

に入る前に、まずモダンとモダニズムの関係について述べておく。「モダニズ

ムの問題は歴史上の概念としての「モダン」の概念と密接に関係しているた

め、文学と芸術のモダニズムという概念と社会文化的意味での「モダン」の

概念とがしばしば混同して考えられ、そこからさまざまな錯誤が生じてくる
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のである」という濱田明の指摘 5を参照して、本論文においては、モダンは社

会・文化に現れる近代という時代の有様として、モダニズムは芸術・文学・

メディアにおけるモダンの表現様式として捉えた上で、論を進めていきたい。 

 

 

2、日本におけるモダニズム 

モダニズムは、19世紀末に芽生え20世紀に入って全世界において同時多発

的に起こった芸術運動の傾向として一般に定義されている。スペインの「モ

デルニシモ」やヨーロッパの「ダダイズム」、イタリアの「未来派」、フラン

スの「シュールレアリスム」など、国や芸術の分野によって、発生の時期や

様子、規模などが異なり、それらを一括してまとめることは難しい。それら

は伝統を拒否して新しい芸術、文学を唱えたが、各々その内容と方法は異な

っており、「モダニストの数だけ多くのモダニズムは存在する(il y a autant

 de modernismes que de modernistes)」というロアジ(Loisy) の言葉のよう

に、モダニズムはその言葉を使う人たちにとって各自の「個性的な独創性」

を意味する。 6 

日本におけるモダニズムは、最初は 1920年代にヨーロッパのモダニズムの

影響を受けた様子を強く見せながら展開されるが、 1930年代に入ると、新し

いものという側面が強調されたモダン文化が消費文化と相俟って大衆に広ま

り、モダニズムも前衛的な芸術運動の枠組みを離れて、より大衆文化的な地

平において現れるようになる。「十九世紀のデカダンから抜け出て、都市の大

衆文化に根ざした軽く明るい傾向」 7を目指した20世紀のモダニズムの特性は、

日本においても同様に現れ、主に帝都東京の都市文化を中心に繰り広げられ

ることになる。 

「大正十四年、『キング』の創刊とラジオ放送の開始、翌年からの円本ブー

ムは、大量宣伝と大量販売の時代、マス・メディアの時代の到来を文化的に

象徴する。都市の大衆文化の開花の時代、そして女性の社会進出の時代、そ

れが「昭和」のモダン・エイジである」 8という鈴木貞美の指摘は、昭和のモ

ダニズムが、大正時代の思想的で芸術中心であった動きから、メディアの拡

大と消費、都市文化と女性の問題などが複雑に絡み合って現れた総合的な文

化様式として変化したことを示している。「モダンライフ座談会」（『モダン日

本』1930年11月）において菊池寛が「僕らの若い時のモダンと云ふのは思想

的だつたでせう。ところが今は生活様式に就いてモダンと云ふんですから、

デカダンと云ふやうな意味はなくなつてゐると思ふ」と述べていることから

も、1920年代におけるモダニズムとは異なるものとして1930年代のモダニズ

ムが認識されていたことが窺える。このように、大正時代のモダニズムとは

区別される1930年代に現れた都市を中心とした大衆文化のことを、われわれ

は「昭和モダニズム」あるいは「エロ・グロ・ナンセンス」の時代という言
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葉で表現している。 

この「昭和モダニズム」や「エロ・グロ・ナンセンス」という言葉は、い

わゆる「近代の超克」論争において論点になっている「近代」や「近代主義」

とは異なっているといえる。子安宣邦は『「近代の超克」とは何か』（青土社、

2008年）において「昭和近代」という枠組みを提示しながら、次のように語

っている。 

 

私も一九四一年の開戦にいたる昭和戦前期は日本社会における都市生活

から文化・言論・学問的世界にいたる近代化の一つの達成期を見ている。

反―近代主義もまたここに実現されている「近代」が生み出すのである。

そしてこの「近代」を反―近代主義者は、この時期にあらためて、ヨーロ

ッパを出自とし外来の「近代」、すなわち「ヨーロッパ的近代」と規定す

るのである。「昭和近代」とは、己の近代性をこのようにくりかえし自問

し続けた時代である。 

 

子安は「近代」をヨーロッパから移植されたものの受容として捉えた上で、

「昭和近代」はその中で繰り返して自己認識を試みる過程であったことを指

摘し、また同時に、「近代」の源流としてヨーロッパを認識したことから発生

する「近代」と「反―近代主義」の対立構図をも指摘している。 

 

そもそも、「モダン」というものに対して、思想的には、おおきく分け

て二つの立場があるように思われる。一つは「モダン」あるいは社会の

「近代化」を是認または賛美し、その近代化現象を積極的に文学芸術表現

や内容にとりいれようとする立場であり、もう一つは近代化を懐疑の目で

みる立場である。 9 

 

子安の「昭和近代」は、上に引用した濱田の見解を借りていえば、「近代化

を懐疑の目でみる立場」を重んじていると捉えられ、言い換えれば、「近代化

現象を積極的に文学芸術表現や内容にとりいれようとする立場」が欠如され

たまま1930年代について述べているともいえよう。「昭和近代」において、そ

して「近代の超克」の座談会（『文学界』1942年9月・10月）においても、近

代というものをヨーロッパ発信の、あるいはアメリカニズムに傾倒している

ものとして規定した上で、そのような傾向から逃れて対極にある「日本本来

の姿」を導き出すことで近代を批判しようとしているといえるが、 10その観点

はモダニズムの同時多発的に現れた「個性的な独創性」という側面を考慮し

ていないものであると考えられる。 

モダニズムというものが保持している内発的な性質を考慮した上で日本の1

930年代におけるモダニズムを考えると、1920年代の思想的なモダニズムがヨ
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ーロッパのそれに起因しているものであるといえる一方、1930年代のモダニ

ズムはヨーロッパの影響を基に、アメリカニズムと大東京、そして成長した

大衆文化が融合して現れた、日本のモダンにおける「個性的な独創性」の現

れとして捉えることができる。すなわち、1930年代の日本には、ヨーロッパ

のモダニズム意識を受け継いだ思想的なモダニズムと、都市文化の開花と共

に訪れた表層的で大衆的な文化、すなわち1930年代に流行した風潮としての

モダンの反映である「昭和モダニズム」という、二つの位相のモダニズムが

共存していたのである。 

そのような1930年代のモダニズムにおける意味の二面性は、文学において

も見られるが、仁平政人は「前衛的な芸術動向」を指すモダニズムと当時流

行していた風俗的な風物を描いた新興芸術派の文学について、「両者は基本的

に異なる文脈において成立した概念であり、単純に重ね合わせることには問

題がある」 11と指摘した上で、川端康成が新興芸術派文学をモダニズム文学と

呼ぶことを否定していたことを述べている。新しい技法を用いて実験的な作

品を書いたとされる横光利一や川端康成の文学と、龍胆寺雄に代表される新

興芸術派の文学の間には認識の隔たりが存在し、前者すなわちヨーロッパ由

来の技法としてのモダニズムを真なる意味でのモダニズムであると判断して

いるのである。 

つまり、モダニズムの有様は、時代によって発信地によって、また方法論

によって対立しており、分化されているものとして認識されてきたといえる。  

 

ここで確認すべきなのは二つのモダン、あるいはモダニズムが歴史的な

近代/文学的近代、前近代/近代、西欧モダニズム/日本モダニズム、近代

性の称揚/近代性の批判などといった二項に「非連続」に分断して抽出さ

れてきたこと、またその二つを影響・受容・相関・交通という指標で安易

に「連続」されてきたことを根本的に疑って、これらに代わってモダニズ

ムを語り得る「他の選択」は有り得るのかという思考的立場の可能性であ

る。 12 

 

上に引用した、モダニズムの二分化についての中川成美の指摘は、モダニ

ズム研究における現状の問題点を示唆していると考えられる。1930年代にお

けるモダニズムの二分化された構図を回避して、文学・文化領域における総

合的なモダニズムの像を浮かび上がらせるためには、時代と社会の諸様相を

考慮した上での考察をしなければいけない。本論文では、以上のような問題

意識を踏まえて、モダニズムを芸術の技法として捉えるのではなく、主に193

0年代前半に現れたモダンが文学及び文化に投影される過程における表現様式

と規定した上で、次の三つの観点から1930年代におけるモダニズムの考察を

試みたい。 
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3、1930年代のモダニズムを捉える3つの領域―空間・メディア・植民地  

従来のモダンに関する研究の大半は文化論的・都市論的研究に留まってお

り、日本文学におけるモダニズムは生活様式の記号として捉えられてきたと

いえるが、本論文では1930年代におけるモダニズムの諸様相を見出すために、

空間・メディア・植民地という側面から、帝国日本のモダン及びモダニズム

を考察した。 

まず、空間を一つの軸としたのは、 1930年代のモダン文化の一つの様相と

して近代都市文化を挙げることができるということ以外にも、近代に入り、

様々な作家や思想家たちが自分を取り囲んでいる空間に注目し、時代の中で

変化していく空間の形や意味について考察を行ったことが、その理由として

挙げられる。ジョイスの『ユリシーズ』やベンヤミンの『パサージュ論』の

ような試みがヨーロッパを中心として繰り広げられるなか、日本においても

空間に関心を示す人々が増えていった。今和次郎が「考現学」という名のも

とで「銀座街風俗」を発表した1925年以来、近代都市空間、とりわけ関東大

震災後の東京は「モダニズム」の象徴として文学やジャーナリズムによって

消費されるようになるということを踏まえて、本論文では1930年代のモダニ

ズム文学における近代都市の空間表象及び作家の都市経験に注目して考察を

行った。  

次いで、メディアに関しては、 1930年代は雑誌の創刊が盛んになった時期

であり、創刊ラッシュと既存の婦人雑誌や『キング』などの大衆雑誌の人気

が相俟って雑誌ブームを起こすことになるが、その中で、タイトルに「モダ

ン」を掲げてモダン文化を取り上げる雑誌群が登場する。本論文では、その

雑誌群をメディアにおけるモダンの一つの集団的動きとして捉え、「モダン」

系雑誌と命名した上で、「モダン」系雑誌、とりわけ『モダン日本』を研究対

象にして、これまで注目されなかった1930年代の雑誌メディアにおけるモダ

ン文化を明らかにすることを試みた。 

最後に植民地という観点については、 1930年代におけるモダニズムを考察

するに当たり、その対象を日本本土に限らず、日本文化の影響圏全体を想定

するという意味で、植民地を含む帝国日本を研究対象とし、その中でも植民

地朝鮮におけるモダニズムについて考察を行った。とりわけ、1930年代にお

ける朝鮮文学者の東京経験と朝鮮モダニズム文学における都市空間表象に注

目したが、そうすることによって、帝国と植民地の関係を従来のように文化

の受容と変容という側面で捉えるのではなく、帝国のモダンの体験者として

の植民地青年を想定して、その体験の前後の変化を追うことで、モダンが帝

国という枠組みの中で如何に現れてくるのかを立体的に捉えようとした。 
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4、本論文の意義 

本論文で主な研究対象にしているのは、 1930年代の日朝モダニズム文学及

び「モダン」系雑誌、そして馬海松である。日本モダニズム文学に関する従

来の研究は、上述したように「前衛的な芸術動向」の面が重視されてきたと

いえる。最近の研究としては、「狂気」と「無意識」の表象に注目して戦間期

文学の特質を究明しようとした小林洋介の『＜狂気＞と＜無意識＞のモダニズム

――戦間期文学の一断面』（笠間書院、2013年）や、川端康成文学全体におけ

る一貫した特性としてモダニズムを指摘して、川端康成文学に創作技法とし

てのモダニズムが如何に現れているのかを明らかにした仁平政人の『川端康

成の方法―一二〇世紀モダニズムと「日本」言説の構成――』（東北大学出版

会、2011年）などを挙げることができる。このような技法としてのモダニズ

ムを重視する傾向は『近代生活』の同人を中心にした新興芸術派作家たちに

関する研究にも見られており、それらの研究には二分化されたモダニズムの

もう一方、1930年代を代表するモダン文化としてという面が考慮されていな

いと考えられる。また、新興芸術派の研究は個別の作家研究が中心となって

いるため、新興芸術派文学の全体像が捉えられていないといえるが、本論文

では東京という近代都市空間を中心に新興芸術派の文学と堀辰雄文学を分析

することで、都市文化に代表される「昭和モダニズム」を通じてモダニズム

文学の全体像を明らかにすることを試みた。 

その次に本論文の意義として挙げられるのは「モダン」系雑誌という枠組

みを提示することで、1930年代の大衆娯楽雑誌をモダニズムの一つの類型と

して捉え、その実態を追究したということである。近代の雑誌について従来

の研究は婦人雑誌や『キング』などに集中している傾向を見せているが、メ

ディアとりわけ1930年代の雑誌ブームの中で、雑誌メディアがモダン文化及

びモダニズムに及ぼした影響は多大なるものであると考えられる。以上を踏

まえて、本論文はその存在は知られていたが、これまで研究対象としては注

目されてこなかったといえる1930年代の大衆娯楽雑誌に焦点を当て、メディ

アが主導したモダニズムの一断面を明らかにした。 

その「モダン」系雑誌の中に、唯一研究が見られるのが『モダン日本』で

あるが、それは人気を博していた大衆雑誌の編集長が朝鮮人であったという

特異性に由来している。『モダン日本』に関する先駆的な研究としては、川村

湊の「馬海松と『モダン日本』」（『文学史を読みかえる(2)「大衆」の登場』

インパクト出版会、1998年）や盛合尊至の「馬海松と『モダン日本』——戦前

日本における朝鮮文化の紹介——」（『国際文化研究』、1998年12月）を挙げるこ

とができるが、いずれも馬海松と『モダン日本』の関係に注目している。本

論文では、「モダン」系雑誌の中で影響力があったと見られる『モダン日本』

を馬海松と離れた地平で考察することで、『モダン日本』そのものが保持して

いた雑誌メディアとしての特性を究明しようとした。 
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馬海松における研究は、日本では主に『モダン日本』や菊池寛との関係に

おいて論じられてき、韓国では童話作家としての面が強調されて研究がなさ

れてきたといえる。この日韓の断絶は両国において情報の錯誤を生じさせて

いたが、その問題に注目して馬海松の日本滞在期の行跡を明らかにしようと

したのがグァック・ヒョンドック（「馬海松の滞日時代――文藝春秋、モダン

日本での行跡を中心に――」『現代文学の研究』2007年11月）である。  グァ

ックの研究で馬海松の滞日時代における事実関係が明らかになったが、しか

しそれが馬海松の評価には繋がっていないと考えられる。本論文では『モダ

ン日本』の実態を明らかにした上で、馬海松における日本滞在期と帰国前後

の変化を考察することで、馬海松の全体像を捉えなおして再評価することを

試みた。 

最後に、本論文は個人としての植民地青年に焦点を当てているが、植民地

青年という概念は、帝国日本の文化を享受して、またそれを植民地において

再生産する過程における主体という意味で用いている、また、個人という枠

組みは宗主国と植民地の間に存在する、国家と民族をめぐる共同体の圧力―

―集団的イデオロギー――を回避して、個人の経験が文化形成に及ぼす影響

に集中するために想定されたものである。このような観点は、帝国との影響

関係を中心に論じられてきた従来の朝鮮モダニズム文学研究に新たな視座を

提供することができると考えられる。 

なお、本論文は、これまで資料として紹介されたことはあるが、本格的に

は研究されてこなかった『モダン日本』をはじめとする 1930年代の「モダン」

系雑誌と春陽堂の『モダンTOKIO円舞曲』を研究対象としたことによって新た

な研究資料の発掘が期待される。 

 

 

5、本論文の構成 

 以上のような目論見を想定する本論文は三部で構成されている。まず第1部

の「モダニズム小説における都市空間表象」では、都市空間に注目している

アンソロジーとしては1930年代における最初の試みといえる『モダンTOKIO円

舞曲』と堀辰雄を取り上げて、1930年代の日本モダニズム小説における都市

空間表象について考察した。1930年5月に春陽堂から刊行された『世界大都会

尖端ジャズ文学』（全15巻）の第1巻である『モダンTOKIO円舞曲』には、川端

康成の「浅草紅団」や堀辰雄の「水族館」など、1930年代の東京を取り上げ

ている代表的なモダニズム小説 12編が収録されているが、それらの作品は

各々の作品論という形で研究されてきてはいるが、一つのアンソロジーとし
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て『モダンTOKIO円舞曲』に注目している研究は乏しいといえる。このことを

踏まえて、第1章「『モダンTOKIO円舞曲』に見られる1930年、東京――浅草・

銀座・丸の内の表象を中心に――」では、『モダンTOKIO円舞曲』の諸作品に

現れている東京の表象を分析し、当時のモダニズム文学者たちが共有してい

た近代都市東京についての認識を考察した上で『モダンTOKIO円舞曲』におけ

るアンソロジーとしての意義の究明を試みた。第2章「堀辰雄文学の空間表象

――初期作品から「軽井沢文学」への移行をめぐって――」は、堀辰雄文学

において、初期短編小説群は近代都市東京を、「美しい村」から始まって『風

立ちぬ』などに至る代表作は軽井沢をその背景としており、両作品群は断絶

したものとして語られてきたという点に着目した論考である。ここでは堀辰

雄文学に現れている東京と軽井沢の表象の包括的な分析を行い、その特徴を

明らかにした上で、作家自身がデビュー作として認めている「聖家族」の空

間設定を分析した。そこで、作品に現れている東京から軽井沢へ移行してい

く空間の問題を考察することによって、堀辰雄文学がモダン文化を取り上げ

る文学から叙情的・絵画的といわれる＜軽井沢文学＞に変貌する過程に見ら

れる作家の近代批判の意識を明らかにした。 

 次いで、第2部「雑誌メディアとモダン文化」においては、『モダン日本』

を中心に「モダン」系雑誌に現れたモダンを追究した。第3章「雑誌『モダン

日本』が構築した「モダン」――雑誌のブランド化と読者戦略――」では、1

930年代に刊行され、モダン文化を取り上げた「モダン」系雑誌の中で最も影

響力があったと思われる『モダン日本』と他の「モダン」系雑誌を比較分析

した上で、『モダン日本』の特徴として「雑誌のブランド化」と「読者戦略」

を挙げて、『モダン日本』が構築したモダンの特質について究明しようとした。

また、モダン文化において欠かせないものの一つとして女性の存在を挙げる

ことができるが、第4章「「エロ・グロ・ナンセンス」の時代を生きる女性文

学者たち――「モダン」系雑誌に見られる女性文学者像とその実体――」で

は、そのようなことを踏まえて「モダン」系雑誌の中に見られる女性文学者

に注目した。「エロ・グロ・ナンセンス」を掲げた文学及びメディアの中の女

性は主体ではなく、欲望の対象として描き出されている場合が多いといえる

が、客体でありながら表現の主体でもあった女性文学者たちは「エロ・グ

ロ・ナンセンス」の時代を如何に生きていたのだろうか。ここでは「モダン」

系雑誌における女性作家の文章を分析することで、モダン文化の時代におけ

る女性文学者に与えられた役割と彼女たちの自己認識について明らかにした。

第2部の最後である第5章「1930年代後半における雑誌『モダン日本』の編集

体制――前線と銃後、植民地朝鮮をめぐって――」では、『モダン日本』が戦

時下体制に入るにつれて見せる変化を考察することから、モダンがファシズ

ムに変わる経緯の一断面を探ろうとした。「昭和モダニズム」を標榜する雑誌

として出発した『モダン日本』が、「支那事変」勃発直後から戦時下体制に入
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って1943年に『新太陽』に改題するまでの時期にプロパガンダとしての役割

を果たしたことに注目して、先行研究であまり注目されてこなかった『モダ

ン日本』のプロパガンダ化に焦点を当て、戦時下における『モダン日本』の

編集体制の特徴について考察を行った。 

最後の第3部は「植民地朝鮮青年とモダニズム」と題しているが、植民地青

年の東京経験とモダニズムの関係が中心になっている。第 6章「「欲望」と

「生活」の狭間を歩く――朴泰遠「小説家仇甫氏の一日」と堀辰雄「不器用

な天使」における近代都市空間――」では、1930年代における帝都東京と植

民地の首都、京城の関係に注目して、考現学
モデルノロジー

的な観点から書かれたといわれ

る堀辰雄の「不器用な天使」と朴
パク

泰
テ

遠
ウォン

の「小説家仇甫氏の一日」に現れてい

る都市空間表象を両作品における遊歩者の有様に注目して比較分析した。さ

らに、「小説家仇甫氏の一日」における東京経験の現れ方を分析することで、

植民地青年における帝都東京の意味を探ろうとした。第6章において考察対象

とした朴泰遠の他にも、植民地青年の東京経験は文学作品にもよく描かれて

いるが、1930年代の朝鮮文学者における日本及び東京経験は、主に留学経験

を中心に言及されてきたといえる。しかし、留学は学校制度に基づいた経験

であり、日本滞在期には留学生組織を中心として活動するなど、近代的な制

度や共同体としての経験が個人の経験に及ぼした影響は大きいと考えられる。

以上のことから、第7章「1930年代における朝鮮文学者の一個人としての東京

経験――林和と李箱を中心に――」では、朝鮮文学者における一個人として

の東京経験に注目し、個人的な目的で渡日し東京を経験した二人の文学者、

林
イム

和
ファ

と李
イ

箱
サン

を研究対象として、彼らの作品に現れている東京を分析すること

で、1930年代の植民地青年における帝都東京の意味について考察を行った。

最後に第8章「馬海松における国家観形成――生存をめぐる民族と国家の問題

を中心に――」では、日本文壇の中心でモダン文化を牽引した馬海松が朝鮮

に帰った後、急進的なナショナリスト及び反共主義者に変わる過程を「敵」

を認識することによる国家観の形成という観点から分析した。その分析を通

じて、近代都市東京に憧れた1930年代の朝鮮のモダニストが、実際に対面し

た東京で失望と挫折を味わうことでモダニストから脱却していくという典型

的な枠組みとは異なる、最後まで居残った植民地モダニストの終焉を究明し

ようとした。 

 

 

                                           

1 成田龍一『増補＜歴史＞はいかに語られるか――1930年代「国民の物語」批

判』筑摩書房、2010年。ここで成田が言及している「近代」は文明開化以降

の制度と思想として貫かれてきたものであり、1930年代前半に現れたモダン

文化とは少し距離があるように思える。 



14 

                                                                                                                            

2 保田与重郎「文明開化の論理の終焉」『コギト』1939年1月 
3 1930年代前半のモダニズムから後半のファシズムに至るまでの変化期につい

て社会学・文化学の視点から分析した研究として南博の『昭和文化』（勁草書

房、1987年）を挙げることができる。また、南博は『大正文化』（勁草書房、

1965年）において、明治・大正・昭和を文明・文化・風俗という言葉で説明

していながら、その間の連続性を見出そうとしているが、大正から昭和への

変化については「そこでは全ての文化は現象としてとらえられる。思想とし

て凝固しないで社会心理がより風俗的な現象で表現される」という言葉で説

明している。 
4 先行研究としてそのような傾向を見せている文学研究を挙げておきたい。池

内輝雄編『堀辰雄とモダニズム』（至文堂、2004年）、 兪
ユ

在
ゼイ

真
ジン

「堀辰雄初期作

品研究 : モダニズムの受容と変容」（筑波大学博士学位取得論文、2005年）、

小林洋介『＜狂気＞と＜無意識＞のモダニズム――戦間期文学の一断面』（笠

間書院、2013年） 
5 濱田明「序論」『モダニズム研究』思潮社、1994年 
6 マテイ・カリネスク『モダンの五つの顔』せりか書房、1989年 
7 鈴木貞美『モダン都市の表現』白地社、1992年 
8 鈴木貞美、上掲書 
9 濱田明「序論」前掲書 
10 「座談会」『近代の超克』冨山房、1979年 
11 『川端康成の方法――二〇世紀モダニズムと「日本」言説の構成――』東

北大学出版会、2011年 
12 中川成美『モダニティの想像力―文学と視覚性』新曜社、2009年 



15 

             

 

第
一
部 

モ
ダ
ニ
ズ
ム
小
説
に
お
け
る
都
市
空
間
表
象 

 
 

  

第
一
章
『
モ
ダ
ンT

O
K
I
O

円
舞
曲
』
に
見
ら
れ
る
一
九
三
〇
年
、
東
京 

 
 

―
―
浅
草
・
銀
座
・
丸
の
内
の
表
象
を
中
心
に
―
― 



16 

1、はじめに 

1930年に刊行された春陽堂の『モダンTOKIO円舞曲』は、都市空間に注目し、

世界の各都市をテーマとして企画された日本最初の試みであったといえる。

ここに収められている、モダニズム文学の代表的作家ともいえる 12名の作家

による短編は、現在においても新興芸術派文学を言及する際によく登場して

おり、またモダニズム文学の全集にも収録されている作品が多いにもかかわ

らず、 1川端康成の「浅草紅団」 2や堀辰雄の「水族館」を除けば、研究対象と

してはあまり注目されてこなかったといえよう。また川端康成や堀辰雄の先

行研究においても、『モダンTOKIO円舞曲』はあまり触れられず、各々の作品

論または作家論の地平において研究されてきたと考えられる。以上を踏まえ

て、第1章では、『モダンTOKIO円舞曲』が都市空間を取りあげたモダニズム文

学における、最も先駆的な企画の一つであることに留意しながら、一つの有

機的なテキストとして『モダンTOKIO円舞曲』を考察してその意義を究明する

と同時に、1930年代のモダニズム文学における近代都市東京について新しい

視座を提示することを目標としたい。 

 

 

2、『世界大都会尖端ジャズ文学』の企画意図と同時代における評価 

『モダンTOKIO円舞曲』の内容分析に入る前に、『モダンTOKIO円舞曲』の出

版に至った経緯と当時の評価について見ておきたいと思う。『モダンTOKIO円

舞曲』は、『世界大都会尖端ジャズ文学』シリーズの第一弾として春陽堂から、

1930年5月に出版されたもので、正式名称は『世界大都会尖端ジャズ文学Ⅰ 

モダンTOKIO円舞曲 新興芸術派作家十二人』 3である。  

1920年代に入り、躍進的な活動を見せていたプロレタリア文学は、 1928年

にナップ（NAPF）を形成することによって格段とその影響力を拡大していっ

た。そのようなプロレタリア文学の拡張に対抗する形で、芸術としての文学

を志向する文学者たちは1930年に新興芸術派を発足させる。 4新興芸術派の結

成は、円本ブームによって巨大化・過熱化していた出版市場において、新た

な対象を模索していた出版界の要求と相俟って、大手出版社は新興芸術派関

連の叢書及び作品集を出版するようになる。新潮社からは1930年に『十三人

倶楽部―創作集―』と『新興芸術派叢書』（全24巻）が刊行され、改造社は19

30年には新興芸術派とプロレタリア作家たちによる『新鋭文学叢書』（全28巻）

を、1931年には新興芸術派作家たちの小説を集めた『新興芸術派文学集』を

出版した。そのような状況の中で出版された春陽堂の『世界大都会尖端ジャ

ズ文学』（全15冊）は異彩を放っていたといえる。 

1930年4月から出版された新潮社の『新興芸術派叢書』は、「旺盛なる売行

き」を見せる中で「昭和五年の文壇に「新興芸術派」是非をめぐる毀誉褒貶
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の論議を巻き起こし、もっとも多くの話題を投じ」ていたが、「三十銭本、五

十銭本が流行していた」当時の出版情勢に便乗して、「定価五十銭の廉価本」

という作戦で成功を収めたのである。 5そのような『新興芸術派叢書』の成功

の1ヶ月後に出版された『モダンTOKIO円舞曲』において、春陽堂は新興芸術

派を全面に出す代わりに、世界の都市をテーマとすることで新興芸術派にお

ける他の叢書とは差別化を図ったのである。そのような春陽堂の意図は、完

全な「帝都復興」を宣言したという面において、新たな帝都の誕生を記念し

て同年3月24日から一週間にわたって開かれた「帝都復興祭」の動きとも無関

係ではない。 

当時に出版された小説集は、主に一人の作家の作品を寄せ集めたものが多

数を占めており、多数の作家による小説集は流派や時代によって編成されて

いることが多かった。 6同時期の世界文学と日本文学を並列した企画としては、

1927年から平凡社が刊行した『新興文学全集』を挙げることができるが、こ

れは世界文学に「日本篇」を加えたものであり、第1巻が小川未明、秋田雨雀、

中村吉蔵の作品集、第2巻が中西伊之助、藤森成吉の作品集、といったように、

各巻において2～3人の作家の作品を集めたものであり、共通しているテーマ

はなかった。 7紅野敏郎は、当時の春陽堂の状況について、『文壇新人叢書』（1

926～1927年）を挙げて「この叢書以降は、この種の「新人」「新興」に力点

をおいた企画をつき出しはしなかった」と指摘しながら、『文壇新人叢書』は

「プロレタリア文学関係の人々をかなりに動員させようとした企画」であっ

たと評価している。 8すなわち、円本ブームが激化していた時期に、春陽堂が

文壇の流れや新人中心の叢書から離れようとして企画したのが『世界大都会

尖端ジャズ文学』なのである。 

『世界大都会尖端ジャズ文学』は、当初、【図1】 9のように企画されたが、

実際に出版されたものと比べると少し変化があることが分かる。 10収録されて

いる作品としては、ロンドンやパリ、ベルリン等のヨーロッパから、アメリ

カのシカゴやニューヨーク、そしてアジア（上海）に至るまで、世界の各大

陸の都市を描いたものが並んでおり、これらの大都会の中に東京を並列して

いる。前田愛は『都市空間のなかの文学』（筑摩書房、 1992年）において、

「震災後の東京は、その内装はともかく、パリ、ベルリン、ニューヨーク、

上海などの国際都市をおもわせるテクスチャーに修飾された都市として生ま

れかわった」と述べており、また海野弘も東京を捉えるには「インターナシ

ョナルな目」が必要であり、「その他の都市とのネットワークのうちに」東京

を見なければいけないと指摘をしている。 11『世界大都会尖端ジャズ文学』は、

日本国内において行われた「帝都復興」を乗り越えた国際的な観点をもって

東京を捉え、世界の中における帝都東京を浮き彫りにしようとしたという意

味において、評価できる企画であったと考えられる。また、当時、対立して

いたモダニズム文学とプロレタリア文学、両方の文学を同時 に企画に採用す
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ることで、より立体的な東京像を見出そうと試みたことも評価できる点であ

る。 12 

『世界大都会尖端ジャズ文学』という名称は、当時のモダニズムの風潮を

象徴する代表的な言葉であった尖端とジャズを取り入れたものであるが、尖

端は1920年代のモダンと区別される1930年代のモダンの特徴を現す言葉と し

て理解されていた用語であり、 13ジャズは1920年代から世界的なブームを巻き

起こした新しい洋楽ジャンルとして日本で流行していた。 14尖端は最も発展し

ているまたは先進しているものという意味において、またジャズはこれまで

なかった新しいものという意味と、様々な要素が交ざり合うことによって生

まれるジャズの特性である混淆性という意味において、1930年代のモダン文

化・モダニズムを表象する言葉として用いられていたと考えられるが、この

言葉に対して反感を示し、批判する人も多かった。 

小林秀雄は1930年12月の『文藝春秋』に発表された「物質への情熱」 15とい

う評論の中で、尖端とジャズという言葉が用いられている文脈に対して批判

し、またそれによってモダニズム文学を批判しようとしている。小林は「近

頃尖端女性の描写に憂身をやつしてゐる若い作家の一群がある」としてモダ

ニズム文学者を想定した上で、ジャズが当時の社会科学者たちにとっては

「ブルジョア怠け者達の感覚への逃避を表現する」ものとして認識されてお

り、その意味において「モダン・ガアルとはジャスの様なものであり、これ

をのうのうと描く作家達は、合はせて踊つてゐる人達の様なものである」と

【図1】『世界大都会尖端ジャズ文学』広告 

＜実際に刊行されたもの＞ 

 

1 モダンTOKIO円舞曲 / 川端康成  等 

2 1001夜・シカゴ狂想曲 / ベン・ヘクト 

3 JAZZブロードウエー / フイリツプ・ダニング 

ジヨージ・アボツト 

4 モン・パリ変奏曲  / フイリツプ・スーポウ 

5 大東京インターナシヨナル / 徳永直  等 

6 ロンドン・バレー・ピカデリー / アブリン 

7 紐育オン・パレード / ナツト・フアーバー 

8 伯林ソナータ / ハインリヒ・マン 

9 組曲・グロテスク巴里 / アンドリウス 

12 モスコー・ワルツ・赤色ダンサー  

/ エツチ・ゲイツ 

13 メロデイー・ブロードウエー / レイト 

14 歓び無き街ウイーン / ベタウエル 
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酷評している。 

 

今日の都会を描かうとしても都会ははや性格を持つてゐない。都会行進

曲などと飛んでもない出鱈目だ。バアやダンス場を幾つ書いた処で、それ

は都会を生きた人の文学ぢやない、都会を見物して驚いてゐる奴の文学で

ある。本当に都会人の心をもつた人だけが今日の都会に生きることのつら

さを一番よく知つてゐるだらう。つらさを知つてゐる人だけが秘密を見て

ゐる。帝都復興祭りで躍り出た尖端都会人共がどうして板についた行動が

出来よう。 16 

 

尖端とジャズと都会という言葉を用いている小林の言説が、新興芸術派全

体のみならず『モダンTOKIO円舞曲』をも批判しているということは明白であ

るが、ここで小林が批判しているのは、モダニズムが本来の意味から離れた

ところで皮相的かつ表層的に消費されているモダンに踊らされているだけの

ものであるということである。また、モダニズムを標榜している新興芸術派

の文学が描いている都会は、本当の意味での都会というものが分からないま

ま、都会の表面によってのみ語られているものであるとも批判している。モ

ダニズム文学の作家たちによって表象される都市空間が、小林の指摘通り、

表層的なものであったことは確かに否定できない側面がある。しかし、モダ

ニズム文学作品を単独ではなく、一つの範疇において総合的に捉えることで、

1930年代という時代における都市空間が浮き彫りになる可能性はないだろう

か。 

ミリアム・シルバーバーグは「エロ・グロ・ナンセンスの時代――日本の

モダンタイムス――」 17の中で、日本の近代文化における特性を「モンタージ

ュ」と「主体」という観点から分析している。「モンタージュ」というのは、

「時間的にも空間的にも断片的なものと考えられていた」文化を消費者であ

る「臣民・主体」が一つの像として浮かび上がらせることであり、「モンター

ジュ」を作り上げることによって消費者は「意味の生産者」になり得ると、

シルバーバーグは主張しているのである。言い換えれば、日本の近代におい

て、大衆は自分の手で断片的なものを再配置することによって、その意味を

創出していたということになる。大衆が断片的なものから一つの意味を生成

する「モンタージュ」という行為が、モダニズム文学においても行われてい

たとしたら、当時の大衆に映し出された東京は如何なる都市空間であっただ

ろうか。近代日本の大衆によって行われたであろうその過程を、ここで再び

実行してみることで、表層的なものに見えたモダニズム作家の都市空間表象

が立体的なものとして浮かび上がってくるのではないかという仮説を立てて、

第1章では『モダンTOKIO円舞曲』という一つのテキストに現れている都市空

間を有機的に分析することで、モダニズム文学が描いた1930年の帝都東京の
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有様を明らかにした上でその再評価を試みたい。 

 

 

3、『モダンTOKIO円舞曲』に現れている東京像―モダンと文明批判 

 『モダンTOKIO円舞曲』には12編の小説が収録されているが、 18全作品にお

いて必ずしも享楽的な東京に焦点が合わせられているとはいいがたい。まず、

モダン的な要素が強く見られるものを挙げてみると、「浅草紅団」と「水族館」

は浅草のカジノ・フォーリー劇場を中心に浅草を描いているものであり、丸

の内や銀座などの東京の町を背景にしている「丸の内の展情」や「甃路スナ

ツプ」などもモダン都市東京の有様を描いているといえる。また、「あの花！

この花！」はステッキ・ガールや円タク・ガールなど、様々なモダンガール

の様子を描くことで東京のモダン文化の一面を照らしており、ダンス会やダ

ンス・ホールが登場する「ただ見る」はダンスを通じてモダン文化と人間社

会を観察している作品であるといえる。そして、1925年の「東京六大学野球

連盟」の結成と共に1920～30年にかけて人気を博した大学野球やスポーツが

主な素材となっている「スポオツの都市にて」は、新しく浮上してモダン的

な意味において受容されていた大学スポーツ文化に注目しており、「享楽百貨

店」は不況の時代における政界と財界の闇についての話を東京各地を背景に

して描いた小説である。 

一方、風俗的なモダンの要素を直接的に描いていない作品の中には近代と

都市文明への批判が多く見受けられる。「機械と人間」は「社会の生活力」を

象徴するように思われた工場地帯の風景に支配されている都市社会と工場の

大量生産システムの中で人間性を失っていく人たちを描くことで、都市にお

【図2】『モダンTOKIO円舞曲』目次 

浅草紅団/ 川端康成 

あの花！この花！ / 久野豊彦 

スポオツの都市にて 

 / 阿部知二  

水族館 / 堀辰雄  

公園の誘惑 / 蔵原伸二郎  

ただ見る / ささきふさ  

享楽百貨店 / 吉行エイスケ  

女学生気質/ 中村正常  

或る交友の素描 / 井伏鱒二  

機械と人間 / 中河與一  

丸の内の展情 / 浅原六朗  

甃 路
ペエヴメント

スナツプ / 龍胆寺雄 
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ける機械文明を批判しているのみならず、そこには機械文明の部品にされて

個人としての意味を失ってしまった人間への批判も現れている。「公園の誘惑」

は、結婚して子供もいる男性が偶然に出会った「十六七の田舎娘」や「見知

らぬマダム」などに対して肉体的な欲望にかられるという物語であるが、家

庭内の不仲と女性たちへの欲望が「井之頭公園」の動物たちの姿と並行して

語られることによって、動物園に象徴される近代文明の中で人間が倫理と欲

望の間で揺らいでいる姿を物語っている。「或る交友の素描」は変わっていく

社会における不適応者として登場する「三浦三平」と「私」が友人関係にな

っていく過程を描いている小説であるが、「私」の眼に映った「三浦三平」の

不思議な行為は近代を受け入れることができないまま近代を生きている人た

ちの問題を想起させる。 

『モダンTOKIO円舞曲』において最も異質的な作品は「女学生気質」であろ

う。「女学生気質」は女子大学生たちが住んでいる家とその隣にある男性の家

が背景になっており、両家が直接的な会話は交わさずとも、互いの反応を意

識しながら歌ったり泣いたり笑ったりする場面で構成されているが、プロッ

トがないのが大きな特徴である。それは作者である中村正常が志向していた

「ナンセンス文学」に起因するものでもあるが、 19この作品は表象ではなく技

法におけるモダニズムを追求しているといえる。 

以上に見られるように『モダンTOKIO円舞曲』において、東京という都市空

間は文化的な要素のみが強調されているのではなく、人間の存在を問う空間

でもある。近代の都市空間が一つの文明と化して人たちを巻き込む中に見ら

れる反動や抵抗などが描かれているのである。東京のモダン文化を取りあげ

ている作品が東京を生きている人たちを描いているのなら、東京の都市文明

に注目している作品は東京と人との拮抗を描いているといえよう。しかし、

両者は必ずしも別の次元において語られていたのではない。久野豊彦の「あ

の花！この花！」はステッキ・ガールと円タク・ガール、そしてマネキン・

ガール等、いわゆるモダンガールの一種と呼ばれた女性たちが「機械文明の

暗い裏側」から生まれた「モダアニズムの明るさうで、わびしい垢」である

と表現している。また機械文明の影響で「生産設備の膨張と消費者の購買力

の減退と刻々増大する失業者群」が現れ、「スヰート・ホームつて奴は、日に

日に、都会から影を没しつつある傾向にある」と語っている。これは機械文

明がもたらした消費社会の膨張とモダニズムの結合によって派生する変節さ

れたモダニズムへの批判であり、産業主義の中で失われていく家庭への哀れ

みである。「あの花！この花！」に見られるこのような見解は「機械と人間」

をはじめ、都市文明を批判している作品とも通じるものである。 

以上のように『モダンTOKIO円舞曲』には1930年代の東京における風潮とし

てのモダンのみならず、近代に対して大衆が感じた混乱と戸惑いも現れてい

るといえるが、一般的に震災後に復興した東京について言及する際に、多く
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の研究者たちが指摘しているのが浅草から銀座へという盛り場の中心の移動

であろう。代表的な先行研究としては磯田光一の『思想としての東京―近代

文学史論ノート』（国文社、1989年）と吉見俊哉の『都市のドラマトゥルギー

―東京・盛り場の社会史―』（弘文堂、1989年）を挙げることができるが、磯

田は「東京行進曲」などの流行歌の歌詞に見られる変化から震災を前後に浅

草の意味が「「繁華な浅草」が「忍び逢い」に適した「いきな浅草」」に変わ

ったことを指摘している。また、吉見は1920年代に起きた浅草から銀座への

盛り場の移行について「上演（performance）」という観点から接近して、対

比される両町の特性――家郷・群れる/未来・演じる――を導き出している。

両者の研究から見られるように、浅草から銀座への移行の問題は主に社会学

及び文化学的な立場から行われてきたといえる。ここでは東京の復興に関わ

る大きな観点の一つである浅草から銀座へという問題に対する文学からのア

プローチの試みとして、『モダンTOKIO円舞曲』に見られる浅草と銀座の表象

について分析することで、1930年の東京像に迫ってみたい。 

 

 

4、浅草から銀座へ―1930年の東京における文化と大衆の行動様式 

 『モダンTOKIO円舞曲』における衰退した1930年の浅草は「大正十二年の地

震で首が折れた」「十二階の塔」（「浅草紅団」）や「魚の孤独」が感じられる

水族館（「あの花！この花！」）、そして真夜中の「白けた街頭」と「木蔭の仄

暗い公園」（「甃路スナツプ」）などの様々な表象に現れているが、それらの作

品に浅草の象徴として共通して登場しているのがカジノ・フォーリー劇場で

ある。1929年7月に「興行街の外れにある水族館で」旗揚げしたカジノ・フォ

ーリーは、「レヴューとボートビル

の両要素を取入れた新しいジャン

ルを目指したもの」であり、観客

動員に失敗し一度解散するも（同

年9月）、10月に「再びレヴュー劇

場として開館」することになる。
20川端康成はカジノ・フォーリー

劇場を「エロチシズムと、ナンセ

ンスと、スピードと、時事漫画的

なユウモアと、ジャズ・ソングと、

女の足と」という表現を用いて描

写しながら「一九三〇年代型の浅

草」であると書いているが、『モダ

ンTOKIO円舞曲』においてカジノ・フォーリー劇場は浅草の縮図として現れて

くるのである。 

【図3】「浅草紅団」挿絵 
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 カジノ・フォーリー劇場は先端的で新しいジャンルの芸術の場であると同

時に「壁、イス、床にしみついたにほひ――乞食のにほひが漂つてくる」

（「浅草紅団」）場所として現れている。「ボロ屑の様な浮浪人の群れが、ベン

チからベンチへと園内巡視の警官に追はれて」（「甃路スナツプ」）いる浅草公

園と、「近代風に化粧した裸体の踊りを乞食や浮浪者が眺めてゐる」（「浅草紅

団」）カジノ・フォーリー劇場が隣り合わせになっている浅草は、抑圧されて

いる社会の最下層の人たちと自由なモダニズムが拮抗しながら共存している

世界なのである。 

このような浅草の特性は「座談会  モダニズム文学及び生活の批判」（『新

潮』1930年2月）においても現れているが、川端康成は浅草のモダンについて

「一般の土方とか職工とか、大衆のモダニズム」であると述べ、中村武羅夫

はそれに同調する形で「銀座型のモダンはハイカラに近いし浅草のモダンは

グロテスクな、ダダ的な、デカダン的な要素を含んだモダンな雰囲気だと思

つて居る。今までのモダンといへば、皆銀座型の方が主流になつて居つたや

うですが、浅草型も勃興していゝのぢやないかと思ふ」と答えている。この

中村の発言からは、1930年にはすでに浅草から銀座へという盛り場の移動が

済んでおり、銀座と浅草の間に大衆とハイカラという階層的隔たりが生じて

いたことが窺える。そして「浅草紅団」にはこのような状況を裏づけるかの

ように、銀座に対して羨望と劣等感のようなものを感じている浅草の姿が現

れている。カジノ・フォーリー劇場の舞台では西洋のジャズの公演と並行し

て「当世銀座節」に合わせて「銀座散歩の身振りよろしく踊り歩く」公演が

行われている。浅草は、西洋のモダンのみならず、銀座をも一つのモダンと

して受け入れていたのであるが、「銀座小うた」が流れると「職工や土方」の

観客が「お殿様の前へ出た乞食みたいに神妙に」なる姿は、浅草の大衆が抱

いていた銀座への畏敬に似たようなものを物語っている。 

 ここまで見てきたように、1930年の浅草を代表するものはカジノ・フォー

リー劇場であったといえるが、それ以前に尖端的という評価を得ながら栄え

ていた浅草を支えていたのは映画常設館と浅草オペラであった。まず、1903

年に浅草にできた電気館を嚆矢に次々と開館された映画常設館が浅草の文化

を牽引し、 21その次に登場したのが浅草オペラである。浅草オペラは 1917年1

月に常盤座において歌舞劇「女軍出征」が上演されて以来、浅草において

「活動写真に次ぐ人気を集め」たが、大震災の時に「壊滅的な打撃を受け」

衰退していく。 22この映画常設館から浅草オペラ、そしてカジノ・フォーリー

へ繋げられてきた浅草の文化から窺える特性は、視覚が中心になっている文

化であるということである。浅草の文化は「見る行為」によって享受される

ものであり、そこで大衆は眺める存在として位置づけられる。『モダンTOKIO

円舞曲』に現れているカジノ・フォーリーにおいても、語り手は観客として

見る側に位置しており、舞台の主人公である踊り子たちは自分の視線を持た
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ない、見られる存在として描かれている。その「見る行為」によってのみ享

受される文化に昭和における浅草の限界が潜んでいるのである。 

 浅草における「見る行為」は、「浅草紅団」や「水族館」に現れているよう

に主に劇場に行って歌と踊りを鑑賞する行為であるが、この「見る行為」を

通じて享受された娯楽または享楽は、1920年代から30年代にかけて二つの行

動様式に分かれることになる。一つは、「見る行為」と「歩く行為」が結合し

たもの、すなわち遊歩しながらショーウィンドーや町を眺める「銀ブラ」で

あり、もう一つはトーキー映画の出現である。浅草における「見る行為」が

受動的なものであり、その中には外部である観客席から舞台を眺めるという

境界が存在していたとすれば、「銀ブラ」は歩きながら見る行為が消費という

体験に繋がっており、なお群集を見ると同時に群衆に自分を見せるという、

見る存在と見られる存在の境界をなくす行為でもある。「見る行為」から体験

への変化は、大衆が文化を受け入れる存在から文化を創出する存在に変わっ

たことをほのめかしており、そしてこの「体験性」こそが大衆が享受した193

0年代のモダン文化の大きな特色であるといえるのである。 

一方、映画においても同様の傾向が見られる。1900年代初め、浅草に活動

写真を上映する映画館ができてから、1910年代後半には新宿や渋谷、青山、

品川および巣鴨など、東京の郊外にも映画館が開設されるようになった。193

0年を前後にしてハリウッドのトーキー映画が登場し、映画産業は飛躍的な発

展を成し遂げることになったが、その中心的な存在として「東京市内随一の

高級映画殿堂」と位置づけられていた新宿の武蔵野館があった。武蔵野館は1

928年に日本最初のトーキー映画である『進軍』を上映することで「トーキー

映画上映の先鞭をつける」ことになったが、その後、帝都座（1931年）など

も加わり、新宿は映画において中心的であり象徴的な場所となったのである。
23 活動写真がトーキーに変わるにつれて、人たちは舞台の上の踊り子よりも

スクリーンの中で話す女優に魅了されていった。そこには舞台の上で演じら

れる銀座や外国ではなく、本物のそれが映し出されているのである。西欧映

画、とりわけミュージカル映画が中心となっていた初期のトーキー映画は、

いつどこでも均質な歌と劇が楽しめる新しい娯楽であったと同時に、旅行す

る機会があまりなかった当時の大衆に疑似体験としての海外経験を与えるも

のでもあった。 映像文化においても、浅草のような「凝視型」よりは「体験

型」が求められるようになったのである。銀座や新宿、丸の内、浅草、そし

て江東に至るまで東京の様々な町を描いている「甃路スナツプ」において、

新宿が「武蔵野館では三層の観客席に人が埋まつて、トオキイのラヴ・シー

ンにみんなで汗でもかいて居さう」という言葉で表現されているのを見ると、

『モダンTOKIO円舞曲』に現れている新宿のイメージもこのような傾向を見せ

ていたといえよう。 
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しかし、『モダンTOKIO円舞曲』に現

れている銀座は、モダンな盛り場を表

す要素が夜に限定された享楽を中心と

する形で現れている。「享楽百貨店」

には「銀座の資生堂ギャラリー」など

昼の銀座が登場しているが、その他の

作品においては「銀座の裏の酒場
バ ア ー

をあ

るきまはつた」（「スポオツの都市に

て」）や、「バアやカフヱから時刻で閉

め出された酔ッ払ひ客」（「甃路スナツ

プ」）など、その大半が夜の銀座の描

写になっている。『モダンTOKIO円舞曲』

における銀座は、デパートとモダンガ

ール・モダンボーイで溢れている消費

の町ではなくて、夜の「エロを売るカ

フェ、グロを売るバー」 24を歩き回る、

性を消費する享楽的な町として現れて

くるのである。銀座に現れている性の

消費は男性が女性の性を消費するという構図のみならず、「あのステツキ・ボ

オイは、翌朝までで、宿料はお客様持ちで、二十円だつていふ話なのよ」

（「あの花！この花！」）という言葉に現れているように、女性が男性の性を

消費する姿も見られる。また、「享楽百貨店」には「銀座裏の酒場
バ ア ー

」は「緋縮

緬の長袖をきた女装の男」が男性を誘惑する「同性愛に似た現象」が現れる

場所として設定されていることから、自由奔放な性の空間として銀座を設定

しているといえる。「モダン都市東京の心臓ギンザは、夜と一緒に眼をさます」

（「甃路スナツプ」）という文章からも窺えるように、『モダンTOKIO円舞曲』

において、銀座は夜と性と消費のイメージとが結合した享楽空間として現れ

ているのである。 

以上から、浅草から銀座への移行が文化の享受様式の変化に従って遂行さ

れたことは確認できたが、しかし、『モダンTOKIO円舞曲』における銀座は享

楽的な面に偏っており、東京の片方のみを照らしているといえる。それに対

し、『モダンTOKIO円舞曲』において「モダン都市東京の心臓」と呼ばれた銀

座より、もっと東京の中心として描かれている町がある。それは丸の内であ

る。 

 

 

5、1930年の東京の象徴、丸の内 

丸の内は震災後の「帝都復興」において最も著しい発展を見せていた町の

【図4】「あの花！この花！」挿絵 



26 

一つである。近代日本のビジネスの中心として位置づけられた丸の内の象徴

であるともいえる丸の内ビルディング、通称丸ビルは、1923年2月に「東洋一

のビル」というスローガンと共に完成された。しかし、その直後、大震災の

被害を受け、3年間の補修工事に入り、1925年7月にようやく復興を終えてそ

の姿を現した。 25 丸の内は、大正から昭和にかけて行われた、丸ビルをはじ

め、東京海上ビルや郵船ビル、中央郵便局など、相次ぐオフィスビルの建設

によって、名実ともに日本一のビジネス・センターに変貌していくことにな

るが、町が巨大化すると共に、丸の内には多様な階層の人たちが集まってく

るようになる。初田亨は丸の内について「集まってきたのは、明治期のよう

な社会のエリートばかりではなかった。近代社会の中で新しく誕生したサラ

リーマンが、まちを歩く人々の多くを占めていたのである」と述べながら、

サラリーマンが都市の「新中間層」として登場したと指摘している。 26この既

存のエリート層と「新中間層」のサラリーマン、そして日本経済の発展を象

徴する町に集まってきた下層階級の人たちによって、丸の内は改編されたの

である。 

『モダンTOKIO円舞曲』に現れている丸の内の特徴は階層化・権力志向的・

複合性、そして尖端であるといえる。「丸の内の展情」には「その男は、丸ビ

ル付近がもつ秘密の実に多くを知つてゐるんだ。社員または幹部級のブルヂ

ヨアが、どんな方法の享楽倶楽部をつくつてゐるかとか、その下のサラリイ

マン階級は、どの方面に彼等の享楽地をもつてゐるとか、そしてシヨプガア

ルの話」という表現によって階層化されている丸の内が現れているが、その

中には最上層の「ブルヂヨア」―中間層の「サラリマン」―最下層の「シヨ

プガアル」における、享楽をつくる―享受する―提供するという権力構造が

明確に現れている。そして、この丸の内における三層構成の権力構造の外部

に位置しているのが労働者である。「Lビルが建つ頃に、そのビルの鉄骨の頂

上に、毎晩少しづゝ日の影が動く、警官は怪しんであがつて行つたのだ。そ

してそこにこのビルの労働者たちの賭場を発見したのだ。発見された労働者

たちは、鉄骨から鉄骨へ、蜘

蛛の子のやうにちつて行つた

さうだ」には、丸の内から居

場所がなくなった労働者の姿

が映し出されている。 

『モダンTOKIO円舞曲』に現

れている浅草は階級が混在し

た空間都市として描かれてい

る。「水族館」に現れているカ

ジノ・フォーリー劇場は、「大

半は、職工らしいもの、会社
【図5】「丸の内の展情」挿絵 
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員らしいもの、学生らしいものが、占めてゐた」中に「いつもニヤニヤ笑ひ

ながら、舞台を眺めてゐる一人の浮浪者」が混ざっているのである。「浅草紅

団」からは「浅草には乞食ばかりの酒場があるさうだ。テエブルの上に人形

をのせ、それをぐるぐる回しながら、乞食の群が酔つ払ふのだ」として、浮

浪者たちの共同体的なものが形成されていた様子が窺える。浅草における下

層階級は都市の中では周縁的な存在であっても、浅草においては自分たちの

社会を作ることでその空間の一部になっていたといえる。しかし、丸の内に

おける労働者たちは建設中の建物にしかいられない、すなわち完成された丸

の内の社会には入り込むことができない存在として描かれているのである。

以上に見られる丸の内においての階層化は階級の混在を見せている浅草とは

異なっており、周縁を排除して権力を中心に形成された社会が丸の内に存在

していたことを示している。このような丸の内における権力志向は次の引用

においても見られる。 

 

ある種の自動車には合言葉があるのだ。その合言葉さへつかへば、その

自動車は我々を意外な世界につれて行く。未亡人、貴婦人、タイピスト、

シヨツプガール、それらの種類の女性が、我々のためにすばらしい享楽の

香気をかもしだしてゐるのださうだ。（「丸の内の展情」p385） 

「君、この丸の内にどれだけのサラリイマンがゐると想ふ。三万人だ。

若き女性が三千五百人ほど、所謂タイピスト、女事務員、シヨツプガアー

ル等々だ。西條八十の東京行進曲にあつたね、恋の丸ビル、あの窓あたり、

泣いて文かく人もある……。だがあれは嘘だよ。詩人の空想さ。今どき、

この辺に、泣いて文をかく女なんとゐるもんか。少なくとも、丸ビルは二

十世紀の尖端だ。泣いて文を書くなんて、十八世紀の女はゐないよ」 /

「ぢや、どんな女がゐるんだね？」/「泣いて文を書く前に、もう別れて

ゐるよ。そして電話だよ。あつさりとしたもんだね。貞操を商品と考へる

モダアンもでてきてゐるよ。このビジネス・センターでは、金と力がない

やうな男は、色男のランクには入らなくなつてゐるのさ。」 

（「丸の内の展情」pp.365～366） 

 

ここにおいて享楽のために必要とされている「合言葉」とは、「金と力」の

ことであり、前述したように、費用を払うことで誰もが享楽を楽しめた浅草

や銀座とは異なる様子を見せているといえる。丸の内に見られる享楽は資本

によって消費されるものという枠を超えて、権力をも要求しているという点

において、特権化されたものとして現れているのである。その中で女性は資

本と権力に支配されている丸の内のメタファーとして現れているといえる。

磯田光一は『思想としての東京』の中で、「東京行進曲」における丸ビルの描

写に触れて「ビル街への女性の進出は、「男女七歳にして席を同じうせず」と
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いう道徳的規範をゆるがすに十分であった」と述べているが、道徳規範の揺

らぎを歌った流行歌の「東京行進曲」には見られない、階層化された丸の内

の権力志向的な構造が『モダンTOKIO円舞曲』には現れているのである。 

 

丸の内を囲んで円形道路、一名、マカダム式軍用道路がつくられて軍事

当局者に云はすと、これでアメリカ恐るるに足らず、アスフアルトの都市

ができあがつた。中央街の大廈高楼の建築の裾も、この資金はこの不況に

どこから捻出されるのか？都市の華美な裾をつけたのは、官庁と、銀行と、

株式会社と、政府の補助金を得た御用商人のビルデング、土地を所有する

ブルジヨアジイのための復興低利資金によつて作成された、商店街。 

（「享楽百貨店」） 

 

丸の内の権力志向性は、階層化された社会のみならず、町そのものを通し

ても現れている。「享楽百貨店」における丸の内は、政治・金融・行政・経済、

そして消費までが複合的に絡み合って生成された空間として現れている。大

東京の入り口である東京駅と、日本の象徴でもある皇居が眺められる位置に

莫大な資本と権力の力によってそびえ立っている高層ビルの群れは、日本国

内に向けて、また世界に向けて近代都市東京の威厳を見せつける「帝都復興」

の象徴なのである。明治・大正期における日本の尖端を象徴していた浅草の

「十二階」の首が折れたことと対照的に、昭和に入って増殖していく丸の内

のビルの群れは、大震災前後において東京の尖端の座が浅草から丸の内に入

れ替わったことを示している。 

『モダンTOKIO円舞曲』において、丸の内を象徴的に表しているのが丸ビル

と中央電信局であるといえる。「丸の内の展情」の中での丸ビルは、屋上には

カフェ、1階には喫茶店があり、地下では食堂で食事ができ、そして地上には

オフィスとショップが並んでいる。このような丸ビルの複合性・多目的性と、

「この丸ビルは家屋税と附加税だけで、十一万六千六百六十六円、芝区全体

の家屋税よりも多い処」であり、「一万二千枚の夕刊を売りつくすところ」で

あるという言葉に強調されている巨大な規模とが相俟って、丸ビルは単なる

オフィスビルというよりは、一つの独立している複合空間として浮き彫りに

なってくるのである。なお、その巨大な丸ビルは「エレヴエターで、八階か

ら一階まで、一分の時間で降りて」くることを可能にする機械文明に支えら

れている空間としても現れている。 

一方、中央電信局も丸の内における機械文明の象徴であるといえるが、「丸

の内中央電信局の宏壮な化粧煉瓦の伽藍は、まさに不眠症にかゝつた都会の

脳中枢。燐色の花火が太平洋の夜を挟んで、電波のジャズを奏で、全世界の

いらだツた神経網がここに集約されて、火事の様に窓々が燃えて居ます」

（「甃路スナツプ」）という文章に現れている丸の内は、当時、都市を支配し
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始めていた電子文明の受信地であり、発信地でもある。中央電信局が位置し

ている丸の内は、電波を通じて世界と日本の疎通を可能にする空間として現

れてくるのである。 

 

 

6、おわりに 

 震災後の復興が終わった1930年の東京には新しい時代へ向かおうとする自

由な雰囲気と時代の変化に戸惑っている人たちが共存していた。震災によっ

て全てが一新した帝都東京は、それ以前まで近代という時代に適応できずに

いた人たちを一気に浮上させたのである。『モダンTOKIO円舞曲』にはその都

市と人の対立と抵抗、そして混乱が如実に現れている。 

第1章では『モダンTOKIO円舞曲』に現れている浅草と銀座、丸の内につい

て分析したが、従来の研究において震災前後の変化として最も重視されてき

た浅草から銀座へという、文化における中心移動が、『モダンTOKIO円舞曲』

には、浅草―銀座―丸の内を繋ぐものとして現れていた。浅草から銀座への

移行は、「見る行為」から「体験」へという、大衆の行動様式の変化を伴うも

のであったが、『モダンTOKIO円舞曲』における銀座は夜に限定された享楽の

「体験」が強調されている空間であった。銀座が享楽的な面に集中して語ら

れているのに対し、丸の内は享楽さえも資本と権力に支配されている空間と

して現れている。しかし、それと同時に、丸の内は日本を動かす原動力を示

す空間、また世界と日本との疎通の可能性を打診できる空間として現れてく

る。そしてその可能性が1930年代の日本を席巻することになるラジオ文化を

象徴する電波を通じて表されていることは、丸の内に未来への期待が託され

たことをほのめかしている。 

『世界大都会尖端ジャズ文学』の企画は、東京という都市を世界の大都市

の中に位置づけるものであったが、『モダンTOKIO円舞曲』はその評価基準を

都市の規模やモダンな文化に置いてはいない。そこに現れている東京像は、

モダン文化において捉えられていながらも、機械文明と資本と権力に支配さ

れている姿として現れている。しかし、そのような近代都市東京における否

定的な要素が、日本あるいは東京が世界に見せつけようとしている威厳に繋

がっているということを『モダンTOKIO円舞曲』が指摘している点は、軽薄で

風俗的であると批判されてきた日本モダニズム文学について再評価が試みら

れる出発点になると考えられる。 

 

 

                                           

1 1989年から1991年にかけて刊行された平凡社の『モダン都市文学』には『モ

ダンTOKIO円舞曲』の収録作品が6編収められている。「スポオツの都市にて」
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「水族館」「ただ見る」「丸の内の展情」「甃路スナツプ」（以上、『モダン都市

文学第1巻 モダン東京案内』）「あの花!この花!」（『モダン都市文学第2巻 

モダンガールの誘惑』） 
2 川端康成の長編小説『浅草紅団』（先進社、1930年）は、『東京朝日新聞』(1

929年12月12日～1930年2月16日）、『新潮』（1930年9月号）、『改造』（1930年9

月）に発表されたものを一つの小説として出版したものである。『モダンTOKI

O円舞曲』は小説全体（1～61）ではなく、一部（1～26）が収録されている。 
3 奥付や新聞の広告文などには「新興芸術派作家十四人」と書かれている場合

もあるが、実際は十二人からなる小説集である。 
4 新興芸術派の結成の経緯とメンバーについては中野正昭の「新興芸術派とレ

ヴュー劇場―蝙蝠座、雑誌『近代生活』とカジノ・フォーリー、ムーラン・

ルージュ―」（『演劇研究センター紀要VIII 早稲田大学21世紀COEプログラム』、

2007年1月）に詳述されている。「こうしたプロレタリア芸術運動の興隆に対

抗して「芸術派の十字軍」を旗印に結成された新潮社の外郭団体「十三人倶

楽部」は、翌30年には所属出版社の枠を超えた「新興芸術派倶楽部」へと発

展する。4月13日、龍胆寺雄の呼びかけによって開催された新興芸術派倶楽部

の結成式に蝙蝠座も名を重ねた。参加者とその所属は次のとおり。/早稲田：

高橋文雄、保高徳蔵、八木東作。/蝙蝠座：中村正常、今日出海、小野松二、

坪田勝、西村晉一、船橋聖一。/文学：永井龍男、小林秀雄、吉村鉄太郎、宗

瑛、神西清、笠原健治郎、深田久弥、堀辰雄。/近代生活：嘉村礒多、楢崎勤、

吉行エイスケ、龍胆寺雄、飯島正、佐佐木俊郎、久野豊彦。/文芸都市：阿部

知二、雅川滉、井伏鱒二、蔵原伸二郎、古沢安二郎。/三田文学：木村庄三

郎。」 
5 関井光男「「新興芸術派叢書」の史的位相」『国文学 解釈と教材の研究』197

0年11月 
6 例としては『芸術派ヴアラエテー』（新興芸術倶楽部編、博文堂、1930年）

や『文壇アンデパンダン』（中央公論社、1930年）（北林透馬・野口活・田宮

釧による小説集）などを挙げることができる。（『出版年鑑 昭和五年版』東

京堂、1931年） 
7 詳しくは弥吉光長の『未刊資料による日本出版文化第五巻 近代出版文化』

（ゆまに書房、1990年）を参照のこと。 
8 「春陽堂版「文壇新人叢書」の実体」『国文学 解釈と教材の研究』1970年4

月  
9 第1章における図版は全て『モダンTOKIO円舞曲』（春陽堂、1930年）による

ものである。 
10 『世界大都会尖端ジャズ文学』の出版状況について春陽堂に問い合わせた

ところ、当初企画された15巻が全て出版されたという記録は残っておらず、
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その実物も確認できないため、現在においては全巻を出版する前に企画が中

断されたのではないかと判断しているとのことであった。本論文で＜実際に

刊行されたもの＞としているのは、国会図書館をはじめ、公共図書館でその

実物が確認できるものである。 
11 「モダン都市周遊――日本の一九二〇年代」『海』1984年4月 
12 プロレタリア文学者たちによる『大東京インターナショナル』の収録作品

は次の通りである。德永直「裏切者」、橋本英吉「ゼネ・スト」、窪川いね子

「東京一九三〇年物語」、山田清三郞「求人広告」 、小島勗「アスフアルト」、

藤沢恒夫「首府の欲情」、武田麟太郞「淺草・余りに淺草的な」、黒島伝治

「お化ケ煙突」、片岡鉄平「アスフアルトを往く」（以上、収録順）。『世界大

都会尖端ジャズ文学』における東京像を考察するためには、『モダンTOKIO円

舞曲』と『大東京インターナショナル』の比較分析は必須であると思われる

が、1930年代のモダニズムを重点的に取りあげる本論文においては『モダンT

OKIO円舞曲』の考察に集中し、『大東京インターナショナル』は場を改めて考

察することにしたい。 
13 当時、尖端という言葉は様々な言説において多用されていたが、「モダンラ

イフ座談会」(『モダン日本』1930年11月)において菊池寛と久米正雄は1920

年代のモダンから1930年代のモダンへの移行のキーワードとして尖端を捉え

ている。「菊池：僕らの若い時のモダンと云ふのは思想的だつたでせう。とこ

ろが今は生活様式に就いてモダンと云ふんですから、デカダンと云ふやうな

意味はなくなつてゐると思ふ―― /久米：デカダンと云ふ意味はない。 /菊

池：まあ尖端だらう。/久米：兎も角昔流行つたハイカラと云ふものの鋭きも

のと思へばいいね。」 
14 当時の日本におけるジャズの受容については細川周平の「「日本的ジャズ」

をめぐって」（『日本研究』2007年5月）に詳しく言及されている。 
15 引用は『小林秀雄全集第1巻』（新潮社、2002年）による。 
16 小林秀雄「物質への情熱」上掲書 
17 『岩波講座近代日本の文化史第7巻 総力戦下の知と制度』岩波書店、2002

年 
18 目次と本文において題目の表記に相違が見られるものが四作品あるが、本

論文においては原則的に本文の表記で統一する。目次には「スポーツの都市

東京」であり、本文には「スポオツの都市にて」と表記されているが、「スポ

オツの都市にて」に統一する。同様に、「丸ノ内展情」（目次）と「丸の内の

展情」（本文）は「丸の内の展情」に、「或る交遊の群」（目次）は「或る交友

の素描」（本文）に統一する。また「あの花！この花！」は、本文にのみ、

「――あ！モダニズムの垢よ！」と副題が付けられているが、便宜上「あの

花！この花！」に統一する。。 
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19 小林真二は「《ナンセンス》文学の様相――中村正常を中心に――」（『文藝

言語研究 文藝篇』1998年10月）において、「ナンセンス文学」の特徴の一つ

として「モダン・ガールやモダン・ボーイたちの軽妙な対話を中心に構成さ

れる」ことを挙げている。 
20 杉山千鶴「躍動する脚―1930年代浅草のレヴュー・ダンサー―」『現代スポ

ーツ評論』2008年11月 
21 「座談会 浅草を語る」『文学 《特集》浅草と文学』岩波書店、2013年7

－8月 
22 杉山千鶴「関東大震災後の浅草オペラ―歌劇団の地方巡業と上演された舞

踊―」『舞踊學』2002年8月 
23 「モダン都市の映画館」『コレクション・モダン都市文化 第19巻映画館』

ゆまに書房、2006年 
24 星隆造『カフエの経営学』日本前線社、1932年 
25 岡本哲志『「丸の内」の歴史』ランダムハウス講談社、2009年 
26 初田亨「サラリーマンの都市」『繁華街の近代―都市・東京の消費空間』、

東京大学出版会、2004年 
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1、はじめに 

堀辰雄の文学はいつも「軽井沢文学」という名札をつけて語られてきたと

いえる。「軽井沢という風土がなければ堀辰雄の文学は開花しなかった」 1とい

う谷田昌平の指摘は定説として受け入れられており、「堀辰雄は「高原の作家」

とかその文学は「軽井沢文学」とか言われ、毀誉褒貶、よかれ悪しかれ、特

別視されてき」 2たなどの言及からも見られるように、「聖家族」（『改造』1930

年11月）から始まる、堀辰雄文学においての「軽井沢文学」は早くから堀辰

雄文学を代表するものとして位置づけられ、そのイメージは定型化されたま

ま、未だに続いていると考えられる。 

いわゆる「軽井沢文学」が開花する前の初期短編作品については近年に至

ってようやく本格的に研究され始めたといえるが、堀辰雄の初期作品が注目

されなかったことには作家自身の初期作品群に対する否定的認識の影響が大

きいと思われる。そのような「聖家族」以前の初期作品における作家自身の

否定的な認識について、古俣裕介は新興芸術派と見做されることに対して堀

辰雄が懸念していたこと 3からその原因を探している。このように、堀辰雄は

モダニズム的な要素が多く見られる初期作品を認めず「聖家族」を自分の文

学の出発とすることで、自身の文学世界を規定したのである。 4また、堀辰雄

文学には東京と軽井沢を素材としているものが多数あるが、従来の研究にお

いて、堀辰雄の文学における東京及び軽井沢の表象が作家自身の経験に基づ

いたものとしてのみ捉えられ、「生い立ちの空間」としての東京と「憧れと安

住の地」としての軽井沢という、二つの空間における志向性が別々に論じら

れてきたことも、初期作品と「軽井沢文学」の隔たりの一つの原因になって

きたといえよう。 

『美しい村』『風立ちぬ』の作家として知られる堀辰雄は、東京の下町出身

でありながら軽井沢の情趣に傾倒し、軽井沢に親しんだ文学者の代表格とし

て位置づけられているが、一方、彼の初期作品群にはモダン都市東京と都市

で苦悩している都市人の姿が如実に描かれている。「聖家族」以後、モダニズ

ム的な作風で東京を描いた作品が激減し、「軽井沢文学」への移行が目立つよ

うになり、モダニズム小説と呼ばれた初期短編小説群と「軽井沢文学」の間

には大きな断絶が見られるようになる。しかし、初期作品のモダニズム的要

素から「聖家族」以降における「作者の生涯の主題」 5といわれる「死を見入

ることによる生の発見」というテーマへ至るまでの転換期はこれまであまり

注目されてこなかった。 

第2章では、堀辰雄が初めて商業雑誌に発表した、いわゆる文壇デビュー作

である「不器用な天使」から堀辰雄の「軽井沢文学」の始まりといわれる

「聖家族」の間に存在する堀辰雄文学の転換期に焦点を合わせて東京と軽井

沢の表象を包括的に分析した上で、堀辰雄文学における東京離れと軽井沢へ

の移行の過程を考察する。それによって、初期作品から「軽井沢文学」に至
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る道程を明らかにし、その意義を究明したい。 

 

 

2、「不器用な天使」と「ルウベンスの偽画」における東京と軽井沢の空間表

象 

堀辰雄文学における東京離れと「軽井沢文学」への移行過程について考察

するに先立ち、ここでは東京離れが行われる以前に発表された作品に見られ

る東京と軽井沢の表象について考察したい。本格的な考察に入る前に、本論

文における軽井沢について敷衍しておきたいと思う。一般的に用いられてい

る堀辰雄における軽井沢は細かく三つの地域に分類することができる。その

三つの地域は、若き時代に室生犀星や芥川龍之介などと一緒に滞在していた

軽井沢（現在の旧軽井沢地域）と、胸を患って療養のためにサナトリウム生

活を過ごした富士見高原療養所、そして戦時中に疎開してから最期まで過ご

した追分である。いわゆる堀辰雄の「軽井沢文学」においてはサナトリウム

経験をした富士見高原療養所を「軽井沢」として捉えることが多いといえる

が、 6しかし、ここではサナトリウム経験前、室生犀星や芥川龍之介などと一

緒に過ごした軽井沢、すなわち、東京に生まれて育った堀辰雄にとって新経

験・新世界として機能していた軽井沢を考察対象とし、一般に堀辰雄の「軽

井沢文学」の軽井沢として捉えられている空間とは異なっていることを記し

ておく。 7 

以上を踏まえて、第2節では文壇デビュー作であり東京が空間背景になって

いる「不器用な天使」と初期作品において小説全体の空間背景が軽井沢にな

っている唯一の作品である「ルウベンスの偽画」（『作品』1930年5月）に現れ

ている表象を比較分析することで、堀辰雄の初期作品に現れている東京と軽

井沢に対する認識を明らかにする。 

【表1】は「不器用な天使」と「ルウベンスの偽画」に現れている東京と軽

井沢の表象を比較して表に整理したものである。東京と軽井沢は全ての面に

おいて相違を見せているが、まず、東京は乱雑な部屋や、夜の暗闇、退廃的

なカフェやバーなどで象徴されているといえる。東京は疲労・倦怠が現れる

場所として描かれており、カフェやバーは「膨脹した欲望をへとへとにさせ」

る場所、「非常に猥褻な場所」「欲望を吐き出すために一番ふさわしい場所」

として表されて、欲望のための「悪所」として設定されている。それに対し

て、軽井沢においては東京の欲望の空間として設定されているカフェやバー

などは見られず、なおその空間に退廃的なイメージを与える役割を担ってい

た酒や女給の存在も消えて、「牛乳を飲」む「ロツヂ」や「スウプ」を飲む

「食堂」などの食事を目的とする場所が見られるのみである。 8また、小説に

おける時間帯の設定は、東京が主に夜になっているのに対して軽井沢は昼の

イメージが主となっており、その明暗の差異が東京と軽井沢の空間が持って 
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【表1】東京と軽井沢の表象 9 

いるイメージの対比をより引き立てているといえる。 

東京と軽井沢の明暗の対比は色彩によっても現れている。色彩に関する表

現がほぼ登場しない東京の描写に比べ、軽井沢の描写においては、「色とりど

りな服装をした西洋婦人」が虹に例えられており、鸚鵡や向日葵などのあざ

やかな自然のイメージを用いた表現で風景を描写することで、軽井沢に鮮明

な色彩のイメージを付与しているのである。このような自然が持っている色

彩による感覚的な面を強調して軽井沢を表現することは、疲労・欲望・暗闇

などで表現されている東京の都市性への反発に繋がっていると考えられる。 

堀辰雄の初期作品における、東

京の暗くて否定的な認識は、常に

人の感情と共に動いており、「部屋

の倦怠」や悲しみ・苦しみを伴う

夜の散歩、そして「欲望の場所」

として現れているカフェなどで形

象化され、その行動と空間には都

市人における煩悩と欲望を解消し

たいという欲求が投影されている

のである。一方、軽井沢では高級

ホテルに泊まり、西洋人やお嬢さ

んなどの近寄りがたい女性に出会

 東京 軽井沢 

❶公園・庭園 上野公園 庭園 

❷遊楽施設 シネマ・パレス テニス・コオト 

❸飲食 

カフエ・シヤノアル 

小さな酒場
バ ア

 

バア 

ジン・バア 

ロツヂ 

食堂 

❹時間帯 

夜が来ると、僕には僕の悲しみ

がはつきり見え出す 

ある夜 

午前中、彼は長いこと散歩を

した 

昼食 

❺女性 

ウエイトレス 

「ものにしよう」として夢中に

なつてゐる一人の娘 

一人のドイツ人らしい娘 

西洋婦人 

有名な男爵のお嬢さん 

【図1】堀辰雄自筆の軽井沢地図 
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うことができる、美しくて高貴な空間としてのイメージを構築しているとい

える。 

以上に述べた東京と軽井沢における相反するイメージの対比は、女性に対

する表現からより明確に読み取ることができる。 

 

その晩、僕は彼等の一人の槙が彼の「ものにしよう」として夢中になつ

てゐる一人の娘に会つた。…（中略）…槙はひどい空腹者の貪慾さをもつ

て彼女を欲しがつてゐた。         （「不器用な天使」p8） 10 

偶然、女の手と僕の手が触れ合つた。⁄「まあ冷たい手をしてゐること

ね」⁄女は僕の手を握りしめた。僕はそれにプロフエシヨナルな冷たさし

か感じなかつた。しかし僕の手は彼女の手によつて次第に汗ばんで行つた。

…（中略）…僕はその指がまだ白粉でよごれてゐるのに気づいた。 

       （「不器用な天使」pp.29～30） 

 

まず東京における女性は「ものにしよう」とする対象として現れており、

「発作的な欲望」を呼び起こす誘惑的な存在として登場する。しかし、その

誘惑は「プロフエシヨナルな冷たさ」しかないものであり、最後は汚れとし

て残されるものである。「プロフエシヨナルな冷たさ」や汚れは、感情が排除

された形で欲望を消費させることに対する否定的な認識から生じるものであ

り、それは東京の女性像の設定とも関わっている。すなわち、主にカフェや

バーの女給として描かれている東京の女性は、男性の欲望を解消するために

消費される存在として描かれているのである。東京の女性を女給として設定

することによって、消費者である男性と消費される女性の間に存在する欲望

の階級化構図が窺えるのである。 

東京における女性像に欲望のイメージが付随しているとすれば、軽井沢に

おける女性は、「刺青をした蝶のやうに美しい」「有名な男爵のお嬢さん」や

「西洋の小説のやうに美しかつた」「一人のドイツ人らしい娘」などの近寄り

がたい憧れの対象として描かれており、男性は専ら女性の美しさを賛美する

存在として現れているといえる。そして、男性にとってその美しさは欲望の

対象ではなく、神々しくて「犯し難い」ものとして認識されているのである。 

 

彼女の顔はクラシツクの美しさを持つてゐた。…（中略）…彼はいつも

こつそりと彼女を「ルウベンスの偽画」と呼んでゐた。 

       （「ルウベンスの偽画」） 

 

東京の女性が持っているエロティシズムは軽井沢の女性において排除され

ており、その「犯し難い」存在に圧倒された男性の欲望は生命力を得ること

ができなかった。その結果として、男性は軽井沢の女性の美しさを剝製にし
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て「ルウベンスの偽画」という形にしてしまったのである。 

以上に見てきた欲望の問題の他に、軽井沢における男性と女性の関係にお

いて東京と明確な異なりを見せているのが女性優位の構図である。軽井沢で

出会った女性を見る男性の語り手「私」の視線は常に上を向いている。「天使

のやうに、彼等の方を見下ろしてゐる彼女の母」や「彼はほとんど見上げる

やうにしなければならない若い西洋人の女の顔はいかにも神々しく」という

文章から読み取れるのは、汚れとして現れる欲望から守られた軽井沢の女性

は神聖なる存在として男性の視線の上に立っているということにほかならな

い。 

この軽井沢における女性優位の構図は、東京には見当たらないものである。

東京における男性の視線と女性との関わりについては、「カジノ・フォーリー」

の劇場が舞台となっている「水族館」によく現れている。「水族館」に登場し

ている劇場は、観客が舞台に近づくと「ほこりを吸わなければならない」た

め、2階にいる男性観客が踊り子たちを「真上から、見下ろ」す構図になって

いる。この男性の視線における「見上げる―見下ろす」という構図の対立と

「神聖なるもの」と「欲望による汚れ」として対比されている女性のイメー

ジが、東京と軽井沢における階層化された男女の関係の相違を現しているの

である。 

以上をまとめると、東京は欲望の空間として描かれており、そこには欲望

の対象になって男性に消費される存在としての女性が登場する。一方、軽井

沢は西洋の異国町として描かれ、そこで女性は憧れを持たせる犯し難い存在

として描かれている。このような空間の設定による東京と軽井沢のイメージ

は堀辰雄文学全般において典型化され、さらに東京と軽井沢における女性像

の対比が各々の空間のイメージを固定させる結果となったといえよう。東京

と軽井沢において、男性の視線によって対象化された女性像を空間を表す一

つの地表として捉えた時、軽井沢の女性優位構図と東京の男性優位構図は、

堀辰雄の初期作品において軽井沢が東京より優位にあることを現しているの

である。 

 

 

3、東京離れの意思表明としての「水族館」 

堀辰雄における「軽井沢文学」への移行を考える上で「水族館」と「聖家

族」はとても重要な意味を持っている作品であるといえる。「水族館」を最後

に、モダン都市としての東京は堀辰雄作品から見られなくなり、「聖家族」は

「軽井沢文学」の始まりといわれているからである。すなわち、「水族館」と

「聖家族」は堀辰雄文学の転換点に位置しているのである。 

「水族館」において、他の堀辰雄文学と比べて最も異質的なのは、観察者

の視点で書かれているということである。堀辰雄の作品には人物の心理や
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「意識の流れ」をありのまま語るという叙述方法を用いたものが多い。一方、

「水族館」には悩まされる東京人の観察者として語り手である「私」が登場

するが、「私」は自分の内面を語るのではなく、あくまでも対象を観察したも

のを語ることに留まっている。たとえば、「不器用な天使」などでは、恋に挫

折した人の心理状態が当事者の立場から細かく述べられているのに対して、

「水族館」においては、「彼はまだその踊り子を手に入れることが出来ないと

元気なく答へた」などの表現からも窺えるように、語り手が心理まで入らず

に目に見えている状況を第3者の立場で伝えることに留まっているのである。

また「私」が男装した女の後ろについていくという場面においても、追跡と

観察という行為のみに焦点が当てられ、初期短編に頻繁に登場する、歩きな

がら展開される都市人の想念は排除されている。「水族館」において、語り手

「私」の観察によって都市人が相対化・客観化されているのである。このよ

うなことから、ここでは観察者の「私」が何を見て観察していたかに注目し

て「水族館」における堀辰雄の東京認識について迫ってみたいと思う。 

浅草が舞台となっている「水族館」において、水族館は魚の泳いでいるの

を見たことがない「ほんの名ばかり」の場所として現れており、女を追跡し

た日にたどり着いた「昔の日活の撮影所」は「硝子はほとんど全部割れてゐ

る」廃墟として描かれている。堀辰雄が描いている浅草はすでに衰退の道へ

入った浅草であり、衰退した東京の象徴であったのである。 

 

大正八年に出た添田さつき作詞・ジョージア・マーチ作曲『東京節』と、

昭和四年の西條八十作詞・中山晋平作曲『東京行進曲』との落差は(中略)

「繁華な浅草」が「忍び逢い」に適した「いきな浅草」として認識されて

きたのは、巨視的にみれば隅田川の汚染と別のことではなかったのである。

端的にいえば浅草の衰亡が同時に爛熟を意味し、江戸の町人が「いき」で

あったのとはやや別の意味で、逆説的に「いき」として感受されてきたで

あろうことは想像にかたくない。 11 

 

関東大震災後の浅草の衰退については、上に引いた磯田光一の論を始め、

「浅草が、民衆娯楽地として凄まじいばかりの活気を見せ、あらゆる階層、

世代を呑み込みながら、「若々しく溶々たる大河のやうに押し進んで」いった

のは、関東大震災の前までである」という吉見俊哉の指摘 12など、すでに様々

な研究者によって指摘されてきた。また、第1章において述べたように、「水

族館」が収められている『モダンTOKIO円舞曲』（春陽堂、1930年）の他の作

品からも、文学者たちが当時、浅草の衰退について共通した認識を持ってい

たことが確認できる。堀辰雄はこのような同時代における共通した認識の中

で、東京の零落を代弁する空間として関東大震災後の、衰退していく浅草を

選択したのである。しかし、「水族館」における東京の零落を窺わせるのは浅
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草だけではない。 

 

その客といふのは、一人の男装した若い女だといふのだ。…（中略）…

しかし、その女給はむしろその変態的な女に同情を持つてゐるらしかつた

ので、その話は私にも気持よく聞けた。私は訊いた。/「一体その女は何

なんだい?」/「華族の令嬢なんですつてさ。だけど、誰も本当にはしてゐ

ませんの。なんでも、ほんとは、女記者だつて評判ですわ」 

           （「水族館」pp.67～68） 

さういふ人々の間で、私は、屋根のてつぺんに何やら異常な声で叫んで

ゐる彼女を聞きながら、私自身がなんだか死と向きあつてゐるやうな嘔吐

を感じてゐた。                    （「水族館」p73） 

 

上の引用文に出てくる「変態的な女」は 「男装した若い女」で水族館の踊

り子に夢中になっている女記者である。彼女は同姓愛関係にあった踊り子に

失恋したことで気が狂ってしまい、ピストルを持って屋根の上に上り暴れた

あげく、下に落ちてしまう。ここに見られる、上流社会の女性が「変態的な

女」になり、結局その醜態をさらして転落するという話は、エリートから変

質者という社会的な転落と屋根の上から下への墜落という二重の転落の構図

を持っているといえる。そしてその転落は女の過度な欲望への罰であり、女

の悲劇は欲望だけが膨らんでいく東京の悲劇と重なっているのである。 

「水族館」は、「「まだ生きてゐるぞ!」と人々の叫んでゐるのを、ぼんやり

耳にしながら、私は眼をつぶつたまま、そこを立ち去つて行くよりほかはな

かつた」という「私」の言葉を最後に終わっている。この最後における女の

死は東京の零落のメタファーであり、「生きてゐる」と知らされても死への予

感から来る嘔吐にたえられない「私」には、「墜落」したとしてもまだ「生き

てゐる」東京を離れる堀辰雄が投影されているのではないか。「水族館」は堀

辰雄における東京離れの意思の現れなのである。 

 

 

4、堀辰雄の東京離れ―アメリカニズムに支配された東京からの脱出 

「水族館」に現れている零落した東京の表象が、東京離れに対する堀辰雄

の意思を表明しているものであるとしても、そこから「軽井沢文学」への移

行にはもう一つの隠された問題が存在していると考えられる。 

 

岡田三郎：日本のモダニズムと云ふのはアメリカから入つて来た。つまり、

一種のアメリカニズムの影で出来たものゝやうに考へられるが、それがだ

ん〳〵日本流に進化して、やがて日本のモダニズムと云ふのが出来かゝつ

て行くのぢゃないかと思ふ。 13 
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龍胆寺：大阪の道頓堀のカッフェ街って奴は実にひどいですね。驚いてし

まった。 

浅原：しかし現在の東京でも大阪でも大体そうだろうと思うが、過去の享

楽設備が滅びて新しい享楽設備というものは完成していない。新旧交々、

目茶苦茶だと思う。 

…（中略）… 

川端：それじゃ、浅原君は新しい享楽機関としてどういうものがほしいと

思う。 

浅原：例えば、銀座の横に大きなすばらしいビルディングが出来る。享楽

デパートというような、その中にはマニキュアもある。風呂もある。ダン

ス場もある。カッフェもある。そこにまた静かな部屋もあって、そこで裕

かな時間を過ごさせる大きなデパートのようなもの、そういうようなもの

を都会の中に作るといいと思う。 14 

 

上の文章は1930年「新興芸術派」の作家たちによって行われたモダニズム

に関する座談会の一部である。岡田三郎は日本のモダニズムはアメリカから

流入されて一種のアメリカニズムの影で出来たものであるとして、日本のモ

ダニズムにおけるアメリカの影響について述べている。また、龍胆寺雄がい

う「滅びた過去の享楽施設」に対して、浅原六朗は「享楽デパート」という

言葉で答える。日本のモダン文化を象徴する享楽施設のこれからの代案とし

て提案された「享楽デパート」は巨大化されたマルチ施設であり、「物質的享

楽本位のアメリカナイズ」 15の象徴のように思われる。二つの座談会から、同

時代のモダニズム作家たちが当時の日本モダニズムにおけるアメリカからの

影響を意識しており、その影響は過去に留まらず、これからの一種の志向と

してアメリカニズムがあったことが読み取れる。そして堀辰雄もアメリカニ

ズムを意識していた。 

 

「アメリカの観光団とやらが、今朝、ジゴンを見物に来ましたのぢゃ。

そいで金貨をたんと、ジゴンにやりますのぢゃ。」 /「金貨をかい？」 /

「たんと金貨をの。すると、あいつめ、大喜びしやがつて、そいつをみん

な嚥み込んでしまひましたのぢゃ。それだけならいいがのう。それからと

云ふもの、あいつめは、何をやつても、ほかのものは食ひませんのぢゃ。

そいで金貨ばかりねだりますのぢゃ。わしには、一体、どうなることやら

分からん。――」               （「ジゴンと僕」p457） 

すつかり衰弱し切つたジゴンを眺めながら、彼の苦しげな唸り声を耳に

しながら、僕等は、アメリカ人等の横暴を罵つた。（「ジゴンと僕」p459） 

 



42 

引用は『モダンTOKIO円舞曲』が刊行された同年の1930年5月、『文藝春秋』

に発表された堀辰雄の「ジゴンと僕」の一部である。「うすぐらい海底のやう

に設計されたタンクの中」に眠っているジゴンは、水族館のシンボルとして

宣伝されている。水族館の象徴であるジゴンは「アメリカの観光団」がくれ

た「金貨」を呑み込んでからは、「金貨」ばかりねだるようになって、結局衰

弱し切ってビラからも名前が外されてしまう。「アメリカ観光団」の「金貨」

がジゴンを衰えさせたということは、アメリカ的物質万能主義に対する批判

であると同時に、アメリカ文化の流入への堀辰雄の懸念を窺わせる。そして

その批判と懸念は「僕等は、アメリカ人等の横暴を罵つた」という言葉によ

って明確に現されているのである。 

第1次世界大戦後、飛躍的な成長を成し遂げたアメリカは、吉見俊哉が「二

○年代の世界を席巻していくアメリカニズム」 16と指摘しているように、1920

年代において全世界的にその影響力を増していく一方であった。日本におい

てもその影響力は莫大なものであったが、岡田三郎が述べているようにそれ

はモダン文化にのみ関わるものではなかった。「座談会 近代の超克」 17におい

てアメリカニズムは近代の一断面として取り上げられているが、座談会に参

加した津村秀夫は「アメリカといふものは物質文明と機械文明の素晴しい力

を持って」いると評価しており、鈴木成高は日本におけるアメリカニズムに

ついて「即ち映画を通して日本に影響し、或は資本といふやうな形で、或は

大量生産といふやうな、さういふ形で影響して居る」と述べている。両者が

共通的に指摘しているのは、アメリカニズムが資本と結合した形として現れ

てくるということであり、それは近代の精神的な起源とされてきたヨーロッ

パと背馳しているものである。「ジゴンと僕」には物質文明を先に立たせて入

ってきたアメリカニズムによって衰退していく日本の現状が批判されている

と同時に、資本主義を背負って世界的にその領域を広げていくアメリカニズ

ムから誘発された、ヨーロッパからアメリカへという世代交代への批判も現

れているのである。 

ここで、「水族館と

いつても、それはほん

の名ばかりで、或ひは

私が夜間しか這入らな

いせゐかほとんど水槽

のなかに魚の泳いでゐ

るのをば、私は見たこ

とがないのである」と

いう「水族館」の冒頭

に戻ってみたいと思う。

ほぼ同時期に発表され【図2】「水族館」の挿絵（『モダンTOKIO円舞曲』） 
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た「ジゴンと僕」と「水族館」に共通的に現れている浅草の水族館という空

間を連続線上に置いて捉えると、「水族館」における水族館の衰退――すなわ

ちそれは浅草の衰退であると同時に、東京の衰退でもある――における、ア

メリカによる影響は看過できないものになる。 

堀辰雄は、アメリカニズムに占領された東京から離れ、軽井沢へ向かうこ

とを決心する。日本のモダニズムは、明治時代のエリートたちに享受された

ヨーロッパ的なモダニズム――軽井沢――から、大正・昭和のモダニストた

ちに受け入れられたアメリカ的なモダニズム――東京――へ移行していった

といえる。その中で堀辰雄文学はアメリカ/東京から、ヨーロッパ/軽井沢へ

逆行するのである。そしてそのヨーロッパへの志向は堀辰雄文学の典型的な

ものとして位置付けられるようになる。 

 

 

5、「聖家族」に現れている第3の空間 

「水族館」を通じて東京に惜別を告げた堀辰雄文学が、最終的に「軽井沢

文学」へたどりつくための前段階ともいえる「聖家族」には、初期作品にあ

まり見られなかった東京と軽井沢による空間の交錯が見られる。最初、扁理

と軽井沢で出会った細木夫人とその娘である絹子は、「一人の貴婦人」、「非常

に神聖な、美しい」などの言葉で表現される典型的な軽井沢の女性として描

かれているが、彼女たちが住んでいるところは東京なのである。 

 

細木夫人の部屋は、彼の夢とは異つて、装飾などもすこぶる質素だつた。

決してイギリス風でも、巴里風でもなかつた。そしてそれは彼に何となく

一等船室のサロンを思はせた。            （「聖家族」p133） 

「庭をごらんになりませんか？」…（中略）…少女は、扁理を自分のう

しろに従へながら、庭の奥の方へはひつて行けば行くほど、へんに歩きに

くくなり出した。彼女はそれを自分のうしろにゐる扁理のためだとは気づ

かなかつた。…（中略）…彼もまたいつのまにか不器用に歩き出してゐた。 

                （「聖家族」p137） 

 

細木夫人の東京の家は、「彼の夢とは異つて、装飾などもすこぶる質素」な

「決してイギリス風でも、巴里風でもな」い家であるが、東京においては見

られない、軽井沢の空間の特徴として現れている庭が登場する。また、散歩

に一人の散歩がよく描かれている東京に対し、男女が共にすることで「歩き

にくくなる」というのも軽井沢特有のものであるといえる。 18すなわち、東京

での彼女たちの家は完全に優雅でヨーロッパ的な、堀辰雄の典型的な軽井沢

のイメージからは離れているが、東京にありながら軽井沢の特性を持ってい

る、東京と軽井沢が交差している中間地帯として描かれているのである。 
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しかし、「一等船室のサロン」のような部屋で、扁理は「船酔」を感じる。

この「船酔」は軽井沢と東京の中間地帯である細木夫人の家に対して扁理が

感じている異質感の発露であり、その異質感は、扁理にとって現実空間であ

る東京と理想化された空間である軽井沢の交錯から来ている違和感であると

思われる。また、「船酔」が「さういふ環境」から来ているだけではなく「出

来るだけ自分の年齢の上に背伸びをしてゐるため」感じていると語られてい

るのは、作家自身の経験と深く関わっているといえる。 

 

一日ぢゆう、彷徨ついてゐる。みんな、まるで活動写真のやうなものだ、

道で出会うものは、異人さんたちと異国語ばつかりだ……ことに夜の主の

彷徨は、たまらなくいい。僕の散歩のお友達は、舶来の煙草と詩人犀星だ。

また光栄なことには、市川左團次と同宿のことである。今夜、音楽会があ

る、心ゆくまで異人さんの匂ひをかいでやらう。 19 

 

すこし贅沢し過ぎたやうだが、勘弁して下さい。なにしろ、一流の生活

をみんなとしてゐるんだから。さうして、この八十円のお蔭で、僕もだい

ぶ一流の人々に可愛がられたんだから。いくらか堀辰雄も有名になつたん

だよ。 20 

 

軽井沢で夏を過ごすようになって間もない頃、堀辰雄は神西清と父にはが

きを送っていた。有名人を相手にしながら異国的なことを存分に味わってい

た堀辰雄が、父に宛てた文面通り「一流の生活」を楽しんでいたことは書簡

から窺うことができる。その中にある「僕もだいぶ一流の人々に可愛がられ

たんだから。いくらか堀辰雄も有名になつたんだよ」という言葉は、軽井沢

経験が堀辰雄に一種の特権意識を持たせたことを現しているが、その特権意

識は一緒にいた「一流の人々」から来ているといえる。堀辰雄が軽井沢で一

流の先輩たちに追いついていこうと「背伸び」をした記憶は、「聖家族」にお

いてそのまま扁理に転移されているのである。すなわち、扁理の「船酔」は、 

軽井沢経験による特権意識がすでに自分の中に芽生えていた堀辰雄の現実

――東京――と理想――軽井沢――の間の違和感であるのみならず、堀辰雄

の「背伸び」から来る疲労感の現れでもあると考えられる。 

東京と軽井沢に挟まれて「船酔」という不安な心理を見せていた扁理が、

師匠であった九鬼の死の不安から逃げて生を見出したところが、「何かの薬品

の名を思ひ出させるやうな名前の、小さな海辺の町」であったというのは注

目すべきことだと思われる。その町で扁理は「犬の死骸をぢつと見入りなが

ら、次第にいきいきと自分の心臓の鼓動するのを感じ出」す。「聖家族」以降

に展開される堀辰雄の「軽井沢文学」の一貫したテーマである「死を見入る

ことによる生の発見」が行われた場所は東京でもなく軽井沢でもない第3の空
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間なのである。 

 

 

6、おわりに 

第2章では、堀辰雄の作品に現れている東京と軽井沢の表象を分析し、考察

することで、従来、断絶されているものとして論じられてきた初期作品群と

「軽井沢文学」を繋ぐ、東京から軽井沢への移行過程を明らかにすることを

試みた。 

堀辰雄の文学活動は東京を描くことから始まり、「ルウベンスの偽画」から

その舞台が軽井沢に移り始める。「水族館」における東京離れと「聖家族」で

の第3の空間の発見以後、堀辰雄が東京のモダニズムを書くことはなかった。

そして初期作品に堀辰雄が描いた軽井沢は「聖家族」における第3の空間の発

見後、「軽井沢文学」の軽井沢、すなわち富士見高原療養所に変わっていき、

軽井沢という名前――具体的な地名――も作品からその姿を消すようになる。 

「聖家族」は芥川龍之介の自殺の目撃者としての堀辰雄が、師匠の失敗を

繰り返さないために書いた一種の宣言書として捉えられ、この点は従来の先

行研究においても指摘されてきた。しかし、「聖家族」には堀辰雄の独り立ち

宣言――または九鬼・細木夫人から扁理・絹子という世代の交代ともいえる

もの――以外にも、東京と軽井沢から、「死を見入ることによって生を見出す」

ことができる第3の空間へ、という移行を読み取ることができる。 

すなわち、堀辰雄の東京離れと「軽井沢文学」への移行の間には第3の空間

の発見が位置しており、第3の空間を見出した後に作品から地名がなくなった

ことは堀辰雄文学において現実の空間が消えたことを意味している。「聖家族」

以降、堀辰雄は具体的な地名を避けてイニシャル化することによって、小説

の舞台を実在する現実空間から虚構化された創作空間へ変貌させることで

「軽井沢文学」を作り上げたのである。 

 

 

                                           

1 谷田昌平「堀辰雄と軽井沢」『国文学解釈と教材の研究』1962年3月 
2 池内輝雄「堀辰雄と東京・浅草」『学士会会報』2005年7月 
3 古俣裕介は「『不器用な天使』」（『国文学解釈と鑑賞 特集堀辰雄の世界』19

96年9月）で「堀自身は新興芸術派系の作家と見做される嫌悪感から、以後

『不器用な天使』所収の短編作品群を単行本や全集の中から排除した」と述

べている。 
4 古俣の他に、堀辰雄自身の初期作品に対する否定的な認識について言及して

いるものとして海野弘の論を挙げることができる。海野弘は「都市へのわか

れ」（『モダン都市東京――日本の一九二○年代』中公文庫、1988年）で「つ
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まり、堀辰雄は、『水族館』を自分の作品として認めたがらなかったわけであ

る。あくまでも彼は、『風立ちぬ』や『美しい村』『菜穂子』の作家として認

められたかったのだろう」と指摘している。 
5 中村真一郎はこの点について「「聖家族」は、作者の生涯の主題の最初の現

れであり、又、生涯の目的であったロマン
、、、

（長編小説）形式の、世界最初の

実現である」と指摘し、堀辰雄文学の始まりとしての「聖家族」の重要性に

ついて言及している。（「ロマンの発展「聖家族」から「万葉小説」まで」『堀

辰雄展―生涯と芸術』神奈川文学振興会、1988年） 
6 堀辰雄の「軽井沢文学」について言及する際、作家のサナトリウム経験を中

心に書かれた作品を「軽井沢文学」として見なす研究者の中の一人である竹

内清己は「堀辰雄における《場所》のセンス」（『文学構造 作品のコスモロ

ジー』おうふう、1997年）で「無論軽井沢は大正十二年の夏、室生犀星につ

れられて初めて訪問して以来毎年行っており、作品に反映しているが、それ

が文学の中心になる時代は、昭和六年の富士見高原療養所入院、退院以後と

考える」と指摘している。 
7 堀辰雄における軽井沢滞在と創作活動の年譜を章末に「参考資料Ⅰ」として

付しておく。 
8 ここでは小説を分析対象にしているが、堀辰雄の詩にはこのようなイメージ

がより明確に現れている。「天使達が/僕の朝飯のために/自転車で運んで来る

/パンとスウプと/花を/すると僕は/その花を毮つて/スウプにふりかけ/パン

に付け/さうしてささやかな食事をする」（「詩集」『堀辰雄全集 第4巻』筑摩

書房、1996年。原題は「天使達が……」、初出は「驢馬」（1927年2月）） 
9 【表1】に記載している箇所について、該当文章全体と作品名をまとめたも

のを「参考資料Ⅱ」として章末に記しておく。 
10 堀辰雄の作品の引用は、「不器用な天使」「ルウベンスの偽画」「水族館」

「聖家族」は『堀辰雄全集 第1巻』（筑摩書房、1996年）、「ジゴンと僕」は

『堀辰雄全集 第4巻』（筑摩書房、1996年）によるもの。 
11 磯田光一「関東大震災と『東京行進曲』」『思想としての東京』国文社、198

9年 
12 吉見俊哉「盛り場の一九二○年」『都市のドラマトゥルギー―東京・盛り場

の社会史―』河出書房新社、2008年（初版は弘文堂、1989年） 
13 「モダニズム文学及び生活の批判 第七十八回新潮合評会」『新潮』1930年

2月 
14 「享楽地漫談会」『近代生活』1930年3月 
15 寺崎隆吉「恐るべきアメリカニズムの横行」『醸造学雑誌』1927年 
16 吉見俊哉「盛り場の一九二○年」前掲書 
17 『文学界』1942年9，10月 
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18 東京での散歩は主に一人の男性によって行われ、その特徴としては見知ら

ぬ女性を追跡するパターンがよく見られるといえる。軽井沢における散歩の

場合は、男女が互いを意識することで「歩きにくくなる」ことがよく見られ

る。 
19 堀辰雄「神西清宛（はがき）」『堀辰雄全集 第8巻』筑摩書房、1997年 
20 堀辰雄「父への手紙」上掲書 
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・参考資料Ⅰ――堀辰雄における軽井沢滞在と創作活動の年報 

年度 軽井沢滞在 創作活動（小説） 

1921年  11月 清く寂しく（蒼穹） 

1923年 室生犀星に伴われて初

めて軽井沢滞在。8月、

10日間ほど滞在。 

 

1924年 8月、金沢からの帰路軽

井沢の芥川龍之介のも

とに立ち寄る。 

 

1925年 軽井沢に部屋を借りて7

月9日から9月上旬まで2

ヶ月ほど滞在。この時

か ら 長 期 滞 在 が 始 ま

る。 

9月 甘栗（山繭） 

1926年 該当なし 3月 風景（山繭） 

6月 土曜日（山繭） 

1927年 該当なし 2月 ルウベンスの偽画（山繭）＜第１稿＞ 

6月 即興（山繭）→眠り→眠りながら 

1928年 8月末、10日間ほど軽井

沢滞在。 

 

1929年 該当なし 2月 無器用な天使（文藝春秋） 

＜目次のみ「無器用」＞ 

9月 刺青した蝶（婦人サロン） 

10月 眠つてゐる男（文学）→眠れる人 

1930年 7月、8月と2回軽井沢に

行く。 

2月 ヘリオトロオブ（文学時代） 

3月 ネクタイ難（新青年） 

   眠り（詩と評論）＜再＞→眠りながら 

   風景（文学）＜再＞ 

4月 手のつけられない子供（文学時代） 

5月 ルウベンスの偽画（作品）＜完稿＞ 

   ジゴンと僕（文藝春秋） 

    死の素描（新潮） 

    水族館（『モダンTOKIO円舞曲』） 

7月 鼠（婦人公論） 

11月 聖家族（改造） 

1931年 4月から 6月まで信州富

士見の高原療養所に入

6月 羽搏き（週刊朝日）→羽ばたき 

12月 恢復期（改造）→病める人→恢復期 
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院。その後、8月から10

月まで軽井沢滞在。 

    あひびき（文科） 

1932年 7月末から 9月初めまで

軽井沢に滞在。 

1月 燃ゆる頬（文藝春秋） 

    病める人 

（年刊「小説」＜「詩と詩論」別冊＞） 

＜再＞→恢復期 

3月 花売り娘（婦人画報） 

→Say it with Flowers 

6月 馬車を待つ間（新潮） 

   とらんぷ（婦人サロン） 

7月 花を持てる女（婦人画報） 

9月 麦藁帽子（日本国民） 

1933年 6月から 9月まで軽井沢

に滞在。 

1月 顔（文藝春秋） 

9月 旅の絵（新潮） 

美しい村（改造） 

→美しい村（『美しい村』） 

夏（文藝春秋）→夏（『美しい村』） 

1934年 7月、信州追分に行く。

以降、居住を徐々に追

分に移し、 1937年には

年の大半を追分で過ご

す。 

1月 鳥料理（行動） 

2月 挿話（文学） 

→秋（『幼年時代』三つの挿話） 

   従姉(若草) →昼顔 

（『幼年時代』三つの挿話） 

3月 暗い道（週刊朝日） 

→暗い道（『美しい村』） 

10月 物語の女（文藝春秋） 

※『堀辰雄全集 別巻二』（筑摩書房、1997年）を参照。「→」は改題を示す。 

 

 

・参考資料Ⅱ――＜表1＞に記載されている箇所の全体文章と作品名 

❶公園・庭園 

東京 

・近道をするために自動車は上野公園の森の中を抜けて行くのである。（「不

器用な天使」p13） 

 

軽井沢 

・彼女はまだ庭園の中にゐた。（「ルウベンスの偽画」p90） 

・しかし、二人はもつと庭園の中にゐたかつた。（「ルウベンスの偽画」p91） 
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❷遊楽施設 

東京 

・シネマ・パレス。エミル・ヤニングスの「ヴアリエテ」。（「不器用な天使」

p24） 

軽井沢 

・ホテルの裏のテニス・コオトからはまるで三鞭酒を抜くやうなラケットの

音が愉快さうに聞えてくるのである。（「ルウベンスの偽画」p101） 

 

 

❸飲食 

東京 

・カフエ・シヤノアルは客で一ぱいだ。（「不器用な天使」p7） 

・時々、歩道に面した小さな酒場
バ ア

が僕を引つぱりこむ。煙りでうす暗くなつ

てゐるその中で、僕は僕のテイブルを煙草の灰や酒の汚点できたなくする。

（「不器用な天使」p15） 

・一週間ばかり神戸へ行つてゐて、毎日バアを歩き廻つては、あいつの膨脹

した欲望をへとへとにさせてゐたんださうだ。もうすつかり腹の虫が納まつ

たやうな顏をしてゐる。（「不器用な天使」p17） 

・「ジン・バアか」友人は剃刀を動かしながら、それに応じた。/僕のはじめ

て聞いたバアの名前。僕の想像は、そこに非常に猥褻な場所のやうに描き出

す。僕はさういふ「悪所」を、彼の中に鬱積してゐる欲望を槙が吐き出すた

めには一番ふさわしい場所のやうに思つた。（「不器用な天使」p28） 

 

軽井沢 

・そして、とあるロツヂの中で冷たい牛乳を飲みながら、しばらく休むこと

にした。（「ルウベンスの偽画」p96） 

・それから彼等は食堂へ入つて行つた。（中略）彼はスウプを匙ですくひなが

ら、思はずその手を休めて、自分自身のことを考へた。（「ルウベンスの偽画」

p103） 

 

 

❹時間帯 

東京 

・太陽の強烈な光は、金魚鉢の中の金魚をよく見せないやうに、僕の心の中

の悲しみを僕にはつきり見せない。そして暑さが僕のあらゆる感覚を麻痺さ

せる…（中略）…が夜が来ると、僕には僕の悲しみがはつきり見え出す。一

つづつ様々な思ひ出がよみがへつてくる。（「不器用な天使」p14） 
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軽井沢 

・午前中、彼は長いこと散歩をした。そして、とあるロツヂの中で冷たい牛

乳を飲みながら、しばらく休むことにした。（「ルウベンスの偽画」p96） 

 

 

❺女性 

東京 

・その晩、僕は彼等の一人の槙が彼の「ものにしよう」として夢中になつて

ゐる一人の娘に会つた。（「不器用な天使」p8） 

・別の夜、一人のウエイトレスが僕に言ふ。…（中略）…僕はその女を軽蔑

して、何も返事をしないでゐた。（「不器用な天使」p20） 

 

軽井沢 

・その自動車が軽井沢ステエシヨンの表口まで来て停まると、中から一人の

ドイツ人らしい娘を降した。（「ルウベンスの偽画」p87） 

・その郵便局の前には、色とりどりな服装をした西洋婦人たちがむらがつて

ゐた。（「ルウベンスの偽画」p88） 

・それは毎年この避暑地に来る或る有名な男爵のお嬢さんであつた。（「ルウ

ベンスの偽画」p94） 
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1、はじめに 

1930年代は様々なジャンルの雑誌の創刊や刊行が盛んになった時期であり、

「昭和モダニズム」を標榜する雑誌も多数創刊された。しかし、時代を代表

する「モダン」という言葉をかかげて昭和初期に創刊された雑誌はいつから

か世の中からその姿を消し、今やその実物を確かめるのも容易ではない。そ

のような現状において、唯一現在もよく名前が言及されている雑誌が『モダ

ン日本』である。 

『モダン日本』はこれまで馬海松という朝鮮人が編集長を務めたことや臨

時増刊号『モダン日本 朝鮮版』を刊行して当時の「朝鮮ブーム」の一助と

なったことを中心に研究され、1930年代の大衆雑誌として『モダン日本』に

注目し綿密な分析を行っている研究は乏しいといえる。しかし、他の「モダ

ン」系雑誌の寿命が短かった中、『モダン日本』のみが約13年間刊行され続け

たことは注目に値すると考えられる。 

第3章では1930年代の「モダン」の実態を窺う糸口として「モダン」系雑誌

に注目し、その中でも最も大衆に支持されたと考えられる『モダン日本』を

重点的に取り上げて、他の「モダン」系雑誌との比較を行ったうえで、『モダ

ン日本』が駆使していた戦略を綿密に分析する。とりわけ、読者との関わり

方を中心とした分析を通じて、『モダン日本』が持っていた雑誌メディアとし

ての可能性を提示したい。 

 

 

2、1930年代における「モダン」系雑誌 

『モダン日本』に関する先行研究では、『モダン日本』が1930年代の代表的

な「モダン」系雑誌であるということと、編集者の馬海松が朝鮮人であった

ことに焦点が当てられてきた。前者は、菊池寛との関わりや創刊号の内容や

目次についての紹介が多く見られ、後者は『モダン日本  朝鮮版』を中心と

してポストコロニアル的な観点に重点を置いて論じられてきたが、これらの

先行研究においては『モダン日本』の文壇史的な意味と雑誌自体が持ってい

る資料としての可能性には注目されているものの、その内実――『モダン日

本』が貫いていた「モダン」的要素とその受容――の分析には至っていない

と考えられる。『モダン日本』が追求した「モダン」が如何なるものであった

か、また1930年代の他の「モダン」系雑誌と比較してその特質を究明するた

めに、まず1930年代の雑誌界における状況を踏まえたうえで「モダン」系雑

誌をめぐる状況について説明しておきたい。 

永嶺重敏は「近代の読書過程を大きく二段階に分けて」おり、「第一段階は

都市中産層や知的エリート層を中心に「近代的」な読者公衆が形成されてい

く過程、第二段階は読者層がさらに広く大衆的に拡大していく過程」として

捉えているが、 1その第二段階への変化に大きな役割を果たしたのが円本と大
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衆雑誌である。1930年代を取り巻いていた大衆雑誌界の状況を見てみると、

大衆娯楽雑誌の代表格『キング』と大正末期から急激な発展を成し遂げた婦

人雑誌が雑誌界を牽引し、その後をあらゆるジャンルの群小雑誌が追ってい

る形勢であったといえよう。『キング』は「一家に一冊」というスローガンの

下で「空間的な意味で「日本の隅々まで」浸透する雑誌を目指しただけでは

なく、読者対象においても、階層、世代を限定せず、あらゆる層を対象」  2と

して、地域においても読者においてもとにかく広い範囲――都市と地方、知

識層と下層民――が網羅できる雑誌作りを行っていた。それに対し婦人雑誌

は「読者の系列化・組織化という営業政策を強引に推進して、発行部数を飛

躍的に増加させた」  3のである。 

このような読者組織化の動きは近代の少年・少女雑誌及び婦人雑誌によく

見られ、読者欄を中心に編集者との交流や読者同士の交流などが活発に行わ

れていたのである。それらの雑誌の読者欄において、読者自らが読者同士の

共同体を形成しようとして他の読者に呼びかけたり地域の中で愛読者の共同

体を組織したりすることを試みているが、 4木村涼子はこの点について『〈主

婦〉の誕生―婦人雑誌と女性たちの近代』（吉川弘文館、 2010年）で読者が

「意識上の集団」に対して帰属していくメカニズムが存在していたと指摘し

ている。木村は「大正後期から昭和初期にかけての読者欄には、読者一般、

読者全体を「層」として意識する投書が徐々に増えて」いくことに触れなが

ら、「同じ世界や価値観を共有しているという連帯感のようなものが生まれつ

つあ」り、「『主婦之友』を通じて、空間的な距離を越え、実際の接触を経る

ことのない「顔の見えない」他者との何らかのつながりをもっているという

「誌友」意識が成長している」と述べている。この「意識上の集団」は、大

正末期から各雑誌社が文化事業に力を入れることによって、「より本格的に愛

読者の組織化・系列化」がなされることになる。1930年代の雑誌メディアは、

個人の読書経験が集団の一人としてのアイデンティティの確保に繋がってい

く契機の一つとして存在していたのである。 

このようなメディアと読者との関わりの他に、 1930年代の雑誌における特

色については、メディアミックスや消費文化と関連づけて述べることができ

る。まず、流行歌の流行に伴い「キングの歌」のように雑誌の歌を作ってレ

コードを出すことが流行った。また、雑誌本体に何冊にも及ぶ付録の冊子を

付けて雑誌の売り上げの促進を図ったのも1930年代のことである。以上のよ

うな1930年代における雑誌メディアの状況を捉えた上で、「モダン」系雑誌は

如何なる動きを見せていたのかについて考察してみたい。 

【表1】は東京堂の『出版年鑑』に刊行の記録が残っている「モダン」系雑

誌を整理したもので、佐々木靖章の「幻の雑誌ならぬ『モダン東京』」（『日本

古書通信』2002年2月）と「戦前の「モダン」名の雑誌」（『日本古書通信』20 
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雑誌名 創刊年月 内容 5 所蔵先 

モダン 

1927.11 

(『私語』から

改題） 

 

群馬県立土屋文明記念文

学館 

1927年11，12月 

モダンウーマン 1929.12   

モダン日本 1930.10 

モダンな世相に触れ

た読物随筆小説等を

載せた雑誌 

国立国会図書館  他 

1930～1942年刊行のもの

 多数 

モダン金沢 1930.?   

モダン風 1931.6  

日本近代文学館・熊本県

立図書館 

1931年6月創刊号 

モダン博多読本 1932.?   

モダン満州 1932.?   

モダン東京 
1932 

または1934.4 
 

日本近代文学館 

1935年 3月、 1 9 3 6年 6，

8，10月 

モダン・ダンス 1933.2  

群馬県立土屋文明記念文

学館 

1933年2月創刊号 

モダンライフ 1933.3  

熊本県立図書館 

1933年3月創刊号 

群馬県立土屋文明記念文

学館 

1933年3月創刊号、4月 

モダンガイド 1933.5 

政治社会映画旅行レ

ビユー其他の案内記

事収載 

 

モダンスポーツ 1934.1 
読物としてのスポー

ツ記事を収めた雑誌 

 

モダン・マガジン 1934.6   

モダン・ロマンス 1935.1 
尖端的記事や読物を

収めた雑誌 

 

モダンライフ 1935.2 
軽い読物と画報を収

めた一般的娯楽雑誌 

 

モダン大衆 
1935.7 

または8  

軽い読物、小説等を

収録せる娯楽雑誌 
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モダン横浜 1936.1 

小説、流行、シネマ

等軽い等の
マ マ

読物を収

録せる雑誌 

横浜市立図書館 

1936年1月創刊号 

モダン・ライフ 1937.12 
尖端的ニュースと読

物の雑誌 

 

【表1】雑誌名に「モダン」が付く雑誌 

 

02年5月）を参考にした。【表1】を見ると、現在において刊行されたという記

録または実物によってその存在が確認された「モダン」系雑誌は 18種類であ

るが、実物の確認ができていない雑誌も多く含まれている。個人の蔵書を除

き、公共図書館や文学館などで実物が確認できる雑誌は7誌に過ぎず、所蔵さ

れているといっても巻数が少ない中で、国立国会図書館に唯一所蔵されてい

る雑誌が『モダン日本』であり、その数も約120冊に上る。 

また、「モダン」系雑誌はその出版事情が明らかになっていないものも多く、

創刊時の情報が交錯しているものや同じタイトルの雑誌がいくつも存在し、

雑誌の名前のみでは区別がつかないものもある。 6例えば、雑誌『モダンライ

フ』は、『出版年鑑』によれば、1933年に創刊されたものと1935年に創刊され

たもの、そして1937年に創刊されたものが存在するが、この3つの雑誌を刊行

している出版社は東栄閣、ストアガイド、モダン・ライフ社 (年代順)と名称

が異なっており、その住所も異なっている。また、価格においても差が見ら

れるため（1933年創刊のものは50銭、他の2つは10銭）、3つの『モダンライフ』

は各々異なる雑誌であると考えられる。その中で、現在、実物が確認できる

のは1933年創刊の『モダンライフ』のみである。 

以上に見られる情報の不確かさというのは、「モダン」系雑誌が後世に残り

にくい大衆雑誌であるという雑誌の性格上の問題と、雑誌の規模が小さかっ

たという出版事情に起因するものだといえる。当時の発行部数を見ると、『モ

ダン大衆』（1935年12月号）の1500部、『モダン横浜』（1936年1月創刊号）310

0部、『モダンライフ』（1936年9月号）1万部、『モダンロマンス』（1937年10月

号）2500部などに比べ『モダン日本』は、1937年7月号が5万3800部、1939年8

月号が5万800部とその数自体の差があまりにも大きい。 7確かに発行部数が多

ければ残る数も多くなるというのは容易に推測できるが、しかし、『モダン日

本』が「モダン」系雑誌の中で唯一現在までその存在が忘れられず、生き残

った理由は数量の問題のみではないように考えられる。 

現在、国立国会図書館に所蔵されている『モダン日本』の表紙を見ると、

帝国図書館の購入の印が押されているが、その日付が1931年3月号は昭和6年2

月、1940年9月号は昭和15年8月7日になっていることから、帝国図書館が刊行

当時に毎月『モダン日本』を購入していたことが分かる。田中久徳によると、
8帝国図書館が戦前に行った雑誌資料についての収集方法は寄贈と購入と内務
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省による交付

に分類するこ

と が で き 、

「新聞・雑誌

など逐次刊行

物の場合，内

務省に納本さ

れた資料がす

べて帝国図書

館に交付され

たわけではな」

く、「全体の64％は寄贈，13％は購入によって収集されており」、「内務省から

の資料交付（内交）によるものは，全体の 18％程」である。また、予算と人

力が限られていたため、その必要性を考慮した上で雑誌の収集を行っており、

現在、国立国会図書館においては文芸雑誌のような後代に残りにくい資料の

収集が手薄であることが指摘されている。そのような厳しい状況の中で、『新

太陽』に改題する前の『モダン日本』に関しては約8割が現在国立国会図書館

に所蔵されており、購入した『モダン日本』の大半をまだ所蔵しているとい

うことは、国立国会図書館が『モダン日本』の保存の必要性またはその価値

を認めている証明になると考えられる。 

雑誌そのものがほとんど残っていないため、雑誌の詳細はむろん、その創

刊と廃刊がいつなのかさえ不明確である他の「モダン」系雑誌に比べ、同時

代の雑誌の中でも長年にわたり刊行され続けたことや帝国図書館が直接購入

し、所蔵していた点などから、当時の『モダン日本』が多数の読者に支持さ

れており、ある程度の影響力を持っていたと推測できる。それでは、『モダン

日本』が多くの読者に支持されたのはなぜだろうか。その理由を探るために、

現在において実物が確認できる雑誌を中心に他の「モダン」系雑誌と『モダ

ン日本』の内容的特性について比較分析を行いたいと思う。 

 

 

3、『モダン日本』と他の「モダン」系雑誌の比較 

まず、「モダン」系雑誌の中で『モダン風』『モダン東京』『モダンライフ』

（1933年創刊）の3誌を対象として誌面構成と内容を中心に分析したうえで、

『モダン日本』との比較分析を試みたい。 9 

「モダン」系雑誌は概ね「エロ・グロ・ナンセンス」や近代都市、とりわ

け東京の街に焦点が当てられているといえる。また、共通している特徴とし

てはグラビアに力を入れているということがある。グラビアの内容は各 雑誌

の性格によって少々異なるが、龍胆寺雄や浅原六朗、久野豊彦などの新興芸

【図1】1931年3月      【図2】1940年9月 
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術派作家たちが中心になって作った雑誌『モダンライフ』は「モダン」的な

風物――東京の街並みやモダンボーイ・モダンガールなど――の写真もあれ

ば芸術的な写真もあるのに対し、『モダン風』と『モダン東京』は外国の映画

やレビューなどの写真が主である。また、『モダンライフ』は犯罪に関する物

語や「都市のミステリー」など社会の闇にフォーカスがあてられ、全体的に

暗くて重い内容が多く、女性読者にアピールできるような要素はあまり見当

たらない。『モダン風』にも、浅草の様々なエロの様子について取材した「浅

草のキレッパシ」や女性の身体に注目した文章を集めた「女をのぞく」とい

った企画などを中心に男性の目線を通じてのエロが濃く現れていると考えら

れる。 10しかし、それ

とは対照的に、『モダ

ン東京』は裏表紙が資

生堂の化粧品や香水の

広告になっており、内

容的にも「お嬢さんの

恋」「心なき戯れ」な

どの女性読者向けの作

品や、「デイトリツヒ

が恋人ならば」「フラ

ンチヨツト・トーンが

【図3】『モダンライフ』創刊号（1933年3月） 

【図4】『モダン東京』1936年6月 
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恋人ならば」といったアンケートなど、全体的に恋愛や女性の生活が中心に

なっているといえる。また、『モダン東京』の1935年3月号では「春・おしや

れをしませう」という表題の下に「春は薔薇色」や「今春男子服の二大原則」

などのファッション記事も目立つ。 

このような東京を中心とした「モダン」系雑誌の中で異色的な存在が『モ

ダン横浜』である。『モダン横浜』は「私の熱愛するハマの諸君」という言葉

で始まる主幹横溝三二の「巻頭言」からも窺えるように、横浜の人たちが読

者であることを前提として作られた雑誌である。その内容においても東京の

モダン文化などに触れるよりは、横浜の本牧や大丸谷を背景としている小説

「外人街物語」（槇霜夫）や綱島温泉を紹介している「綱島温泉は招く」、 11

「横浜芸界展望」など、地域色が強く現れているといえる。ここに見られる

『モダン横浜』の特性から、実物が確認できない『モダン金沢』や『モダン

博多読本』、『モダン満洲』など、地方を中心としている「モダン」系雑誌の

様子が推測できると考えられる。 

以上を見れば、「モダン」系雑誌において、各雑誌によって想定している読

者の性別や記事のテーマに偏りがあるのが分かる。それに比べ『モダン日本』

の場合は、政治や社会に関する内容が多く見られるなかにも、料理法の紹介

や服のパターンが掲載されているなど女性読者向けの記事もあり、読者の多

様な趣向を考慮してバランスを保とうとしていたと考えられる。 

次いで、『モダン日本』の内容について見てみたい。『モダン日本』は1930

年に創刊し、1931年12月号を最後に一時休刊に入り、1932年2月に復刊するが、

ここでは、その復刊前後の変化を通じて『モダン日本』の特性を分析したい

と思う。まず、『モダン日本』の創刊号を見ると、 8頁にわたるグラビアから

始まり「エロとグロと」や「モダン・モダン・モダン」、「政治・社会・経済」

「科学・健康」「流行・その他」の 5つのテーマで構成されている。読み物の

ジャンルも小説やエッセイはもちろん、取材や情報を伝えるための記事に至

るまで多様であるのが目立つ。 

創刊当時の『モダン日本』は、「モダン」というものを読者により広くまた

強く伝えようとする傾向があり、単なる風潮や流行としての「モダン」のみ

ならず、各分野と「モダン」を結びつけようと試みた。例えば科学記事の

「銀座の科学講座」では、銀座が他の街に対して空気が汚染されていること

を述べたり、夜の銀座を灯しているネオンサインの原理について絵などを用

いて説明したりしている。また、スポーツ記事としては大学野球の記事が中

心になっており、9頁に及ぶ長さで東京六大学の各野球部の事情を詳細に紹介

している。 

それに比べて復刊後の『モダン日本』は、まず創刊号の5つのテーマが無く

なり、エッセイと小説の割合が増え、多方面にわたる専門分野の記事が少な

くなっている傾向を見せている。例えば、医療関係の記事は以前のような病
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【図6】『モダン日本』1932年7月 

 

に関する知識よりは性病や避妊など生活と密接に関わる記事になっており、

社会面の記事も共産主義者たちの裏事情や犯罪の取材など、ゴシップが多く

なっている。また興味本位の座談会（例えば、1933年1月号の「モダン恋愛道 

徳」）や映画・演劇などに関する記事が増えているのも大きな変化の一つであ

る。要するに、復刊後は創刊号に見られた真剣に「モダン」に取りくもうと

いう姿勢よりは、興味中心の「モダン」の方に傾く姿勢を見せているといえ

る。それから、もう一つ、復刊後の『モダン日本』の特徴として生活密着型

という点を挙げることができる。『モダン日本』は復刊号から巻末に、その月

のスポーツ大会や催し物の日程を紹介する「A LA SAISON」というコーナーと

【図5】『モダン日本』創刊号（1930年10月）  
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長距離列車の時刻表を載せるなど、読者に向けて生活に関する情報を提供す

ることにも力を注いでいたと見える。 

『モダン日本』の創刊号は「モダン」の多様な面に触れながら、各分野の

専門知識と「モダン」を関わらせることで読み応えのある記事を提供してい

るため、現在の視点からは復刊後の『モダン日本』より創刊号の方が興味深

く、また面白く思われる可能性が高いと考えられる。しかし、今と比べて基

礎知識の量が顕著に少なかった当時の一般読者がその内容を完全に理解する

ことができたか、ということには疑問が残る。赤字による経営破綻で廃刊の

危機に陥っていた『モダン日本』が編集長・馬海松の就任後、1942年まで安

定的に刊行されたことは、興味本位で情報性を重視する内容が読者に支持さ

れていたことを裏付けているといえよう。 

内容的な面から他の「モダン」系雑誌を比較してみると、『モダンライフ』

は新興芸術派の作家たちが中心となった雑誌だけあって、文学的・芸術的な

意味における「モダン」的な要素も多く見られ、そのような特性は、難解さ

ゆえに読者に受け入れられなかった創刊当時の『モダン日本』と通じるもの

があるといえる。創刊時の『モダン日本』は多岐にわたる分野においての

「モダン」を追究しようとしたが、復刊後にはそのような傾向は弱まり、専

門性を排除し、誰が読んでも面白く読めるような興味本位の内容になってい

くということは前にも述べたが、しかし、興味本位とはいっても、『モダン風』

と『モダン東京』に現れている、世間の流行のみを追っているように見える

「モダン」に比べると、小説や映画などの文化に関するもののみならず、政

治、社会、医療に至るまで様々な分野の読み物があり、記者たちによる取材

も豊富で、ある程度、読み応えのある雑誌であったと考えられる。 

以上をまとめると、『モダン風』と『モダン東京』、『モダンライフ』を並べ

て考えた時に見えてくるのは、芸術的なエリート文化と軽薄な流行といった

両端に存在する「モダン」の姿であり、『モダン日本』はその両者が混在して

いた雑誌であったと考えられる。しかしながら、「モダン」の内容的な質の差

というものは、実は、それほど離れたところにあるわけではなく、両極性と

いうよりは両面性と呼ぶべきものではないか。だとすると、『モダン日本』が

他の「モダン」系雑誌と区別され得る特質というものはどこから来ているの

か。 

 

 

4、『モダン日本』の戦略、その一  ―『モダン日本』のブランド化 

『モダン日本』の復刊後、以前と比べ最も顕著な変化を見せたのは雑誌の

有様そのものであった。創刊時はその内容に重点を置いた雑誌作りをしたと

いうならば、復刊後には販売や読者との関わり方においてより戦略的に雑誌

『モダン日本』というものを作り上げていったといえる。 
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①「移動する若者」に想定された読者層 

『モダン日本』の戦略として最初にあげることができるのは、読者層に

「移動する若者」を想定していたということである。馬海松は『モダン日本』

を「若者の雑誌」として認識しており、 121932年4月の「編集日記」では「モ

ダン日本を小脇に挟んで、颯爽と歩く若人の朗な顔」という表現を用いるこ

とで、活動的な都会の若者としての読者像を強調している。 

安福智行は『モダン日本』が列車の時刻表を載せていたことに注目し、

「『モダン日本』は駅の売店で売っている雑誌の代表的なものと推測できる」

と述べているが、 13時刻表を載せていたのは『モダン日本』だけではなく、

『文藝春秋』も時刻表を載せており、同じく文藝春秋社から刊行されていた

『オール読物』の巻末にも時刻表が載っている。『文藝春秋』と『オール読物』

で編集を学んだ馬海松が、単に生活の便宜のために時刻表を載せた可能性も

ないとは断言できないが、しかし、馬海松が雑誌販売の市場として駅に注目

していたことが次の引用から明確になる。 

 

阪急沿線は三日間で売切れ、大阪駅では「今頃まで残つてゐるもんです

かい」と怒られる。         （馬海松「編集日記」1932年4月） 

品川駅、上野駅で、各千部近く売尽すということは、開闢以来のことだ

といふことである。                 （「編集後記」1932年3月） 

 

馬海松が編集日記などで雑誌の売行きについて言及する際に、その売り場

として駅の名前を出しているのが多く見られる。引用文が書かれた 1932年は、

鉄道弘済会が設立されて上野駅と東京駅に売店（現在のKIOSK）が最初に設置

された年であり、駅の新聞・雑誌売り場は、鉄道弘済会所属の売店と従来の

個人が経営する売店とが共存していた。 14個人の売店が鉄道弘済会に次第に吸

収されていく状況の中で、モダン日本社が駅においての販売を促進するため

に鉄道弘済会や売店の経営者と接触したということは確認できていないが、

時刻表の隣に「汽車に乗つたら先づ何よりもモダン日本をおもとめ下さい」

と書かれていることから、『モダン日本』が汽車及び駅という販売市場に注目

していたことが窺える。また、次の朝日新聞の記事においても、『モダン日本』

が気車や電車の中で読まれる雑誌を意識して作られていたことが指摘されて

いる。 

 

十銭十五銭の汽車や電車の中の暇つぶし雑誌の流行の中に、この雑誌の

紙質をおとしても内容の忠実とバラヱテイの豊富を目がけて肝たんをくだ

いている努力は認められていい。（氷川烈「豆戦艦 3月の雑誌/「新青年」

「モダン日本」」『東京朝日新聞』1932年2月26日） 
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 「移動する若者」に注目した『モダン日本』の販売戦略は、その後も会員

に割引券を配布するために発行した「モダン日本クラブ」に「電車会社汽船

会社の割引優待券」を入れることなどで貫かれていくことになる。 

 

②『モダン日本』の定型化したイメージ作り 

次の『モダン日本』の戦

略は「定型化したイメージ

作り」である。『モダン日本』

は特定の視覚的イメージを

用いて『モダン日本』なら

ではの特色のある誌面を作

っていた。まず、表紙デザ

インが休刊前から女性のバ

ストアップに固定される傾

向が現れたが、そのような

傾向は馬海松の編集長就任

後により強くなり、『モダン

日本』が戦争特集を組み表

紙も戦争関係の絵に変わっ

た1942年までの約10年間、女性のバストアップの絵が表紙を飾ってきた。同

じ表紙のデザインが続くことによって、『モダン日本』は一つの一貫したイメ

ージを築くことができたのである。 

視覚的イメージで雑誌を特徴づけるということは、表紙デザインのみなら

ず、雑誌名のレタリングにおいて

も現れる。『モダン日本』の表紙に

書かれているタイトル「モダン日

本」のレタリングは創刊された時

から『新太陽』に改題されるまで

一貫して使用されてきたが、表紙

にのみ使用されていたタイトルの

レタリングが、復刊後には、誌面

の中においても使われるようにな

る。 

次いで、『モダン日本』が雑誌誌

面において視覚的イメージを強調

するために用いたのがキャラクタ

ーであった。【図8】にはベティブ

ープが内容的に全く関係のない誌

【図7】馬海松の編集長就任後の表紙デザイン 

【図8】1933年9月 

【図9】1934年3月 
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面の様々なところに描かれているが、ベティブープが最初に『モダン日本』

に登場したのは1933年9月号であり、読者大懸賞の一環として各頁に描かれて

いるベティブープの数を数える企画であった。しかし、その懸賞が終わった

後にもベティブープは『モダン日本』の誌面に登場し続けるようになる。そ

して1934年3月、ベティブープは本物ではなくそれに類似したキャラクターに

変わり『モダン日本』の誌面に登場するようになる（【図9】）。【図8】と【図9】

を見ると、キャラクターの下に何か書かれているのが分かるが、これは「モ

テ大成功」や「愉快ね」など読者に話しかける内容となっている。『モダン日

本』のどの頁をめくっても様々なところで話しかけているキャラクターは、

誌面を一瞬見ただけで、それが『モダン日本』であることを特徴づける『モ

ダン日本』のマスコット的存在であったといってもよかろう。 

前述したように、『モダン日本』は雑誌の内容に気を配るのみならず、定型

化した視覚イメージを用いて一瞥するだけで『モダン日本』と特定できるよ

うに工夫していた。その結果、読者が『モダン日本』という言葉を雑誌の名

称として認識するのに留まらず、一つのイメージ化されたブランドとして認

識できる可能性をもったことが窺える。そして、このような『モダン日本』

のブランド化は商業化と相俟ってより強力なものとなる。 

 

③『モダン日本』のブランド化と商業化 

『モダン日本』のブランド化は様々なレベルにおいて行われていたといえ

る。まず、1934年に「モダン日本」という名の馬が競馬に出たことを挙げる

ことができる。馬海松が競馬好きの菊池寛に、競走馬の名前を「モダン日本」

と付けて、その馬を競馬場で走らせるように申し出たのである。菊池寛はそ

れを承諾し、同年の9月23日、「福島競馬に初登場」することになる。その日

の経験を馬海松は1934年12月の「編集日記」でこう語っている。 

 

九月二十三日(福島）/○モダンニホン号出馬。第一競馬を休んで、第二

競馬のモダンニホン号を買うことにする。…（中略）…スタートを切ると

其処、此処で、「モダン日本頑張れ！」の応援物すごく、レースを見るよ

りも、『モダン日本』を呼ぶ人の顔を見て歩き、これなら百二十円スツて

も不足はないと思ふ。 

 

『モダン日本』には創刊当時から競馬記事やその関連情報が豊富であった

が、実際の競走馬に「モダン日本」の名を付けて走らせるのは、誌面でその

情報を確認して競馬場に行った読者を喜ばせるのみならず、『モダン日本』を

読んでいない人たちにもその名前を馴染ませる大きな宣伝効果も兼ねていた

と考えられる。 

競走馬に「モダン日本」と名前を付けたように、モダン日本社はその他に
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も「モダン日本」の名を掲げたものを製作し、商品として販売していた。そ

の代表的なものとして「モダン日本の唄」や「モダン日本特選絵葉書」、「モ

ダン日本好み浴衣」などがあるが、これらの商品の販売は一回の限定企画で

終わるのではなく、何年にもわたって行われた。従来の雑誌社が代理店とい

う方法で商品を販売していたのに対し、モダン日本社は商品に「モダン日本」

という名前を付け、さらに「モダン日本好み浴衣」のように、雑誌『モダン

日本』のイメージをアピールする商品を提供していた。その商業化の一連の

過程には、ビクターレコード（「モダン日本の唄」）や松坂屋（「モダン日本好

み浴衣」）など他企業との連携も試みられたが、各分野の権威ある会社との協

業によって信頼できる商品、信頼できるブランドとしての「モダン日本」を

定着させ、読者の消費を促していたのである。つまり、『モダン日本』の読者

が購入していたのはモノというよりは、モノの中に内在している『モダン日

本』のイメージであり、読者はそのイメージを消費していたということに他

ならない。 

 

 

5、『モダン日本』の戦略、その二  ―読者の組織化と行動する読者 

『モダン日本』の戦略、次は読者との関わりである。『モダン日本』は既存

の雑誌が行っていた読者懸賞や愛読者大会などを企画すると同時に、より読

者の生活に深く関わることのできる、また積極的に読者の参加を誘導するこ

とができるシステムを構築しようとしていた。その中で最も注目に値するの

が「モダン日本クラブ」である。 

『モダン日本』には不定期的に映画館や劇場の割引券などが掲載されてい

たが、その割引券を定期的に提供するために『モダン日本』とは別途に作っ

たのが「モダン日本クラブ」略してM.N.Cである。「モダン日本クラブ」は会

【図11】『モダン日本』1937年2月 【図10】（左）『モダン日本』1932年11月 

    （右）『モダン日本』1934年3月 
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費30銭を一回払えば永久会員になり、毎月、割引券付きの会報（見開きB4サ

イズの両面印刷、4頁構成）が郵送されてくる仕組みになっていた。「モダン

日本クラブ」は演劇・映画・歌舞伎・レビューなどから食事や旅行（「電車会

社汽船会社の割引優待券」）に至るまで、多方面にわたる割引券を提供する他、

月に一回、会員を対象とするティパーティを開催するなどの催し物もあった。

ただし、「モダン日本クラブ」が主催するティパーティやピクニックなどの催

しの場所や割引券を提供してくれる劇場などが東京に集中していたため、「モ

ダン日本クラブ」の会員は東京市内及び附近の居住者に限られていた。 

「モダン日本クラブ」が始まった時、雑誌『モダン日本』の価格（ 20銭）

より会費の方が高かったにもかかわらず入会の申し込みが多かった理由は、

読者にとってある程度の利益が得られる仕組みであったからであると考えら

れる。「モダン日本クラブ」の割引率は一割引から半額割引まで様々であった

が、例えば1932年12月の会報に掲載された明治座の場合を見ると、割引券に

は二割引と書かれているが、明治座の入場料が3円80銭と2円50銭であったの

で、一回の割引だけでも割引された額がその会費を上回るほどであった。 

割引券以外のもう一つの「モダン日本クラブ」の特徴は、様々な催しを通

じて作家や著名人たちと交流できるということであった。1933年1月の「編集

日記」に「モダン日本クラブ」のピクニックの様子が書かれているが、「川端

康成夫妻、梅園龍子嬢、芝山みよか夫妻、田中旭嶺女史等」が参加し、一般

読者の参加者たちと一緒にダンス会を楽しんだことが述べられている。また

「モダン日本クラブ」のみならず、『モダン日本』の方でも不定期的に割引券

を提供したり、『モダン日本』の 5周年を記念して開催された「モダン日本ま

つり」のような、各分野の著名人に触れ合うことができる催しを企画したり

することを継続して行っていた。 

モダン日本社が繰り広げていた、雑誌を買うと様々な特典が付いてくると

いう仕組みは現在の雑誌の付録を連想させるが、付録つきの雑誌は昭和初期

から流行していた。 

 

最近の雑誌付録には、その自体に関係のないとも云へる別冊を添へるこ

とが流行したが…（中略）…雑誌それ自体よりもむしろ付録の本で売ると

云ふ色彩が濃厚であつた。（「出版界一年史（昭和九年度）雑誌界」『出版

年鑑』東京堂、1935年） 

 

他の雑誌が本または家計簿などの冊子や物などを付録として多数付けてい

たのに対し、 15『モダン日本』はそのような付録を一切付けていなかった。

『モダン日本』は付録競争には参加せず、主に「モダン日本クラブ」を活用

して、誌面に割引券を載せたり催し物を企画したりすることで読者に特典を

提供していた。 
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 雑誌それ自体より付いてくるものが目的で本を買うということは、当時の

様々な雑誌において類似している現象であったかもしれないが、しかし、こ

のような風潮と『モダン日本』の方針の間には看過できない大きな差異があ

る。付録は読者を、本を読む存在または物を受け取る存在という受動的な役

割に留まらせているのに対し、『モダン日本』の特典は、読者自らが動かない

と無用なものになるため、読者を行動する主体に転身させるという点におい

【図12】『モダン日本クラブ』1932年12月 
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て全く異なっていたのである。 

『モダン日本』は、お茶会や愛読者大会などの雑誌社主催のイベントのみ

ならず、「モダン日本クラブ」の割引券などを通して読者に様々な文化活動を

奨励し、読者の文化活動を支援している雑誌というイメージを獲得している。

実際に割引券を使用した読者から寄せられていた意見の中には、「新聞の割引

券だと、少しテレクサくてイヤで御座いますけれど、これですと平気で御座

いましたわ」（川原くに子、1932年11月）や「十一月の歌舞伎座の切符は、満

員々々で、駄目だと諦めていたところ、友人の話を聞いて、モダン日本クラ

ブに入会したら素敵もない好い場席をしかも二割引きで提供してくれた」（毛

利義成、1933年1月）などが見られ、そこから『モダン日本』の割引券はただ

の安く済ませる目的のみで捉えられるクーポンのようなものではなく、一種

の特権に近いものとして機能していたと推測できる。 

そのような特徴は「モダン日本クラブ」のピクニックや「モダン日本まつ

り」などの催しを通じても読み取ることができるが、一般読者と文化系の著

名人が自由に出会える場を企画することによって、『モダン日本』は軽薄な都

市文化的要素が強い「モダン」が書かれている雑誌のイメージから逃れて、

読者に文化活動の機会を与えることで、行動する「モダン」を促す雑誌のイ

メージを構築することができたといえる。 

読者の文化生活を支援するということ以外に「モダン日本クラブ」に目的

があるとすれば、それは「読者同士のコミュニケーション」の奨励であると

いえよう。「モダン日本クラブ第四号」（1932年12月）の「M.N.Cテイ・パァテ

イ お茶の会」のお知らせには、「主催側として、何の用意もいたしません」

と書いてある。この言葉から顕わになるのは、読者は出版社側の企画に従っ

て参加するのではなく、読者たちが集まって自由にお話をするということで

ある。「モダン日本クラブ」は読者に割引券を提供することに留まらず、ティ

パーティの開催などによる読者同

士のコミュニケーションを促す役

割も果たしたのである。そして、

このような読者同士のコミュニケ

ーションは雑誌の誌面の上でも行

われていた。 

馬海松が編集長になってから新

設された落書きコーナーは、毎月

必ず2頁用意されていた。落書きコ

ーナーは白紙ではなく、すでに落

書きされているように思わせる作

家の言葉や画家の絵などが描かれ

ている紙面に読者も落書きをする
【図13】『モダン日本』1936年2月 
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ように書かれているため、読者は雑誌を読む行為で終わらず、自ら書き込む

こともできたのである。現在、国立国会図書館に所蔵されている『モダン日

本』、すなわち、当時は帝国図書館に所蔵されていたであろう『モダン日本』

には複数の読者の痕跡が残っており、その中には落書きコーナーにおいて読

者同士の対話が成立している場合もある。 

当時の雑誌メディアにおいて読者同士のコミュニケーションは主に読者欄

への投稿を中心として行われていた。しかし、そのコミュニケーションには、

編集者による選択過程が必ず介入しており、読者同士の直接的な、自由なコ

ミュニケーションは不可能であった。それに比べ『モダン日本』の落書きコ

ーナーは、図書館など多数の人が利用する場所においては読者同士の直接的

な会話が可能になり、それによって個人の読書経験または文化経験が不特定

多数の人と共有できる可能性を持っていたのである。 

以上の『モダン日本』の読者への働きかけから浮かび上がってくる読者像

は、受動的に読む人としての読者の姿ではなく、外に出て行動する読者だと

いえる。特に「モダン日本クラブ」はクラブの一員になった読者たちが同じ

文化を享受し、その経験を共有することができるシステム――「M.N.Cテイ・

パァテイ お茶の会」――を作り、読者同士のコミュニケーションを促して

いた。その結果「モダン日本クラブ」は、ある共通基盤、すなわち雑誌『モ

ダン日本』という共通項を持っている文化人または文化生活を営為しようと

する一般読者が集まる一つの共同体としての位置を獲得するのである。 

近代の雑誌において、読者を「意識上の集団」として組織化していく動き

があったことについては前述したが、そのような動きは明治末から始まり、

昭和の大衆雑誌及び婦人雑誌の「愛読者の組織化・系列化」に継承されてき

たといえよう。しかし、「モダン」系雑誌においてはほぼそのような傾向は見

られないといっても過言ではない。まず、読者の投稿欄を設けている雑誌が

『モダン』と『モダン日本』しかなかったことからも、「モダン」系雑誌が読

者との関わりに力を注がなかったことが窺えるが、『モダン』の実際の投稿を

見てみると、読者との関わりがより明確に見えてくる。 

『モダン』が『私語』から改題を果たした1927年11月号の「読者の私語」

では、「勝太郎」という読者から「愛読者諸君」に向けて「社を動かして何か

の会合を催さしめ、大に記者諸君に向つて我々の意のある所を示さうぢやあ

ないか」という促しがなされ、また「赤坂M子」は「近々に文芸の講演会を開

いて下さいませんか」と記者に要請している。しかし、それらに対する編集

側の動き――誌面における返信であれ実際の企画であれ――は 11月号と12月

号には見られない。また、読者グループに新しく仲間入りをしたいと名乗り

出る読者たちは、「愛読者の皆様…(中略)…どうぞ此の欄のお仲間に入れて下

さいませ」(千葉市 勝子、1927年11月)「愛読者の諸君、僕も今度此の欄に

お仲間入をさせてもらいたい」(栃木 山本計三、1927年12月）などの言葉で
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他の読者との交際を希望しているが、その中で共通的に用いられている言葉

が「此の欄のお仲間」である。すなわち、『モダン』の読者たちは読者間の交

流を誌面に限ったものとして想定していたことが分かる。『モダン日本』を除

いた「モダン」系雑誌の中で、最も読者との関わりや読者同士の交流が顕著

に見られる雑誌といえる『モダン』においても、読者への働きは「改題記念

一千円提供大懸賞」や「読者文芸懸賞募集」などの懸賞類に留まっており、

読者が呼びかけていた実在する形としての交流まで至ることができず、読者

もその限界を認識していたと考えられる。 

これまで見てきたように、読者を「組織化・系列化」することができなか

った他の「モダン」系雑誌とは対照的に、『モダン日本』はそれに成功してい

たといえる。しかし、『モダン日本』における読者の組織化は、他誌とは異な

る様相を見せていた。昭和初期において、最も読者の「組織化・系列化」が

著しく現れていた婦人雑誌と比べてみると、まず全国を回りながら様々な催

しを開催し、読者を訪ねていく形式を取っていた婦人雑誌に対し、『モダン日

本』は読者を集約させる形の催しが中心となっていた点、また、モダン日本

社主催の行事を進行する一方で、各企業との連携を通じて、当時の人気公演

から旅行及び食事に至るまで幅広い分野の体験を読者に提供することができ

た点を『モダン日本』の独自な組織化の特徴として挙げることができる。 

ここで注目すべきところは、モダン日本社は「愛読者の組織化・系列化」

に会員制の割引券という方式を取っていたことである。すなわち、「モダン日

本クラブ」の会員は一定の代価を払って自由に選択できる特権を得ており、

何を選択するにせよ、その選択に『モダン日本』は関与できない。近い地域

の読者同士が集まり集団化する例や講演会が終わった後に「愛読者による婦

人会が結成され」た例などが見られる『主婦之友』と「「友の会」を全国的に

組織」した『婦人之友』が強力な読者の組織化を見せている反面、 16『モダン

日本』における読者の組織化は、「モダン日本クラブ」を除けば、「モダン日

本まつり」やピクニック、お茶会などの単発性のイベントで終わっている。

その事実から明らかになるのは、『モダン日本』は集団的動きに収斂していく

読者の組織化ではなく、読者個人の選択による「体験」を奨励し、その「体

験」を読者たちが共有する形で現れる読者の組織化を試みたということであ

る。 

『モダン日本』は「モダン日本まつり」やピクニック、そしてお茶会など

を企画することで、それ自体が一つの文化活動になるのみならず、それらを

通じて読者同士が疎通できるシステムを構築した。しかし、その全てにおい

て読者の直接的な行動が前提となっており、読者は自発的に行動して「体験」

し、それをみなで共有することを要求されていたのである。『モダン日本』の

読者にとって雑誌『モダン日本』は、現実の「モダン」文化との連結通路に

なっており、読者は誌面と現実を往復しながら『モダン日本』の圏内で行わ
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れる「体験」をもって、自身の「モダン」文化をも形成していったのである。 

 

 

6、おわりに 

『モダン日本』における読者像は人々の行動――移動・消費・体験・共有

――を意識して想定された。読者に対する『モダン日本』の戦略は単に雑誌

を買って読むことで終わるのではなく、読者自身の行動を促す傾向を見せて

おり、それは雑誌と読者の関係の形成にとどまらず、読者自身の文化生活や

読者同士のコミュニケーションを拡張する可能性をも孕むものであった。モ

ダン日本社はそのような活動によって『モダン日本』が獲得した都市的・文

化的イメージを、「モダン日本」のブランド化に繋げ、読者に様々な商品の購

入を促した。『モダン日本』は同じ雑誌を読んでいる読者集団が共通した文化

生活を営為し、同じ商品を購入してその経験を語り合うことが可能なシステ

ムを作り、そのシステムは一つの文化圏として機能していたと考えられる。 

1920年代の一部の人々による、前衛的で芸術的な「モダン」は 1930年代に

なると消費文化と相俟って流行風潮としての「モダン」に移ることになる。1

930年代の「モダン」は「昭和モダニズム」という言葉で形容されているが、

この「昭和モダニズム」という言葉が世俗的な流行という意味合いを持って

いることは否めない。そして、そのような傾向が如実に表れているのが1930

年代の「モダン」系雑誌といえよう。 

しかし、このような時代状況の中にも、 1930年代における「モダン」文化

を形あるものとして築き上げようと努力した人々もいる。『モダン日本』はそ

の内容よりはシステムを駆使して「モダン」を形象化しようとした。移動と

消費と体験と共有が『モダン日本』という一つの名前に集約できる構造を作

り出したのである。『モダン日本』が築いた、読者を行動させる「モダン」シ

ステムは、しかし、日本が戦時下体制になるにつれ、読者を戦争に向かわせ

る強力な装置として機能するようになる。『モダン日本』の構造が如何にプロ

パガンダとして転じていくかについては、第5章で考察する。 

 

 

                                           

1 永嶺重敏『雑誌と読者の近代』日本エディタースクール出版部、1997年 
2 水島かな江「大衆雑誌『キング』にみる家庭の娯楽―創刊から昭和初期まで

―」『生活学論叢』日本生活学会、2006年9月 
3 前田愛「大正後期通俗小説の展開 婦人雑誌の読者層」『前田愛著作集Ⅱ 

近代読者の成立』筑摩書房、1989年 
4 田中卓也「近代少年雑誌における読者に関する一考察―明治期〜昭和初期に

おける『少年世界』読者の特徴を中心に―」『順正短期大学研究紀要』2009年 
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5 この「内容」は東京堂から出た『出版年鑑』によるもの。『出版年鑑』にお

ける「内容」項目は1933年から始まり、各雑誌の性格を簡単に紹介している。 
6 モダン東京社が刊行した『モダン東京』の創刊号について佐々木靖章は第1

巻第3号が1934年6月に刊行されたことから、創刊が同年の4月であると推測し

ている。しかし、1931年5月～1932年4月の間にすでに『モダン東京』という

雑誌が刊行されていたことが1932年刊行の『出版年鑑』で確認できる。また、

『モダン大衆』に関しては、佐々木靖章は創刊が8月であると述べているが、

東京堂の『出版年鑑』には7月と書かれている。 
7 小林昌樹『雑誌新聞発行部数事典―昭和戦前期 附.発禁本部数総覧』金沢

文圃閣、2011年 
8 「旧帝国図書館の和雑誌収集をめぐって―「雑誌」メディアと納本制度―」

『参考書誌研究』国立国会図書館、1989年8月 
9 調査でその実物が確認できた「モダン」系雑誌は、『モダン』『モダン風』

『モダン東京』『（ザ）モダンダンス』『モダン横浜』、1933年創刊の『モダン

ライフ』であるが、その中で『モダン風』と『モダン東京』、そして『モダン

ライフ』を分析対象とする。『私語』から改題した『モダン』の場合、表紙な

どの変化は見られるものの、内容面においては『私語』を継承しており、「モ

ダン」系雑誌として全面的な変化をなし遂げてはいないと判断したため、ま

た、『（ザ）モダンダンス』は「モダン」文化を取り上げているというよりは、

専門的な社交ダンスの専門誌に近いため、内容分析の対象からは除外した。 
10 「女をのぞく」は「映画女優肩議」「剃刀は駄目よ」「賢夫人を作つた臍」

「腰線美。脚線美」で構成されている。内容の詳細については第4章で述べる。 
11 目次には「綱島温泉は語る」と表記されている。 
12 馬海松『美しい夜明け』文学と知性社、2000年 
13 「『モダン日本』から見た太宰治『姥捨』について」『京都語文』佛教大学、

2000年3月 
14 『鉄道弘済会三十年史』鉄道弘済会、1962年 
15 「婦人雑誌の付録競争が最高潮に達したのは昭和九年新年号。この号で

『主婦之友』は十五種の付録をつけた。当時の新聞広告に、ふろしきをお持

ちください、と書き添えている」(尾崎秀樹・宗武朝子『雑誌の時代――その

興亡のドラマ』主婦の友社、1979年） 
16 木村涼子「大衆婦人雑誌の三つの相―メディアと読者が結んだ関係」『〈主

婦〉の誕生―婦人雑誌と女性たちの近代』吉川弘文館、2010年 
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1、はじめに 

日本近代文学の文壇において、その中心は徹底的に男性作家に置かれてい

たといえよう。とりわけ本論文で重点的に取りあげている1930年代は、いわ

ゆる「エロ・グロ・ナンセンス」の時代であり、その中で女性は常に男性に

見られる対象、すなわち客体として存在し、主体にはなり得なかったのであ

る。しかし、そのような時代を、「エロ・グロ・ナンセンス」文化の客体であ

りながら、同時に表現の主体でもあった女性文学者たちは如何に生きていた

のか。第4章は「モダン」系雑誌の中に見られる女性像と女性文学者の文章を

分析することで、1930年代における女性文学者像を浮かび上がらせることを

目的とする。 

雑誌メディアと女性文学者に関する研究は現在まで様々な方向から蓄積さ

れてきたが、その大半は「新しい女」たちによる雑誌――『女子文壇』『青鞜』

『女人芸術』など――に集中しているといえよう。 1これらの研究は、女性た

ちが自分たちのメディアを獲得していく過程やそのメディアの成果と孕んで

いた問題などを指摘しており、男性中心の文壇において自立的であろうとし

た女性文学者たちとその過程における葛藤に注目しているともいえる。しか

し、主流の文化、しかも自分自身が客体であるしかない文化の中での女性文

学者たちの動きは、近代の女性文学者について考える際に欠かせない視点で

あると考えられる。以上のことを踏まえた上で、第 4章では1930年代の「エ

ロ・グロ・ナンセンス」の文化を牽引していた大衆娯楽雑誌である「モダン」

系雑誌に現れている女性文学者像を抽出したい。 

 

 

2、「モダン」系雑誌に見られる女性像 

 「モダン」系雑誌における女性文学者たちについての考察に入る前に、ま

ず「モダン」系雑誌における女性像が如何なるものであったかについて考察

しておきたい。「モダン」系雑誌に映し出された女性の姿は欲望に晒されてい

る存在として現れているといえよう。 

第3章で「モダン」系雑誌の内容について触れたが、「モダン」系雑誌には

男性の目線を通じて女性を対象化する傾向が見られた。その中でも女性の身

体を眺めるという欲望は巻頭のグラビアを通じて視覚化されると同時に、文

章を通じても現れていた。1931年6月の『モダン風』に掲載されている「女を

のぞく」という企画は、「映画女優肩議」（小倉浩一郎）「剃刀は駄目よ」（原

比露志）「賢夫人を作つた臍」（結城六郎）「腰線美・脚線美」（喜多槐三）（以

上、掲載順）の四つの文章によって構成されている。各文章は各々女性の身

体の一部分を取り上げてテーマとしているが、「映画女優肩議」と「腰線美・

脚線美」、「剃刀は駄目よ」はエッセイであり、「賢夫人を作つた臍」は「コン

ト」形式である。「映画女優肩議」の冒頭に「肩。映画女優のすんなりした肩
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――に付いて書けとのおおせなのである」と書かれており、「剃刀は駄目よ」

にも「編集者の僕に与えられた課題」という表現が登場するのを見ると、編

集部から女性の身体の各部分を指定して筆者に依頼したことが分かる。「女を

のぞく」は指定された各々の身体の一部――肩・脇・臍・腰と脚――をもっ

て女性について語っているが、それらの文章において女性は男性の視線によ

って分節された身体としてのみ存在しており、分節された身体による女性の

表象は精神的存在としての女性の姿を忘却させる役割を果たしているといえ

る。 2 

女性の身体への欲望は、身体の分節化以外に、商業的な「エロ」に注目す

ることにも現れている。添田さつきの「エロ浅草のキレッパシ」（『モダン風』

1931年6月）は「安来節の濱田梅吉の一座」の楽屋と「辻淫売」が行われる街、

そして吉原をめぐって書かれた記事である。そこで添田の目は各場所の女性

を観察しているが、「濱田梅吉の一座」では彼女たちに届いたラブレターを見

せてもらい、「辻淫売」の街では売春婦が「怖いおぢさんの御微行を警告して

貰ふ」「露店の兄さん」に礼として煙草を渡そうとするのを見る。その「辻淫

売」での光景は、添田にとって「世にも美しい場面」であり、彼は「人間は

屡々最も汚れたるものゝ中から、最も美しいものを発見する」と思うのであ

る。添田は「エロ」を売っている女性たちに好奇心を持って密着しながらも、

その中からある種の人間味めいたものを見出そうとすることで、商業化され

た「エロ」を単なる男性の欲望の対象として描くのではなく、それに関わっ

ている女性たちの生き方をも現そうとしているのである。 

しかし、このような「エロ」を売る女性たちへの視線は男性から発せられ

たもののみではなかった。「パパ」と「ママ」に守られて生活していた女性が、

雑誌社からの依頼を受けて男装をして夜の街に飛び込むという、女性の一夜

限りの冒険を描いた「男装して女の知らない世界を探る」（立花美子『モダン

日本』1936年9月）は、男装した女性と案内役の男性が一緒にバーと私娼街の

「タマノヰ」、そしてカフェと待合まで回ってその感想を書いた記事である。

立花は「エロ」を売っている女性たちを見て嫌悪感を示すが、一方、同情を

も寄せている。 

 

私はたとへやうもない此の街の光景に生きた気持もなく、S氏について

歩いてゆくと、「洋さんお入りや」と声がして、降り返つた私の顔をニツ

と笑つた丸窓の女の顔が、四ツ谷怪談のお岩そつくりで、私は男であるの

も忘れて、悲鳴をあげ顔を手で被つた。…(中略)…「怖いんぢやないわ、

あんまりみぢめで泣けてくるんですもの、早く帰りませうよ、何故、男の

なりなどしてこんな所へ来たのか腹立しくなつてくる」と言ひ乍ら、私は

まるで幼児のやうにしやくりあげてゐた、とても出来ない芸当である。空

気がけがれてゐる、早く抜け出したいそして冷たい水の中へ飛び込んで此
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の身の汚れを洗ひ清めたい。 3 

 

立花は「タマノヰ」の街を歩いている男性たちにも一種の拒否感を表して

はいるが、「エロ」の消費者である男性よりは提供者である女性に向かってよ

り強い拒否感を示しているといえる。彼女が「エロ」を売っている女性たち

に抱いた感情は「みぢめ」さであり、「汚れ」であった。しかし、一方、立花

はカフェで会った「君ちゃん」という女給については、そのような否定的な

感情よりは確実に哀れみに近い同情を見せている。好きな人との間に子供が

でき、女給をしながら生活を支えたにもかかわらず、同棲していた男に捨て

られて子供も奪われてしまった「君ちゃん」という女性を見て、立花は「ポ

ケツトから五円紙幣を出して君ちゃんの手に握ら」す。「タマノヰ」の女性に

対して見せたものほどではないが、その前に出会った女給たちにも「薄気味

の悪」さを感じていた彼女が、「君ちゃん」に見せたそのような行為の裏には、

「ああこの人は母親なのだ」という認識がある。同じ「エロ」の提供者であ

るが、「タマノヰ」の「丸窓」の向こうにいる女性と「君ちゃん」の間に差が

あるのは、赤裸々な欲望を吐き出す場所と「エロ」文化の象徴のような役割

を果たしたカフェという空間の問題も深く関わっているとは思うが、それよ

りも大きく影響しているのが、「君ちゃん」が愛と家庭を守るためという大義

名分を持つ「母親」であるということであろう。 

添田も欲望の対象としてだけではなく、女性たちの生き方を見せることに

よって、ある人間像を見出そうとしていたといえる。彼は自分の目で見て確

かめたものを中心に書いているが、「濱田梅吉の一座」の女性たちも「辻淫売」

の女性たちも同様に観察される存在として位置づけており、女性たちへの価

値判断は下していない。それに対し、立花が「タマノヰ」の女性と「君ちゃ

ん」に対して見せている明確な感情の異なりは、彼女が女性たちを自分の判

断基準において区別していたことを示しているのである。「モダン」系雑誌に

おいて男性は視線によって女性を対象化していくが、女性による女性の認識

には、観察者の視線による階層化が行われているともいえるのではなかろう

か。そして、その視線というのが愛と家庭というイデオロギーに依拠してい

ることは注目に値する。 

デビット・ノッターは『純潔の近代――近代家族と親密性の比較社会学』

（慶応義塾大学出版会、2007年）において、アメリカの近代家族における大

きな特徴である「愛―性―結婚の三位一体」を意味する「ロマンティック・

ラブ・イデオロギー」現象が、日本においては「都市中産階級」が現れた大

正時代から見られるとして、従来の研究において言及されてこなかった近代

日本における「「愛」・「恋愛」と「家庭」の繋がり」を究明しようとした。ノ

ッターは、近代における恋愛は自由奔放さを強調しているように見えるが、

実は「ホーム」に象徴される親密な家庭を築く前段階として存在していたと
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主張する。「ロマンティック・ラブ・イデオロギー」は、特に女性の間に浸透

していたといえるが、当時の座談会からそのような事情が見て取れる。 

『モダン日本』において、令嬢と「エロ」に関わる女性たちを交えた座談

会がしばしば見られるが、 4その内容は男女関係と結婚問題が主となっていた。

「芸妓と令嬢座談会」（『モダン日本』）の司会を務めた高田稔からの「令嬢が、

かりに賢明なマダムになつたとしまして、愛する旦那さまが、芸妓等を第二

夫人としてつくつたとしたらどうします」という質問に対して、芸妓の秀奴

は「私の方は旦那と大手をふつて散歩にも歩けない。そんなときは奥さんに

なつてみたいとも思ふわ」と答える。そこで令嬢の鈴木がその答えに対して

「その気持に相手がなるだけでも、こちらが勝利者だと思ひますわ」と返す

問答は、社会における令嬢と芸妓の階層の差を明確に見せているといえる。

しかし、この座談会において終始、優位に立っていたのは令嬢ではなく芸妓

の方であった。座談会は男性を主なテーマにして進行されたが、芸妓が圧倒

的に豊富な経験を見せ、令嬢たちは芸妓の言葉を傾聴し、「旦那さまを花柳界

へ深入りさせないやうにはどうしたらいゝでせう」と助言を求めている。一

見、社会における階層が経験によって転覆されたかのように見える令嬢と芸

妓の関係は、実は「ホーム」への理想を抱いている女性によって「エロ」の

経験が消費されていたということを示している。この座談会における芸妓の

存在は、男性が抱いている「エロ」の世界に対する欲望を満足させていると

同時に、「ロマンティック・ラブ・イデオロギー」の夢を見ている令嬢によっ

ても消費されているのである。 

「エロ」の体現者である女性たちは、男性の欲望と女性の欲望が交差する

地点に存在する。前述した添田と立花における異なりも同じ文脈で解釈でき

よう。立花が欲望の対象として存在する女性に多かれ少なかれ示していた拒

否感が「君ちゃん」に向けては見られないのは、自ら愛を選択して幸せな家

庭を築こうとした、女性に共通する夢の挫折が「君ちゃん」にあったからで

あり、その面において欲望のみの世界に見えた「タマノヰ」とは異なってい

たのである。女性の女性に対する認識には、このように男性の目が届かない

ところで、「ロマンティック・ラブ・イデオロギー」をめぐる女性同士の＜共

感/排斥＞の意識が存在しており、それによる女性の階層化が「モダン」系雑

誌の誌面を通じて現れているのである。 

 

 

3、1930年代初めにおける「モダンガール」像の変化 

1930年代の女性といえば、真先に思い浮かぶのは「モダンガール」であろ

う。この一世を風靡した「モダンガール」については文化学及び文学におい

て幅広く研究されてきたが、『モダンガールと植民地的近代―東アジアにおけ

る帝国・資本・ジェンダー―』（岩波書店、2010年）は、従来の実在した「モ
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ダンガール」を追究するという観点ではなく、「モダンガール」というのが近

代が作り上げた一つの像であるということを前提とした上で、その「モダン

ガール」像が形成されていく過程を明らかにしようとしている点で評価でき

る。「モダン」系雑誌においても、座談会などで「モダンガール」の意味につ

いての議論が行われているが、その中には時代の流れと共に変化していく

「モダンガール」像が窺える。 

「モダンライフ座談会」(『モダン日本』1930年11月)で塩沢沙河子が述べ

ている「私ら、市中を歩いてゐて、洋服を着て居りますと、大概はモダンガ

ールと云はれます。それが大変厭な気がします。…（中略）…すると洋服を

着たモダンガールの癖に郵船ビルを知らないのかつて頭からやられましてね。

これには頭を下げて出て来ました。その意味でモダンガールを聞くと嫌な感

じがします」という言葉は、世間が服装のみで「モダンガール」と認識した

上で、街に出て遊ぶ女性という「モダンガール」のイメージを作っているこ

とへの否定的な認識として理解できよう。1930年代初めの『モダン日本』で

は「よい意味のモダンガール」という言葉が頻繁に使用されているが、 5それ

は上述の塩沢沙河子の言葉に見られるような表層的な意味での「モダンガー

ル」に反発する形で現れている。 

同座談会で有島生馬は「よい意味のモダンガール」について、「例へて云へ

ば自動車も有つてるし、兄弟やお父さんが出かける時に、自分で乗せて運転

して行く。些つとも恋愛などに対する興味は持つてゐない。実生活に就いて

興味が多すぎるからでせうが、あんなのが本当のモダンと云ふ感じがする」

としており、菊池寛は有島の意見に「文化学院の女学生など、やはりそれが

多い。恋愛などに就いて興味がない。モダン生活を取入れるけど、そこには

洒落とか、センチメンタリズムはない。非常に実際的生活に則してゐるんだ

な」と述べている。すなわち、彼らがいう「よい意味のモダンガール」とは、

文化というよりは生活の面において、服装などとは関係なく、経済的能力と

知性、行動力などを兼備している上で自立している女性のことであると考え

られる。 

以上からも見られるように、「よい意味のモダンガール」は世間一般におい

て認識されている「モダンガール」とは異なっているが、そのような認識は

「モダンガール」についての他の記事においても現れている。上司小剣は上

のような傾向を「思想的モダアン」と「風俗的モダアン」という言葉で説明

しながら、「流行の洋装」で街をぶらついている人を「モダンガール」と呼ぶ

ことを警戒している。 6このように、1930年代初めにおいて、「モダンガール」

の真の意味を問う、または「モダンガール」といえる象徴的な人物を探し当

てる企画が数多く見られるのは、当時「モダンガール」の像が揺れており、

それを確立していこうとする動きがあったという証拠であるといえよう。 

1930年代初めに見られた二つの「モダンガール｣像の間の乖離は、時間が経
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つにつれて「風俗的モダアン」に傾き始めるといえるが、そのような傾向は、

女性発信の記事内容において見出すことができる。1931年に書かれた、ささ

きふさの「紳士とは？」（『モダン日本』1931年5月）や「社交なき日本」（『モ

ダン日本』1931年6月）、そして小渡純子の「婦人運動に踊る女性たち」（『モ

ダン日本』1931年4月）などは、女性が見た日本社会を書いた文章であるが、

これらは流行や風潮を取り上げた軽い読物というよりは、社会の断面に対す

る女性の鋭い視線が感じられる文章であると考えられる。特に小渡の文章は

明治末期の「新しい女」から始まる婦人運動から女性の参政権運動に至るま

でを概観し、その中で活躍した女性運動家たちを紹介する文章で、ある意味

で「新しい女」の系譜を受け継ぐ「よい意味のモダンガール」というべき女

性たちが描かれているといえる。しかし、次第に「よい意味のモダンガール」

は誌面からあまり見られなくなり、それから2～3年が経過すると、「モダンガ

ール」は「風俗的モダアン」の意味に定着するようになる。 

「モダン恋愛道徳座談会」（『モダン日本』1933年1月）において、島春子は

「とにかく、ほんとうに洗練された趣味、思考からあらゆる新しい方向を生

んで行かうとする人々をモ・ガとかモ・ボとか呼ぶのは侮辱ですわ」として、

「思想的モダアン」と「風俗的モダアン」を区別した上で、「風俗的モダアン」

を「モ・ガ/モ・ボ」として定義している。また「一般にモ・ボ、モ・ガつて

云はれてる人をみますと、どんなクラシツクなお嬢さんでも、長い髪をポツ

プに、お召物を脱ぎすてゝ、フアツション・ブツクの一スタイルに早がはり

して、男の方と一緒に銀ブラでもすれば、もうみんなからモ・ガなんて云は

れるでせう」と述べているが、ここからは服装の変化ともう一つ、恋愛する

女性という「モダンガール」像が浮かび上がってくる。 7 

マヤ美容室のマヤ・片岡が書いている「春は薔薇色」（『モダン東京』1935

年3月）は春における女性のファッションと美について提案しているが、「特

にダンスパーテイなどで、イトシキ彼に抱かれ給ふといふお方などはモツパ

ラ指先の美容に心をおつかひ下さいませ」など、腰のシェイプアップや口紅

の塗り方、香水に至るまで全ての美容において、その視点が男性との接し方

を中心に説明されている。また「夏のモオド エチクエツト」（南美子、『モ

ダン東京』1936年8月）は「女の子は少し勇敢にやるべしです。蝶々をウンと

集め様と思つたら花はなるたけキレイに咲くべし、と云ふのは自然の法則で

す」と、恋愛関係のために思い切ったファッションをすることを勧めている。

明治・大正時代における女性の洋装が、女性の進歩的で活動的な姿を強調す

るものであったというならば、昭和10年代に当たる1930年代半ば頃からは、

女性の服装の意味と価値を恋愛関係から見出すように誘導するメディアの動

きがあったのである。 

女性の能力などの内面的なものから見出されていた「よい意味のモダンガ

ール」像が、外的側面――外見と行動様式――が重視される「モダンガール」
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に変貌していく過程が、1930年代の「モダン」系雑誌に映し出されているの

であるが、「モダンガール」の行動様式の変化において注目すべき点は、女性

の自立性というものを如何なる面において評価しているかということである。

「よい意味のモダンガール」像が持っていた、家族のために自分で運転がで

きて「恋愛などに対する興味は持つてゐない」ことで表されていた女性の自

立性は、女性が自由な服装と自由な恋愛に積極的になるということに成り代

わったのである。 

 

 

4、「モダン」系雑誌に見られる女性文学者像―随筆の分析を通じて 

これまでの考察を振り返ってみると、「モダン」系雑誌における女性像は複

雑に絡み合っているといえる。一括りに「モダンガール」の呼称で呼ばれて

きた女性たちの中には、欲望の対象になる女性が存在し、その女性たちを観

察する女性たちがいる。その階層化された構図によって、女性による女性の

消費が行われていたのである。そのような状況の中で女性文学者たちは如何

に現われているのか。 

「モダン」系雑誌の中で、まず『モダン日本』について見てみると、 81930

年の創刊以来、女性文学者によるアンケートの回答や随筆、記事などがほぼ

毎号にわたって掲載されている。しかし、彼女たちによる小説などの文学作

品が誌面に登場したのは、編集長が馬海松に変わり、雑誌の編集体制が変わ

る以前においては、俵谷周子「復讐（コント）」（ 1931年 10月）と宇野千代

「初夏の一日＝五月の思ひ出＝」（1931年11月）が掲載されているのみである。

また、1932年2月に編集長が馬海松に変わってからは、1933年2月の「新人コ

ント集 恋のおけしき」に掲載されている杉田千代乃の「素面の男」が最初

であり、コントではない小説としては、同年の9月に掲載された林芙美子の

「巴里の術策」が最初である。それ以降の『モダン日本』に見られる女性文

学者による文学作品を見ると、1933年に二編（上述の杉田千代乃と林芙美子

の作品）が掲載され、その翌年も二編である。 9『モダン日本』が複数の連載

小説を抱えながらも、読み切りの小説を毎月三編から五編は載せていたこと

を考えると、女性文学者による作品はあまりにも少ない。なお女性作家によ

る連載作品が創刊から『新太陽』に改題するまでの13年間において一つもな

いということから、『モダン日本』が女性文学者の存在意義を文学の創作では

なく、女性の一つの類型という意味において見出そうとしていたのではない

かと推定できる。女性文学者たちがよく登場していた随筆欄やアンケート、

座談会などには、彼女たちだけではなく、女優や舞踊家、音楽家など、様々

な職業の女性たちによる参加が目立っていたことは、その裏づけになってい

るといえる。 10すなわち、女性文学者は作品という彼女たちの仕事ではなく、

「文学者」という職業を持っている女性として受容される側面が大きかった
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といえよう。 

そのような事情は『モダン日本』のみならず、他の「モダン」系雑誌にお

いても見られる。『モダン日本』以外の「モダン」系雑誌の中で最も文学の比

率が高いのは、新興芸術派の作家たちが主導して刊行した『モダンライフ』

であるといえるが、創刊号とその次号において女性文学者の作品は見当たら

ず、女性文学者が書いた文章が林芙美子の「名士似顔短評」（1933年4月）一

つしか掲載されていないということは、『モダンライフ』における男性偏向的

な性格を物語っている。 11その他の雑誌における女性作家の文章を挙げてみる

と、情報記事が多く、文学的な要素は薄い『モダン東京』では、女性記者や

他の女性専門家による文章は多く見られるが、女性文学者によるものは北村

静江のコント「あなたと呼べば」（1936年6月）しかない。『モダン風』も事情

は同様で、女性文学者の名前が見られるのは林芙美子の「五月の愁思」（随筆、

1931年6月）のみであり、「モダン」が付く雑誌の最も早い例として挙げるこ

とができる『モダン』においても長谷川時雨（「江島生島（新橋演舞場十月興

行上演）」1927年11月）の名前のみが誌面に挙げられているだけである。 12 

以上を見ると、「モダン」系雑誌の中において女性文学者に任せられた役割

は、女性群像の中の一つとしての意味が大きかったといえるが、女性文学者

自身による自己認識は如何なるものであったのか。ここからは、主に『モダ

ン日本』を中心にして、適宜他の「モダン」系雑誌も参照しながら考察して

いきたい。 

女性文学者の文章は大きく随筆とコント・小説に分けることができる。ま

ず、『モダン日本』に掲載されている女性文学者の随筆の内容について見ると、

出かけた際に鳳仙花の苗を見つけて家で花が咲くまで育てる話を描いている

今井邦子の「鳳仙花」（1936年7月）や、愛情のある人に先立たれること、愛

着を持っていた物を落とすことの寂しさについて書いた深尾須磨子の「心の

落し物」（1938年4月「春季大増刊 戦争小説号」）など、作家の日常に即した

ものが多く見られる。一方、女性文学者による随筆の多数を占めていた日常

を描いたものの中で、社会に向けて声を発しようとしているのが吉屋信子の

随筆である。吉屋信子は、芝居を見にいった劇場の観客に対する態度に不快

感を覚えたことを書いて劇場のシステムへの問題提起をした「劇場の観客虐

待」（1934年6月）や、松旭斎天勝が日本社会に及ぼした影響と彼女の行跡を

評価した文章「松旭斎天勝女史」（1933年7月）などを随筆欄に発表していた。

他にも同じ系統のものとして、当時の演劇界の状況について語っている小寺

菊子の「ほゝゑましきもの」（1935年2月）を挙げることができる。 

女性文学者による随筆に見られる特色の一つとして、当時のモダン文化に

はほぼ触れられていないという点が挙げられる。都市文化やモダンガールな

どが登場しない女性文学者の随筆は、モダン一色で飾られていた雑誌全体に

おいて異色の存在であり、その異なりはモダン文化を描いている同じ随筆欄
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の他の随筆と比べてみても、一目瞭然である。女性によるモダン経験は、他

の分野の女性たちによって語られていた傾向を見せているが、例えば代表的

なモダン経験の一つであるといえる洋行経験については、画家の長谷川春子

がイギリスに渡った際の船内での経験談である「イギリス船中」(1933年11

月)において現れ、また声楽家の平井美奈子は「椿姫」（1934年4月）で、「良

妻賢母にされてしまつた」自分が「昭和令嬢」と接しながら「色々の意味で

新しい時代を知る勉強」をしたことについて語っている。 

女性文学者の中でそのような系統のものを書いている人といえば林芙美子

であるが、彼女はパリ滞在中に感じた寂しさをバーで酒を飲みながら紛らわ

していた経験を「燐寸と酒に寄せて」（1933年3月）という随筆に書いており、

「屋根裏三昧」（1932年9月）では、パリで暮らしていた家のことを書いてい

る。パリ滞在は林芙美子において繰り返し現れるテーマであるが、『モダン風』

に掲載されている「五月の愁思」には、寂しさと仕事の忙しさから逃れてパ

リに旅立ちたいと思う林芙美子の心情が如実に現れている。 

 

 

5、作品に現れている女性文学者の役割―「ロマンティック・ラブ・イデオロ

ギー」を軸として 

随筆を通じて見た女性文学者たちは、時流に符合するものを書いていると

いうよりは、自分たちの日常について素朴に書いていたといえよう。そこに

は時代に対する反発も順応も見られない、一個人の世界のみが存在している

のである。そのような彼女たちの語りは、小説においては少し異なる様子を

見せている。 

『モダン東京』(1936年6月）には「薫風コント」という特集が組まれてい

るが、この特集には「上陸」（福田清人）「お嬢さんの恋」（金谷完治）「心な

き戯れ」（大森清）「あなたと呼べば」（北村静江）の四編の作品が収録されて

いる。その特集における男性文学者の作品は、航海中に日本に寄った「Sukeb

ei house」を探しているノルウェイの船員たちと日本人男性の偶然の出会い

（「上陸」）や「南国の温泉場」で出会った男性の求愛を些細な誤解から断る

女性（「心なき戯れ」）など、自由奔放なモダン文化が感じられるものといえ

る。しかし、唯一の女性文学者の作品である「あなたと呼べば」は、家に遊

びに来た隣の子供に「カステラ」と「紅茶」でもてなし、子供の歌を聞きな

がら楽しい一時を過ごす夫婦が描かれている。北村静江は男性文学者の作品

には現れていない家庭をもってモダン生活を表そうとしており、また、その

家庭が幸せの象徴として表現されていることに注目したい。「薫風コント」に

おける男性文学者たちの作品が、わけのわからなさ、すなわち「ナンセンス」

的な面を強調したり、恋愛やバーなどによって「エロ」の雰囲気を出したり

することでモダンを表現しているのに対して、北村静江は「カステラ」や
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「紅茶」、そして流行歌 13を通じてモダン的な要素を表しており、それは幸せ

な家庭のイメージに結びついていく。「ロマンティック・ラブ・イデオロギー」

とモダンの結合なのである。 

女性文学者たちの小説において「ロマンティック・ラブ・イデオロギー」

の傾向が見られるということは、『モダン日本』の掲載小説においても指摘で

きる。当然、『モダン日本』における全ての女性文学者の作品においてそうで

あったとはいえないが、 14女性文学者という集団として見た時に、「ロマンテ

ィック・ラブ・イデオロギー」という装置は強力なものとして浮かんでくる。

女性文学者による作品が少ない中で、1938年6月に企画された「女流作家コン

ト特集」は女性文学者が中心になっている数少ない特集の一つである。ここ

に参加した作家と作品名を列挙しておくと、佐多稲子 15「花の魅惑」、仲町貞

子「兄さんへ」、深尾須磨子「古風な話」、森三千代「幸福な奥さま」、真杉静

枝「新家庭メモ」、大田洋子「女は狂ひぬ」、城夏子「麦畑にて」、松田解子

「花の匂ひ」の8名による8作品である。その内容は、家庭の中の女性に注目

しているものが多いといえる。少し長くなるがここで各コントを紹介してお

きたい。 

「花の魅惑」は「この頃争ひをしてゐる」恋人から花が贈られてきて喜ぶ

も、それが間違って配達された花であったという内容であり、「兄さんへ」は

「家族のことは心配しないで一所懸命お国のために働いて下さい」と、戦争

に行っている兄に送った手紙の形式を取っている。また、「古風な話」は「空

想の好きなすこし時代おくれの美しい娘」が、好きなのか嫌いなのか判断で

きなかった求婚者への愛情に気づき結婚を決心する物語であり、「幸福な奥さ

ま」は植民地に赴任している知人から送られてくる自慢げな手紙とそのやり

取りが描かれている。「新家庭メモ」は月に一日、夫婦の倫理から解放される

日を設けた夫婦が、一人で寂しい一日を過ごして帰ってきて互いに強がりで

嘘をつく風景が描かれており、「女は狂ひぬ」は亡くなった姉の夫「聡一」に

結婚を申し込まれた「美也」が気の狂った「聡一」の昔の愛人の姿を目撃す

る話である。「麦畑にて」は「智子」に「縁談が起ると必ず」父の親友の息子

「陽平」が上京してきて、意図せず縁談が破談になるのを繰り返していくう

ちに、「陽平」を結婚相手として意識するようになる「智子」とその両親を描

いており、「花の匂ひ」は一人で子供を育てている女性たちが互いを励まし合

う物語である。 

8編のコントの中で結婚や家庭の中の女性が登場しないのは、恋愛関係にあ

る男女を描いている「花の魅惑」のみである。その他の作品は、家庭の形成

過程にある女性、すなわち、結婚の前段階としての縁談や求婚に対する女性

の心理というものを描いた作品（「古風な話」、「女は狂ひぬ」、「麦畑にて」）

と、家庭内の女性とその役割について描いている作品（「兄さんへ」、「幸福な

奥さま」、「新家庭メモ」、「花の匂ひ」）に分けることができる。それらの作品
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において、結婚は「独身がいゝなどといつてゐた時代もありますが、それは

ひねくれた考へで負惜しみだつたといふことがしみじみわかつてきました」

（「幸福な奥さま」）という言葉をもって奨励されており、愛・恋愛の終着点

として語られている結婚を、登場している女性たちはみな望んでいるのであ

る。そして、その結婚を経て形成された家庭は、生活の中心となっており、

家族構成員たちの親密感に基づいて成立している幸せな「ホーム」として描

かれている。 

しかし、「女流作家コント特集」における家庭は「ホーム」として描かれて

いる一方で、欠如した形態としても登場している。その欠如とは男性の不在

である。「兄さんへ」と「花の匂ひ」における家庭では、両方とも男性が不在

であり、「兄さんへ」では戦場にいる兄が、「花の匂ひ」では夫が不在となっ

ている。「花の匂ひ」については、作品の中に不在の理由は明確には書かれて

いないものの、夫の写真の前に花を添える行為は出征している者のための陰

膳を意味しており、夫の不在で生計に苦しむ働く妻なども銃後の女性を描い

た小説の典型的な構図であることから、夫は出征によって不在になっている

と推測できる。「この花をチャブ台にかざつて」「えみ子の父さんの写真を置

いて、それからあなたのあの人の写真もおいて、えみ子と三人で」食事をし

ようとする二人の女性の姿は、銃後の家庭を守る女性を表しているのである。 

「女流作家コント特集」は1938年の6月に『モダン日本』に掲載されたもの

である。詳しくは第5章で述べることになるが、この時期は国家の戦時下体制

に従って『モダン日本』が徐々に編集体制を変えつつあった時期であった。

同じ号には、「総体戦争下の日本座談会」や「シンガポールまで」（今日出海）

などの記事や、小説においても海軍中佐である松島慶三が書いた戦争小説

「戦火に立つ」が掲載

されているなど、『モ

ダン日本』は戦争を支

えるよう大衆を促す体

制になっていたといえ

よう。その中において、

「女流作家コント特集」

は家庭を作ることに専

念している女性、また

男性不在の家庭を守り

続ける女性を描くこと

によって、女性の夢で

もあった「ロマンティ

ック・ラブ・イデオロ

ギー」による恋愛と結

【図1】「香に匂ふ」挿絵（『モダン日本』1942年4月） 
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婚の問題を銃後体制にまで繋げているのである。そしてその役割を担ってい

たのが、他でもなく女性文学者たちであったのである。 

1942年4月の『モダン日本』には佐多稲子の「香に匂ふ」という短編小説が

掲載されている。戦時下において戦争を容認したとして戦争責任を問われて

きた作家の一人である佐多稲子は、戦時下における作品の一部を『佐多稲子

全集』（講談社、1977～1979年）に収録することを自ら拒否したが、「香に匂

ふ」もその一つである。「香に匂ふ」は出征した夫の「宗一郎」のために、毎

日陰膳を据えている「ひろ子」と、離婚した後、「宗一郎」の友人「水澤」に

思いを寄せている「ひろ子」の友人「みち子」の物語である。ここで「ひろ

子」は不在の夫のために欠かさず陰膳を据える模範的な妻として、そして

「みち子」は「水澤」が出征を控えているにもかかわらず、彼と結婚するこ

とを決心する勇気ある女性として現れている。 

小林美恵子が、「ひろ子の「かげ膳」を据える姿には、二つの意味が記号化

されていよう。一つは、彼女が戦地にある夫と愛情の絆で結ばれているとい

うこと、そしてもう一つは、彼女が立派な＜銃後の女＞であるということで

ある」と指摘していることからも分かるように、 16「香に匂ふ」は「ロマンテ

ィック・ラブ・イデオロギー」と銃後の活動を結びつけることで、「国家のた

めに役立つことが正しいことであると信じ」 17ていた当時の女性たちに、銃後

は「お国に役立つ」のみならず、愛する夫と家庭を守るためのものでもある

と力説しているのである。すなわち、「ロマンティック・ラブ・イデオロギー」

は戦時下の女性に対して、より強力な銃後への動機を付与する装置になった

のである。 

 

 

6、おわりに 

吉屋信子は「一門一答 水谷八重子と吉屋信子」（『モダン日本』1935年5月）

において、女性文学者と仕事について「少しでも功名心があつて、もつと

いゝ作品を書きたいとか、えらくなりたいとか思つてやつてゐる人には、女

のすべての欲望や精力がその方へ吸収されてしまふんぢやないでせうか」と

述べている。一方、「一門一答 横光利一と林芙美子」（1936年1月）において、

林芙美子の「女流作家はどうお思ひですか」という質問に、横光利一は「女

流作家には、意識家がほとんどゐない。だから、道徳が定まってゐます」と

答えている。 

女性文学者自身は自分の中の女性としての欲望を仕事に集中させている存

在として捉えているが、その行動原理には「意識」ではなく「道徳」が存在

している。この「意識」と「道徳」は、個人の倫理と集団の倫理として置き

換えることができよう。ここまで考察してきた女性文学者の文章においても

個人の「意識」よりは集団としての「道徳」が意識されているといえる。日
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常を書いた随筆においては見出せなかったある一定の方向性が、意図をもっ

て書かれた作品において見出されているのがその証拠なのである。 

 女性文学者における「道徳」は、「モダン」系雑誌においては「ロマンティ

ック・ラブ・イデオロギー」として現れている。1930年代の女性像において

中心的な価値を持っていた「ロマンティック・ラブ・イデオロギー」が、女

性文学者たちによって共有され、さらに彼女たちがその普及に励んだ側面も

あるといえる。その過程において、作品に対する雑誌社側の意図または要求

があったか否かについては、現段階においては判断できないが、女性文学者

が女性の「ロマンティック・ラブ・イデオロギー」を刺激する装置を提供す

る役割を果たしていたことは否定できない。 

 井上ひさしは「昭和十（一九三五）年頃から十四（一九三九）年頃まで、

女性作家の仕事はめざましい」ものであったとしながら、「男性作家は新しい

国家主義をもとに作品を書き始める。ところが女性作家は、後に大きくなる

仕事を始めていく」と、1930年代後半における女性文学者の仕事について評

価している。 18しかし、その一方で、女性文学者が1930年代後半の大衆娯楽雑

誌において、社会が望む方向へ女性を誘導する動きを見せていたことも事実

である。「モダン」系雑誌における女性文学者たちは、男性が女性を見る欲望

の目から隔てられているところで、女性の欲望を刺激する存在として現れて

くるのである。 

 女性を対象化する「エロ・グロ・ナンセンス」の絶頂期において、女性文

学者は男性と視線を共有してはいないが、女性の一類型として受容され、自

分たちの生活を見せる文章を書くことで彼らあるいは世間の欲望を満たして

いた。それが、1930年代後半になると、彼女たちはみずからのの作品を通じ

て、銃後のあるべき女性像が、国家のために必要な存在であるのみならず、

女性自身の理想の実現――「ロマンティック・ラブ・イデオロギー」――と

も深く関わっているものとして認識させることで、女性の欲望を刺激する形

で国家が赴く方向に女性たちを導くようになるのである。1930年代の「モダ

ン」系雑誌に現れている女性文学者像は、社会と時代が女性文学者を如何に

利用していたかを浮き彫りにしているものであるといえる。 

 

 

                                           

1 この3誌についての先行研究は数多いが、その中で女性文学者との関わりが

見られるものをいくつか挙げておきたい。 

『女子文壇』：金子幸代、伊藤恵理「「若き婦人」と「今の婦人」―一九一〇

年「女子文壇」における投稿の調査研究―」（金沢大学大学教育開放センター

紀要、2007年1月）金子幸代、中村真也「〈新しい女〉とは何か―一九一三年

における「女子文壇」の文化史的研究―」（富山大学人文学部紀要、2008年） 



87 

                                                                                                                            

『青鞜』：堀場清子『青鞜の時代―平塚らいてうと新しい女たち』（岩波書店、

1988年）飯田祐子『『青鞜』という場―文学・ジェンダー・＜新しい女＞』

（森話社、2002年）『国文学解釈と教材の研究 特集青鞜の時代、女性の時代』

（2009年4月） 

『女人芸術』：尾形明子『『女人芸術』の世界――長谷川時雨とその周辺』（ド

メス出版、1980年）尾形明子『女人芸術の人びと』（ドメス出版、1981年） 
2 シン・ハギョンは「女性身体の解剖と建築――龍胆寺雄の「魔子」と「新興

芸術派」の周辺」（『モダンガール――日本帝国と女性の国民化』ノンヒョン、

2009年）の中で、龍胆寺雄を中心に新興芸術派とその周囲の芸術に見られる

女性の身体を解剖する傾向について論じている。 
3 立花美子「男装して女の知らない世界を探る」『モダン日本』1936年9月 
4 『モダン日本』における令嬢と「エロ」に関わっている女性たちを交えた座

談会は「尖端女性総登場 紅唇乱扎飛ぶ座談会」（1935年1月）「標準型男性決

定座談会」（1935年5月）「芸妓と令嬢座談会」（1936年3月）などがある。 
5 「モダンガール」についての認識が窺えるものとしては、「モダンライフ座

談会」の他にも、アンケート「推奨すべきモダン・ボオイ/推奨すべきモダ

ン・ガアル」（『モダン日本』1930年11月）や「モダン恋愛道徳座談会」（『モ

ダン日本』1933年1月）などの企画を挙げることができる。 
6 「推奨すべきモダン・ボオイ/推奨すべきモダン・ガアル」（同上） 
7 「モダン恋愛道徳座談会」においては、「モ・ガ」と「モ・ボ」が同時に語

られているが、座談会の参加者である伊藤次五郎が「モダンガール」に対し

て「女なんて、僕は大したものとちつとも思つてゐない。どんなえらい女だ

つて、男より馬鹿だと思つてゐる」としながら、「吾々と同じ課題を、同じ程

度に語りうる女性がほしい」と述べていることは、女性全体に対する差別発

言であると同時に、「モ・ガ」と「モ・ボ」の関係においても「モ・ボ」より

「モ・ガ」の方が風潮に便乗した軽薄なイメージをもって語られていたこと

をほのめかしている。 
8 『モダン日本』については、各図書館にあるものと論者が個人的に所有して

いるものを合わせても欠号があるため、その欠号に限っては調査が不足して

いるところがある。ここに欠号を示しておきたい。1932年6月、1935年7月～1

1月、1937年3、4、6、7、12月、1940年9月、1942年1、2月 
9 1934年に掲載された二編は、1月に発表された林芙美子の「鬼神お松」と5月

の久山秀子「地下鉄サム」である。 
10 代表的な人物を挙げてみると、画家の長谷川春子や藤川栄子、女優の入江

たか子や水の江瀧子、舞踊家の崔承喜、歌手の二葉あき子などである。『モダ

ン日本 臨時増刊 翻訳と創作』（1937年5月）には、上に挙げた人たち以外

にも様々な分野の女性たちの文章が見られる。 
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11 筆者及び編集に関わっている人たちが『モダンライフ』とほぼ重なってい

る、新興芸術派の同人雑誌『近代生活』においては、毎号少なくとも1～2人

の女性作家の作品が掲載されていたことから考えると、新興芸術派による雑

誌は大衆向けになって、より男性中心になったといえよう。 

 ちなみに、『モダンライフ』における女性文学者の文章について、詳しく述

べておくと、1933年4月の『モダンライフ』には女性が書いた文章が二つ掲載

されている。一つはエルツドルフ・初子という女性が書いた「独逸人の妻と

なりし私の一生は幸福なるや！」であり、もう一つが本文において紹介した

林芙美子が横山大観の似顔絵を見て短い感想を書いたものである。 
12 ここにおいて言及している「モダン」系雑誌は、現在その実物が確認でき

るものに限る。詳細については、第3章の【表1】を参照のこと。 
13 子供が歌う歌の題名は明記されていないが、「アナータト、ヨベーバア」や

「アナータ、ナアンダーイ、ソーラハ、アオゾラーー」という歌詞を見ると、

1935年に発表された「二人は若い」であることが分かる。 
14 『モダン日本』においては「ロマンティック・ラブ・イデオロギー」に影

響されていない女性文学者の作品も見られる。例えば、林芙美子の「巴里の

術策」（1933年9月）はパリに住んでいる吉野という若い日本人男性が生活に

疲れて極端な選択をしようとした50代のドイツ人夫人に出会い、愛人関係に

なるが、結局は別れてドイツ人の夫人がセーヌ河に投身するが助かるという

小説であり、大倉燁子の「深夜の客」は殺人事件に巻き込まれた女探偵が事

件を解決する話である。 
15 『モダン日本』においては、全て窪川稲子の名前になっているが、本論文

では統一して佐多稲子と呼ぶことにする。 
16 「『香に匂ふ』――「かげ膳」を据えたがる＜女たち＞――」『国文目白』2

004年2月 
17 竹内栄美子「銃後――佐多稲子「香に匂ふ」」『戦争を読む』ひつじ書房、2

013年 
18 「座談会昭和文学史（21）女性作家――野上弥生子、佐多稲子、円地文子

を中心に」『すばる』2002年1月 
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1、はじめに 

1945年8月15日以降の日本社会において「戦争責任」という言葉は、戦争に

よって破壊されてしまった日本という国家を再建するために重要な役割を果

たすキーワードとして良くも悪くも用いられてきたが、今日に至っても東ア

ジアの国際情勢においてその言葉の重さは減ることなく増していく一方であ

る。戦後直後から「戦争責任」は政治・社会から文化に至る様々な方面にお

いて追跡され、問われてきた。それは雑誌メディアにおいても同様であった。

戦時下に刊行されていた雑誌なら、『改造』や『文藝春秋』のような総合雑誌

から『婦人公論』『主婦之友』などの婦人雑誌、そして少年少女雑誌まで、そ

のジャンルを問わず、「戦争責任」について少なからず議論され研究されてき

たといえよう。 1しかし、このような雑誌メディアにおける厳しい追及の中で、

朝鮮出身の馬海松が編集長及び発行人であったことで現在でも注目を浴びて

いる『モダン日本』は、「戦争責任」から逃れてきたといえる。  

 

 

2、「戦争責任」から逃れてきた『モダン日本』 

雑誌『モダン日本』は、1930年に文藝春秋社から創刊され、 1943年『新太

陽』（新太陽社刊行）に雑誌名が変わるまで13年間刊行され続けた「昭和モダ

ニズム」を標榜する代表的な大衆娯楽雑誌の一つとして知られている。「刻々

に変化して行く現代日本を表現」する「生活、実際科学、娯楽、趣味、
ママ

を中

心とした興味本位の雑誌」（菊池寛「「モダン日本」に就て」（『モダン日本』1

930年10月創刊号）。以下、増刊号を除いた『モダン日本』の引用に関しては

年月のみを記する）を目標としていた『モダン日本』は、しかし、創刊され

た翌年に経営悪化で廃刊が決まる。その『モダン日本』の危機を救ったのが、

当時文藝春秋社で広告部長として働いていた朝鮮人青年、馬海松であった。

馬海松は廃刊が決まった『モダン日本』の復刊のために、文藝春秋社から独

立した子会社であるモダン日本社を創立し、社長兼初代編集長として就任す

る。  

 馬海松が編集長に就任した後の『モダン日本』は、「『キング』よりも都会

的で、といって『新青年』ほど「モダン」過ぎもせず、『文藝春秋』や『オー

ル読物』よりも「文壇」的でも「小説」的でもなく、いわば明確なカラーを

打ち出すことをせずに、犯罪、エロ、芸能、スポーツと、読者の喜びそうな

何でもありの誌面造り」を試みて、ある程度の成功を収めたが 2、その一方で

「雑誌の個性や性格といったものを否定し、時勢や時局にひたすら追随する

ような編集方針を取った」とも批判される。 3この川村湊の指摘は『モダン日

本』を考察するに当たり、概ね肯定できる内容であり、特に戦時下において

「時勢や時局」に便乗し、数々の特集や企画を通じて戦争と植民地政策を宣

伝する傾向がより目立つようになったと考えられる。にもかかわらず、これ
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まで『モダン日本』が「戦争責任」を問われなかったことには、いくつかの

理由が存在する。 

 まず、『モダン日本』そのものが研究対象としてあまり注目されてこなかっ

たことを理由として挙げることができる。従来の『モダン日本』研究は大き

く「朝鮮人編集長という珍しい存在」「創刊号の紹介」「朝鮮版」の3つの事実

に注目しているものが多く見られ、『モダン日本』を雑誌メディアとして本格

的に取り上げてその構造や役割について考察している研究は数少ないといえ

る。また、大衆娯楽雑誌の「戦争責任」についての言及は主に『キング』を

中心になされており、『モダン日本』は大衆娯楽雑誌の代表格である『キング』

の影に隠れて批判を免れてきたのも一つの原因として考えられる。 

しかし、『モダン日本』における「戦争責任」を見えにくくしている最も大

きな点は『モダン日本』の全ての事項における実際の決定権者であった馬海

松が植民地出身であるということと『新太陽』の存在である。『新太陽』 (新

太陽社)は『モダン日本』(モダン日本社)が出版社名と雑誌名を改名して1943

年1月から刊行された雑誌であり、戦時下においてプロパガンダの役割を果た

したと批判される雑誌として知られている。戦後の1946年1月からは『新太陽』

は廃刊となり、再び『モダン日本』という名前に戻って刊行されたことから

考えれば、『モダン日本』と『新太陽』は一時的に名称が変わっただけの同一

雑誌として認識すべきであるが、その関わりについて強く否定する人たちが

いる。馬海松の遺族および関係者である。 

韓国における馬海松は韓国初の創作童話を書いた先駆的な童話作家として

知られているが、植民地時代に大きな雑誌社を経営しながら日本文壇の中心

で活動したという経歴は、彼の評価を「親日/反日」の対立構図の中から抜け

出せなくしている。馬海松をめぐる「親日/反日」論争は、まだ結論が出てい

ないが、遺族たちがその論争を断ち切るために利用しているのが『新太陽』

の存在である。馬海松の息子であるマ・ゾンギは著書『父馬海松』（正宇社、

2005年）で、馬海松は常に朝鮮民族であることを誇らしげに思っていた、日

本に抵抗した民族主義者であったと力説しながら、モダン日本社が新太陽社

に改名した頃には、日本の侵略戦争を望ましく思っていなかった馬海松はす

でに出版社から身を引いていたので、『新太陽』と馬海松とは全くの無縁であ

ると主張している。また、馬海松自身も『モダン日本』時代についての叙述

は多数残しているものの、『新太陽』についての言及は見当たらない。 

ここで馬鐘基の主張の是非を問うつもりはないが、『モダン日本』と『新太

陽』の間に関連性が存在したのは明らかであり、『モダン日本』が『新太陽』

に変わる以前からプロパガンダとしての役割を果たしていたことは否定でき

ないと考えられる。第5章では『モダン日本』は如何なる方法をもって戦争と

植民地政策を宣伝していたか、また『モダン日本』がプロパガンダ化される

過程と責任者が植民地出身であったこととは如何なる影響関係にあったかに
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ついて注目しながら、『モダン日本』における「戦争責任」を明らかにしたい。 

戦時下における『モダン日本』を取り上げた先行研究は『モダン日本  朝

鮮版』に関する研究が大半を占めており、それらの研究は『モダン日本  朝

鮮版』が「時局便乗的な性格や軍国主義、植民地主義への追随、鼓吹や、あ

るいは朝鮮に対する蔑視、軽視」 4を基調としていたのを認めながらも、日本

に朝鮮を紹介したことを大きく評価している。そしてそのような評価を「彼

は「朝鮮版」を通して当時の「偏屈な」日本人の朝鮮認識を批判し、朝鮮に

対する「深い理解」を得ようと努めたのである」 5などといった、馬海松とい

う植民地出身の編集長の存在と直接的に関連付けているのが、先行研究の一

つのパターンになっているといってもよかろう。 

しかし、上述したような先行研究の捉え方では、帝国メディアにおける植

民地表象の問題より植民地出身の編集長である馬海松による朝鮮紹介という

側面の方が強調されることになり、日本が本格的な戦争体制に入るにつれて

プロパガンダとしての役割を担っていった『モダン日本』と『モダン日本  

朝鮮版』は断絶されてしまう恐れがある。以上を踏まえて、ここでは、『モダ

ン日本 朝鮮版』と馬海松を直接的に繋げる構図から離れて、「朝鮮版」を19

30年代後半の『モダン日本』の戦時下体制と連続線上に置いた上で、植民地

政策の宣伝を大衆娯楽雑誌がどのように行っていたかを明らかにすることを

試みる。 

 

 

3、1937年前後の雑誌界と『モダン日本』の戦時下体制 

 馬海松が編集長を務めてから順調な歩みを見せているように思われた『モ

ダン日本』は、「雑誌は生き物」 6という菊池寛の言葉通り、日本が戦争に突入

するにつれて植民地政策及び戦時下体制に従う形で雑誌の性格を変えていく。  

『モダン日本』において、創刊時から保持してきたモダン文化的な色合い

より政治色が強くなり、本格的な日本政府のプロパガンダとしての働きかけ

を見せるのは1937年の「支那事変」が勃発してからのことである。そして太

平洋戦争勃発以降は雑誌の性質が全く変わるほどの変化を見せるのである。1

937年7月の「支那事変」は雑誌界において大事件であった。『出版年鑑』には

当時の雑誌界の動向が窺える次のような記事が掲載されている。 

 

曩きに云つた事変を盛つた臨時増刊や特集号が相次いで市
ママ

を賑やかした

のは、八月十五日附の「文藝春秋」第一臨時増刊「日支の全面的激突」以

来で、十二月十五日附の「支那から見た事変」まで五冊を発行したのを初

めとして、「中央公論」「改造」「日本評論」が夫々二回づつ発行してゐる

以外に、「モダン日本」「新青年」「婦人公論」等が一回づつ発行し、更に

「理想」の如き文化、哲学雑誌「月刊皇軍」「国体学雑誌」「大義」等の如
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き国家主義系統のもの迄が、特集や増刊を発行してゐる事は例のない事で、

此度の事変の性質を物語るものと見られる。 7 

 

1930年代に入り急変していく国際情勢を注視していた各雑誌は「支那事変」

勃発を契機に各々戦時下体制に入るようになる。そのような傾向は上の文章

からも見られるように、ほぼ全種類の雑誌に共通していたことであった。各

雑誌は戦場の様子を伝えるためにグラビアを増やすなど、共通した動きを見

せる一方で、それぞれの戦略も持ち得ていた。たとえば『文藝春秋』の場合

は、『話』を廃刊して『文藝春秋』の臨時増刊であった『現地報告』を正規の

雑誌として月1回刊行することによって元の『文藝春秋』の形を完全に崩すこ

となく、戦争を中継し、宣伝できる方法を見つけ出した。週刊誌の場合、『サ

ンデー毎日』は「支那事変皇軍武勇伝」や「皇軍慰問号」などの臨時特集 8を

出し、『週刊朝日』は大枠を維持したまま、「世界の動き」(1939年1月1日号～

6月29日号)「銃後ルポルターヂュ」(1939年7月2日号～9月3日号)「銃後の花」

(1939年11月19日号・11月26日号)などシリーズ物を次から次へと企画した。 

 『モダン日本』は「支那事変」が勃発した1937年7月の3ヵ月後である1937

年10月に最初の戦争特集号を刊行した。それ以前から険悪になりつつある国

際情勢に関する記事は多数掲載されていたが、「支那事変」を境に誌面は戦争

に関する記事で埋め尽くされ、小説においても戦争を素材にしているもの

（最も早い時期に現れた小説として 1937年 12月号に載せられた長谷川伸の

「敵討の春」を挙げることができる）が多数を占めるようになる。1938年に

は、新年特集号に中山善三郎の「上海従軍二ヶ月半」や北村透馬の「従軍作

家初年兵」の従軍経験に関する記事が登場する他、戦争に関する特大号が8回

（1,4,5,7,8,9,10,11月号）、臨時増刊が2回（4月『モダン日本 春季大増刊

 戦争小説号』9月『モダン日本 臨時増刊 戦時特報』）刊行されるなど、1

937年に始まった『モダン日本』における戦時下体制はますますその勢いを増

していくようになる。 

 『モダン日本』の戦時下体制において注目に値することは戦場にいる兵士

と銃後の国民を繋ぐ構図が見られるということである。その構図は広告や記

事にも見られるが、このことが最も顕著に現れているのは【図1】に見られる

ように、「戦地からの通信」の最後に読み終わった『モダン日本』を慰問品と

して送るように勧めていることである。 

 雑誌を慰問品として送るように宣伝していたのは『モダン日本』だけでは

なかった。大衆雑誌としてその代表格の位置を占めていた『キング』も『モ

ダン日本』と同様に、宣伝文句として戦場への慰問品として『キング』を送

るように奨励していたのである。しかし『キング』と『モダン日本』の宣伝

には大きな相違が存在する。それは「戦地の可視化」である。 

坪井秀人は「近代日本における対外戦争の特徴」について「島国日本にと
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って、戦場というものが常に海によって内地と隔てられるという条件が必至

であった」と述べながら、「戦地と内地とは連続しておらず、空間的に不連続

であるという、そういう意識を作り出す前提があらかじめ用意されていたの

である。つまり前線（戦線・戦地・戦場）と銃後という二元的なパラダイム

がつくられていたわけである」と指摘している。 9戦地は内地からは見えない

ところにあり、その不可視化によって意識上においても戦地と内地との間に

は隔たりが生じてしまうのである。1937年からの戦時下体制において大半の

雑誌の誌面には戦場のグラビアが大幅に増えた。それは戦場の実状をより

生々しく読者に伝えるために企画されたものであった。しかし、自分たちが

営んでいる生活とは極端に異なる風景は、鮮明な戦争イメージの伝達には効

果的であったかも知れないが、内地と戦地の隔たりを読者により認識させた

可能性があったことは否めないと考えられる。『モダン日本』はそのような

「見えない戦地」を「戦地からの通信」などを用いて効果的に可視化してい

たといえる。 

「戦地からの通信」は1938年3月から1940年4月まで毎号掲載された、各地

の戦地から寄せられた兵士たちの便りを紹介するコーナーで、最も多い時は1

ヶ月で413名 10の兵士の便りが紹介されるほど、戦地での反響は大きかったと

いえる。『現地報告』にも兵士の便りを紹介する誌面 (「決死隊諸勇士の覚悟

と遺書」(45人)1940年7月)が設けられたことがあり、『キング』の読者欄にも

慰問袋に入った『キング』を読んだと

いう文章(1937年11月)が紹介されてい

るが、その量と活用方式において『モ

ダン日本』は他の雑誌とは異なってい

た。 

「戦地からの通信」が始まって間も

ない時から、【図1】のような宣伝が現

れるが、兵士の便りを読んだ後に自分

の住所と名前を書いて送る行動は、単

に慰問品を送る行為に留まらず、雑誌

を媒介して戦地の兵士と直接意思疎通

を図っているような錯覚を呼び起こし

得る行為になる。すなわち読者は『モ

ダン日本』を通じて「見えない戦地」

と繋がっているような感覚を味わうこ

とができるのである。また、住所欄が

あってそれを埋めることから始まる読

者の行動とその結果として慰問品の雑

誌が届くというシステムは、意識上で
【図1】『モダン日本』1939年1月 
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戦場と銃後を繋げるという意味のみならず、すぐにでも実現できる実践的な

行動を雑誌側が提示することによって、戦場は遥かに遠いところではなく

「私」の行動が影響を及ぼすことができる範囲内にあるということを意味し

ている。要するに、実現可能な銃後の国民としての行動を設定して見せるこ

とで読者に戦場と銃後との直接的な繋がりを認識させたのである。 

「戦地からの通信」が

誌面からその姿を消した 1

940年後半頃から『モダン

日本』における戦時下体

制はその勢いを緩める。

全面的な戦争ムードが一

旦弱まった『モダン日本』

に 、 戦 争 以 前 の よ う な

「東京で活躍する異国婦

人座談会」（ 1 9 4 0年 8月）

「李香蘭と文藝峰対談会」

（ 1940年 10月）などのモ

ダン文化的な要素がわずかながら一時的に蘇ってくるのがこの時期である。

『モダン日本』は戦争に巻き込まれていく中でも以前のモダンな雰囲気を保

持しようと努力した。「モダン日本まつり」で 5周年を記念して各分野の著名

人が集まった盛大な催しを企画したのに対し、 10周年は「傷病将士招待慰安

観劇会」が催しの全てであったが、その代わり、大規模の読者懸賞を企画し、

その商品として戦争以前から力を入れてきた「モダン日本好み」のものを用

意したのもそのような努力の一つであるといえよう。 

しかし、このような努力も虚しく、 1941年を境に『モダン日本』は完全に

プロパガンダに変貌する。その頃から戦争関連以外の記事はほぼ見当たらず、

全ての内容が戦争中心になるのである。その変化を克明に見せているのが、

復刊以来、『モダン日本』が保持してきた視覚的イメージの変化である。『モ

ダン日本』は復刊後、雑誌の表紙デザインとしてモダンな女性のバストアッ

プの絵を使用してきたが、それが1940年代に入ってスケートに乗ったりバレ

ーボールをしているなど、スポーツをしている、または活動的な女性のイメ

ージに変わったのである。それは銃後の女性に求められていた活動性が現れ

た結果であると考えられる。また、創刊以来、目次の左上に掲載されていた

女優たちの写真が軍人および政治家の写真に変わっており、このような視覚

的イメージの変化がモダン文化を取り上げる大衆雑誌としてのアイデンティ

ティを捨ててプロパガンダへの道に入った『モダン日本』を象徴する一つの

証拠であると考えられる。そしてこの変動の時期に2回にわたる『モダン日本

 朝鮮版』が企画されるのである。 

【図2】『モダン日本』1942年4月 表紙＆裏表紙 
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4、『モダン日本 朝鮮版』におけるプロパガンダ化―1939年版と1940年版の

比較を中心に 

従来の『モダン日本』に関する言及は、代表的な「モダン」系雑誌である

ということと編集者の馬海松が朝鮮人であったことに焦点が当てられてきた

ということについては前述した通りであるが、前者の場合、菊池寛との関わ

りや創刊号の内容・目次についての紹介が多く見られ、後者の場合は臨時増

刊号として刊行された『モダン日本  朝鮮版』（1939年11月、1940年8月）を

中心としてポストコロニアル的な観点から論じられてきた。特に『モダン日

本 朝鮮版』は日韓両国で復刻版（日本はオークラ情報サービス、韓国は語

文学社、両国共に1939年版は2007年、1940年版は2009年）が出版されており、
11韓国では復刻版と同時に翻訳本も出版されるなど、その存在が注目されてき

た。 

 この「朝鮮版」というものが日本の植民地政策を掲げて作られたというこ

とは、先行研究を参照するまでもなく、「内鮮一体論」「内鮮一体と協和事業」

（以上、39年版）「南総督は語る 本誌記者との対談録」「朝鮮に於ける皇国

臣民化運動」（以上、40年版）などの巻頭記事のタイトルを見ても明白である。

「内鮮一体」という言葉は朝鮮版以外の号ではそれほど頻繁に出ていないが、

39年版の「朝鮮版へのことば」の中に見られる「日本中の読書人が
ママ

一人でも

多く読んで貰ひたい」（菊池寛）や「愛情に裏付けられた「朝鮮認識」の熱望」

（関屋貞三郎）などの言葉を見ると、この朝鮮版の読者を朝鮮人ではなく内

地人、すなわち日本人として設定しているため、朝鮮人を皇国臣民へと包摂

する「内鮮一体」ではなく、日本人に「内鮮一体」のために朝鮮のことを知

ってもらって同じ国民として朝鮮人を受け入れてほしいという意志が込めら

れているといえる。特に、同じ記事に掲載されている近衛文麿の文章を見て

みると「朝鮮再検討の機運が高まりつゝある」中、「朝鮮版」を刊行するのは

「現下の時局に相応しい」と書いてある。「朝鮮版へのことば」に繰り返し登

場しているのが「時局」または「時局柄」という言葉であるが、ここでの

「時局」とは、「朝鮮版」における先行研究  の中で指摘されてきたように、

「内鮮一体」を主張しながら朝鮮を包摂していこうとする帝国日本の強力な

植民地侵略を指しているのではなく、当時日本が対面していた「非常時」や

「国民総動員」を掲げた戦時下体制を指すものとして解釈するのが相応しい

ように思われる。「朝鮮版へのことば」は「朝鮮版」の企画趣旨を読者に説明

し、その当為性を説いたものであり、そこに書かれている「内鮮一体」の意

味は、内地の読者にとっては戦争に勝つための「国民総動員」に過ぎず、「国

民総動員」のために朝鮮を「再検討」する必要があると述べているのである。  

 『モダン日本 朝鮮版』の読者として内地の人を想定し、読者に朝鮮のこ

とを認識させた上で「朝鮮再検討」を促していたことは、1938年から1939年

にかけて『モダン日本』における戦争宣伝の色合いが濃くなっていったこと 
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を考えると、国民として朝鮮の人を受け入れることまでを銃後の国民の責任

として付加しようと企画者側が図っていたといえないだろうか。『モダン日本

 朝鮮版』には日韓の先行研究で指摘されているように、誌面における植民

地朝鮮の表象から窺える帝国主義的な抑圧構造のみならず、「内地」の読者が

銃後国民として植民地を如何に受け入れるかについての宣伝または教育を潜

めていたのである。 

 『モダン日本』における1939年と1940年の編集体制が異なっていたという

ことについては前述したが、朝鮮版の39年版と40年版の間にも差異が見られ

る。まず、39年版が随筆や小説を中心に日本の文人やジャーナリストたちの

朝鮮に対する感想や交流経験を綴った文章が多いのに対し、40年版は3人の記

者を朝鮮に派遣して取材した内容を記事にしたルポルタージュ形式の「現地

報告」が目立ち、朝鮮の古典などを分析した記事なども目を引く。 

 内容を詳しく見ると、39年版は朝鮮の現状や未来の展望について語ってい

るのは日本人が多数を占めており（「新しき朝鮮を語る座談会」、「朝鮮経済界

の展望」（阿部留太）など）、朝鮮人には「平壌妓生内地名士をかたる座談会」

や「朝鮮名士葉書回答」 12などを通じて日本や日朝交流について語る役割が任

せられていた。「朝鮮名士葉書回答」は『モダン日本』側が提示した 3つの質

【図3】（左）『モダン日本  朝鮮版』1939年11月 

（右）『モダン日本朝鮮版』1940年8月 
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問に対する朝鮮人たちの返答を紹介しているが、その中で「内地人に言ひた

い事」という項目に対する答えを見てみると「すつ裸になつて、ツキアツテ

貰ひたい」(金浩永)や「モツト包容力があつて欲しい」(安浩相) などの叙述

が目立っている。また、韓植は「差異と理解」というエッセイにおいて「朝

鮮のいろ〳〵なことが、案外日本の平安朝そつくりだつたりする」と述べた

上で「表面上の差異に、とらはれて、ほんとうの由来と性質を、正しく理解」

しなければ、根本的な類似性を持っていても「軽蔑」や「擯斥」に繋がりか

ねないと主張しながら、「内地人」の目に見えた不可解で劣等な朝鮮人の姿に

ついて解説をしている。39年版から浮かび上がってくるのは、「内地人」の目

によってのみ解釈された朝鮮と、「内地人」の承認と理解によって日本への同

化を試みる朝鮮人であるといえる。 

朝鮮人が日本との関係においてのみ朝鮮を語っていた 39年版に対し、40年

版には「朝鮮女学生座談会」「朝鮮映画界を背負ふ人々の座談会」「半島の新

劇界を展望する」（徐恒錫）など、朝鮮人が自ら自分たちのことや展望につい

て語る場がいくつか設けられている。 

また、39年版における小説や感想文の大半は、朝鮮の首都であり1930年代

からモダン都市としての発展を成し遂げた京城（現在のソウル）よりは、馬

海松の故郷である開城や、平壌、金剛山などの地方を素材にしていた。その

ような傾向は「新しき朝鮮を語る座談会」にも現れているが、座談会の参加

者たちは「印象に残つてゐるところ」として「内地化してる」京城より、平

壌などの地方を言及しており、その中でもハンセン病患者が隔離されて生活

していた小鹿島について最も興味を示している。 

植民地時代においては＜内地/日本＞と＜外地/朝鮮＞という大きな＜中央

―辺境/地方＞の構図が存在し、その上、朝鮮の中でも京城と地方の＜中央―

辺境/地方＞の構図があった。すなわち、当時の日本と朝鮮の地方との間には、

二重の＜中央―辺境/地方＞の構図が存在しているのである。39年版における

朝鮮の表象は、その二重構図の中で辺境の辺境として位置づけられ、日本に

対して二重の地方化による格差がより浮き彫りになっているといえる。しか

し、それが40年版になると京城に関する記事が 39年版に比べて飛躍的に多く

なっているのが目立つ。 13またその内容としては、「今では銀行、保険会社、

商店、各デパート、府民館、郵便局などが次々に建つて、すつかり近代都市

の形相」 14になった京城の変貌や、京城の代表的な繁華街である「本町」と

「鐘路」のカフェやバーなどの詳しい紹介 15など、モダン都市としての京城の

有様を強調する内容が頻出するようになる。 

 この39年版と40年版における2つの差異が示しているのは、39年版に対して

40年版の方が、帝国と植民地という抑圧構造から、少しではあるが、逃れて

いるということであろう。39年版が見せていたのがローカル化された朝鮮、

また帝国の眼を通してのみ、その存在が認識される朝鮮の表象であったとす
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れば、40年版に現れているのは朝鮮人たちが中心となっている朝鮮や朝鮮人

が見ている朝鮮であったといえよう。 

 ここまでをまとめてみると、『モダン日本 朝鮮版』の40年版は、39年版よ

りある程度『モダン日本』が担っていた植民地政策の宣伝としての役割から

少し離れて朝鮮を紹介しているようにも見えるが、しかし、そこには目に見

えない、もう一つの隠された狙いがあった。それは朝鮮人たちの近代性と自

律性を強調することが強力な臣民化に繋がるという構図である。 39年版が朝

鮮を深く理解することは「時局的」に相応しいことであり、また朝鮮人たち

は朝鮮が「帝国日本」と同化するために「内地人」の承認を求めているとい

うことを以て「内鮮一体」を宣伝しているとすれば、 40年版は朝鮮の近代性

や朝鮮人たちにおける自己認識を強調することで、「帝国日本」の国民として

自発的かつ積極的に自分を位置づけていく朝鮮と朝鮮人像を呈しているとい

える。 

 詳しく見てみると、39年版は日本人に以前より詳しく朝鮮を紹介すること

には成功しているが、取り上げている範囲としては、菊池寛が述べたように

「朝鮮と云へば、金剛山と妓生位しか一般には知られてゐない」（「朝鮮版へ

のことば」39年版）という実情から一歩も抜け出すことができず、それまで

の常識をそのまま踏襲する結果となった。それに比べて 40年版は朝鮮の古典

や新劇、映画に至るまで様々な分野の朝鮮と、あらゆる階級の人々――文学

者、芸術家、女学生、学生、妓生――を取り上げて彼らの生活や朝鮮人が抱

いている朝鮮への思いを誌面に反映した。しかし、40年版には同時に、「朝鮮

に於ける皇国臣民化運動」や「志願兵訓練所訪問記」などの記事で積極的に

戦争に参加する朝鮮人の姿や「朝鮮読本」には「事変以来」「愛国心に燃えて」

自ら進んで「創氏改名」した人数が3ヶ月で約170万人に至ったことをも書い

ている。 

近代都市で暮らしながら物事について理性的に思考することができるよう

に描写された朝鮮人たちが登場する39年版に対し、「内地人」の承認を必要と

していた受動的な外地人のイメージとはかけ離れている朝鮮人たちの姿と軍

国主義が掌握している朝鮮半島を同時に登場させる 40年版は、抑圧されて抵

抗する植民地の人たちの代わりに、朝鮮の近代的なイメージと朝鮮人たちに

保証された発言権を強調する記述で、内地の読者に朝鮮をユートピア的植民

地に見せかけていたのである。そのような意味で日本人の視線に徹底的に頼

っていた39年版より、朝鮮の自主性を尊重しているように見える 40年版の方

が、より強力な帝国主義的プロパガンダとしての役割を果たしたに違いない

と考えられるのである。  
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5、おわりに 

 第5章では、戦時下において『モダン日本』がモダン文化を代表する雑誌か

ら如何にプロパガンダに移行していったのかについて考察を行った。『モダン

日本』は「支那事変」が起きた1937年から戦時下体制に入り、多くの戦争特

集が組まれた。事変の翌年である1938年と1939年にかけて次第に増していっ

た『モダン日本』における戦争への熱気は1940年を境に少し静まったように

も見えたが、しかし、『モダン日本 朝鮮版』を通じてみた『モダン日本』の

1939年と1940年の境目はそれとは異なっていた。『モダン日本』が創刊時から

一貫して取り上げてきたモダンな生活とモダン文化が誌面からその姿を消し、

全面的な戦時下体制に入る1941年の約1年前から、弱まったように見えたプロ

パガンダとしての『モダン日本』の働きは、より巧妙になっていたのである。  

 『モダン日本』に現れているプロパガンダの特徴としては両方向性と両極

性を挙げることができる。『モダン日本』は誌面を通じて戦地への慰問と銃後

への励ましがそれぞれ行われたわけではなくて、戦地と銃後を常に並列させ

ることによって両者を結ぶと同時に、両方向へ働きをかけていたのである。1

939年 7月に『文藝春秋』『中央公論』『改造』『日本評論』の 4大総合雑誌が

「対英時局講演会」を日比谷公会堂で開催 16したり、『婦人公論』が1941年4月

「国民生活協会」を発足させ、読者を募ったりする 17など、他の雑誌が読者を

「組織化」する形で銃後運動を進めていたのに対し、『モダン日本』は誌面に

おいて「見えない戦地」を可視化し、兵士と銃後の読者を繋ごうと試みてい

た。また、植民地との関係においては、克明な帝国主義の表出の中に現れた、

二重に地方化された朝鮮と「内地人」の理解を求める劣等な朝鮮人の姿が、

近代的で自律的な朝鮮・朝鮮人像へ変化するという両極的な植民地の現実を

見せることで、教育された人たちによって自発的に「内鮮一体」が進んでい

ると宣伝したのである。 

 『モダン日本』が軍国主義のプロパガンダとして行った活動、特に帝国主

義についての宣伝活動の責任から逃れるためなのか、馬海松が生前に1940年

代における『モダン日本』に触れることはあまりなかった。そのような馬海

松の行動と何らかの影響関係があったとは断言できないが、少なくとも『モ

ダン日本』に関する先行研究において雑誌そのものにみられる帝国主義への

批判はあっても、その批判自体を馬海松個人に向けることは避けられてきた。

なぜなら、彼は『モダン日本』の編集長でありモダン日本社の社長であった

責任者としての位置にいたとしても、『モダン日本』のプロパガンダ化に彼自

身が直接関わった証拠や記録などは見つからなかったからである。それに、

一個人の植民地青年が帝国のシステムの中で「時局」に逆らうことはできな

かっただろうという同情めいた視線も、馬海松への批判を弱める一つの原因

として考えられる。そのため、馬海松の日本滞在期間 18における戦争責任問題

は現在もまだ論争中である。 
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馬海松が『モダン日本』のプロパガンダ化に如何に関わっていたかにかか

わらず、彼の業績は尊重すべきものであり、価値があるものであったと論者

は考えている。「親日 /反日」の二項対立構図に対する恐れで、言い換えれば、

もしも彼の親日行為が発覚したた時、従来の彼に対する評価が全部無為にな

ることを恐れて、『モダン日本』時代の馬海松の仕事は現在においても多くの

部分が埋もれたままである。この馬海松にまつわる問題は過去の問題ではな

く、これからもわれわれが直面しなければいけない歴史認識の問題とも隣接

している。 以上を踏まえて、馬海松にまつわる諸問題について第 8章で考察

したいと思う 

 

 

                                           

1 代表的な先行研究としては、高崎隆治の「十五年戦争と雑誌の犯罪」シリー

ズ（『文化評論』 1985年 7月～ 1986年 1月）及び『雑誌メディアの戦争責任』

（第三文明社、1995年）、近代女性文化史研究会『戦争と女性雑誌――一九三

一年～一九四五年――』（ドメス出版、2001年）、米谷匡史「日中戦争期の文

化抗争――「帝国のメディアと文化工作のネットワーク」」（『日本近代文学と

戦争―「十五年戦争」期の文学を通じて』三弥井書店、2012年）などを挙げ

ることができる。 
2 『モダン日本』が成功を収めたと判断できる根拠として、「編集後記」に見

られる売行きの順調さ(「品川駅、上野駅で、各千部近く売尽すということは、

開闢以来のことだといふ」1932年3月)と戦前期に創刊された雑誌の8割以上の

平均寿命が10年にならなかった(浜崎廣『雑誌の死に方 “生き物”としての

雑誌、その生態学』ニュース社、1998年)のに対し、『モダン日本』は13年間

以上刊行されたことなどが挙げられる。 
3 川村湊「馬海松と『モダン日本』」『文学史を読みかえる(2)「大衆」の登場』

インパクト出版会、1998年 
4 川村湊「馬海松と『モダン日本』」、上掲書 

5 洪
ホン

善
ソン

英
ヨン

「雑誌「モダン日本」と「朝鮮版」の組み合わせ、その齟齬」『植民

地朝鮮と帝国日本』勉誠出版、2010年 
6 菊池寛「「モダン日本」に就て」『モダン日本』1930年10月 
7 「出版界一年史（昭和十二年度）」『出版年鑑』、東京堂、1938年 
8 『サンデー毎日』における戦争関連の臨時特集は同じタイトルの特集が何回

も組まれる仕組みであった。例えば「支那事変皇軍武勇伝」は1937年に、「皇

軍慰問号」は1939年に回数を重ねて特集が組まれている。 
9 坪井秀人「戦争短歌における前線と銃後――『支那事変歌集』その他」『日

本近代文学と戦争―「十五年戦争」期の文学を通じて』三弥井書店、2012年 
10 『モダン日本 春季大増刊 戦争小説号』1938年4月 
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11 本論文における『モダン日本 朝鮮版』における引用はオークラ情報サー

ビスの復刻版によるものであることを記しておく。また以下、1939年11月の

朝鮮版は39年版、1940年8月の朝鮮版は40年版と表記する。 
12 葉書の質問は3つで、その内容は「1、内地人に知つて貰ひたい事 2、内地

人に言ひたい事 3、モダン日本についての感想及び希望」である。 
13 40年版における京城関連記事は「京城の思ひ出」(伊東深水）「京城の十日

間」（島木健作）「京城の盛り場探訪記」（A記者）「京城学生々活ルポルタージ

ュ」（E記者）「移り変る京城の街」（エミール・マーテル）などを挙げること

ができる。 
14 エミール・マーテル「移り変る京城の街」、40年版 
15 A記者「京城の盛り場探訪記」、40年版 
16 「「文藝銃後運動」時代」『文藝春秋三十五年史稿』文藝春秋新社、1959年 
17 「生活文化向上の努力」『婦人公論の五十年』中央公論社、1965年 
18 馬海松の1回目の渡日は1921～22年、2回目の渡日は1924～45年である。文

藝春秋社に入社したのが1924年なので、主に馬海松の日本滞在を論じる時は1

924～45年を指す場合が多い。 
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1、はじめに 

 19世紀のヨーロッパにおいて、近代化が進み都市空間が出現するにつれて

現れた、街を彷徨う近代人をわれわれは遊歩者と呼ぶ。ヨーロッパ文学にお

いては、19世紀からその姿を見出すことができる遊歩者たちは、 20世紀に入

り、東アジアにおいて近代都市空間が形成されると、東アジア文学にもその

姿を現すようになる。1930年代の東アジア文学、とりわけ日本と朝鮮のモダ

ニズム文学における遊歩者は、主に東京と京城の街を彷徨う姿で現れており、

都市の中で苦悩する近代人の象徴として認識されてきたといえる。 

これまで1930年代における東京と京城の関係については、都市論において

も文学においても、その研究がかなり蓄積されてきたと考えられるが、しか

し、東京と京城に見られる遊歩者の行動様式に着目して、両都市の関係を究

明しようとする研究はあまり見当たらない。第6章では、1930年代の東京と京

城という近代都市空間の体現者としての遊歩者に注目し、「不器用な天使」

（『文藝春秋』1929年2月）と「小説家仇甫
ク ボ

氏の一日」（『朝鮮中央日報』1934

年8月1日～9月19日）に描かれている遊歩者における東京および京城を考察す

ることで、日朝モダニズム文学に見られる東京と京城という都市空間につい

て新たな視座を提示することを目的とする。 

 

 

2、Flâneur―遊歩者あるいは散策者 

 遊歩者は、目的を持たずにのんびり街を歩き回る人という意味のフランス

語Flâneur（フラヌール）に由来しており、韓国では散策者という翻訳語で定

着した。遊歩者と散策者、二つの翻訳語は異なる響きではあるが、 1ここでは

両国における翻訳語の異なりを追究せずに、遊歩者も散策者もFlâneurという

言葉が保持している意味を継承して用いられていると判断し、まずは遊歩者

で統一して論を進めることにしたい。 

遊歩者（Flâneur）という言葉は19世紀のフランスにおいて現れたが 2、その

言葉を文章の中に積極的に取り入れて、世間に遊歩者という概念を広めた代

表的な人物がヴァルター・ベンヤミンであることはいうまでもない。 19世紀

のパリとボードレールの作品に現れている遊歩者に関する1930年代のベンヤ

ミンの著述が、遊歩者を近代人の象徴として位置づけるのに大きく貢献して

以来、日本と朝鮮の近代文学に見られる「街を歩き回る存在」はベンヤミン

の遊歩者に依拠する傾向を見せながら論じられてきたといえよう。ここでは、

そのような流れを取り入れて、1930年代の東アジアにおける都市空間――東

京と京城――の意味に迫るために、ベンヤミンの遊歩者に現れている近代都

市空間に出現した近代人の特性について考察し、それを糸口にして「不器用

な天使」と「小説家仇甫氏の一日」の比較分析を試みたい。 
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遊歩者というタイプを作ったのはパリである。それがローマではなかっ

たというのは奇妙なことである。それはどうしてであろうか。ローマでは、

夢さえもおきまりの道を行くのではなかろうか。そしてこのローマは、神

殿、建物に囲まれた広場、国民的聖所があまりに多いので、一つ一つの舗

石や店の看板ごとに、階段の一段ごとに、そして建物の大きな門をくぐる

たびごとに、歩く人の夢の中にこの町はそっくり入り込みにくいのではな

かろうか。また多くの点ではイタリア人の国民性によるのかもしれない。

というのもパリを遊歩者の約束の地にしたのは、あるいはホフマンスター

ルがかつて名づけたように「まったくの生活だけからつくられた風景」に

したのは、よそ者ではなく、彼ら自身、つまりパリの人々なのだからであ

る。風景、実際パリは遊歩者にとって風景となるのだ。あるいはもっと正

確に言えば、遊歩者にとってこの町はその弁証法的両極へと分解していく

のだ。遊歩者にとってパリは風景として開かれてくるのだが、また彼を部

屋として包み込むのだ。                              [M1,4]3 

 

 上の引用は『パサージュ論』の一部であるが、ベンヤミンはこの文章で遊

歩者を都市空間と「歩く人」の関係の中から生まれる存在として捉え、遊歩

者が出現する都市空間の特性について述べている。ベンヤミンはパリを遊歩

者が生まれる空間として特定した上で、遊歩者が現れない町としてのローマ

と比較しているが、彼が指摘しているローマにおいて遊歩者が見出されない

理由として次の二つを挙げることができる。一つは、ローマは「神殿、建物

に囲まれた広場、国民的聖所」が立ち並ぶ「歴史」の町であり、もうひとつ

は、その「歴史」性はローマが「歩く人」の「夢」に浸透するのを阻止して

いるということである。それに対し、パリは「まったくの生活だけからつく

られ」ており、「歩く人」はパリを自分の中に取り入れて「風景」あるいは

「部屋」にすることができるという点において、遊歩者の町であると述べら

れているのである。 

ベンヤミンは『パサージュ論』や「ボードレールにおけるいくつかのモテ

ィーフについて」などの文章の中で、遊歩者を単純な意味での「歩く人」と

区別しているが、「歩く人」が遊歩者になるためには、遊歩者自身がその都市

を内在化する過程が必要であり、ローマの場合は、「歴史」によって都市が

「夢」の中に入り込みにくくなっているということである。 

ここでローマに刻まれている「歴史」とパリを作っている「生活」は対比

されているわけであるが、個人の「夢」に介入することができない「歴史」

は公衆が共有する「おきまりの道」であり、「夢」を通じて「風景 /部屋」に

分解される「生活」とは区分される。言い換えれば、「歴史」は一律的な公衆

の空間として、「生活」は固有性を持つ個人の空間として現れてくるともいえ

る。ベンヤミンは引用文において遊歩者の町を「生活だけからつくられた風
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景」であるパリに限定しているが、それはパリという都市空間の特殊性を強

調しているのみならず、遊歩者は「生活」――私的領域――が保障される都

市空間に現れるという、遊歩者の町における普遍性をも提示しているのであ

る。 

遊歩者と都市空間の関わりの他にも、遊歩者について考える際に、看過で

きない点がもう一つある。それは遊歩者と群衆との関係である。遊歩者は都

市空間の中に存在する個人の問題として捉えられるが、彼を取り巻いている

都市空間に欠かせない要素として現れてくるのが町を埋めている群衆の存在

である。群衆は「社会的仮象」 4として現れる街景 5の一部でありながら、遊歩

者と相互に影響を与え合うという点において、街景とは異なる。 

 

彼は群衆の中に隠れ家を求める。…（中略）…群衆とはヴェールであり、

見慣れた都市は 幻 像
ファンタスマゴリー

と化して、このヴェール越しに遊歩者を招き寄せ

るのである。/ 幻 像
ファンタスマゴリー

のなかで、都市はあるときは風景となり、またあ

るときは部屋となる。 6 

 

ベンヤミンは、群衆が都市と遊歩者の間に存在するヴェールであり、遊歩

者に街景として映っていた都市は群衆の存在によって 幻 像
ファンタスマゴリー

になり得るとし

て、群衆を遊歩者と都市の間に存在する不可欠なものとして捉えている。

幻 像
ファンタスマゴリー

とはベンヤミンを理解する重要なキーワードの中の一つであるといえ

るが、鹿島茂は「弁証法的通底」という観点から 幻 像
ファンタスマゴリー

を捉え、都市が「風

景」になると同時に「部屋」になるという通底が可能になることが 幻 像
ファンタスマゴリー

で

あり、そうした通底が「空間的に形象化した 幻 像
ファンタスマゴリー

」がパサージュあるいは

デパートであると述べている。 7すなわち、遊歩者の特性として現れる「弁証

法的通底」である 幻 像
ファンタスマゴリー

を誘発する存在としての群衆が浮かび上がってくる

のである。 

都市に現れた遊歩者の成立に欠かせない群衆は遊歩者と密接な関わりを持

っているが、両者の関係性は、見ることつまり視線によって規定されている

といえる。遊歩者が街を彷徨う際には常に街景を眺めること、つまり観察と

いう行為が伴っているわけであるが、それは群衆との関係においても同様で

ある。「遊歩者の 幻 影
ファンタスマゴリー

とは、[通行人の]職業と素性と性格を顔から読み取

ること」 8であり、遊歩者は群衆を眺めて他者を認識することで、自己認識を

試みる。 

しかし、「遊歩の弁証法。一方では、この男は、誰からも注目されていると

感じていて、まさにいかがわしさそのもの。他方では、まったく人目に触れ

ない、隠れこもった存在」（[M2,9]） 9から窺えるように、遊歩者もやはり群衆

の視線から自由ではない。遊歩者は群衆を見る存在であり、その自身も群衆

によって見られる存在であるが、しかし、群衆は「社会的仮象」であるため、
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群衆の視線は実在するものというよりは、遊歩者の意識の中にのみ存在する

ものであるといえよう。遊歩者は見ている自分と見られていると思う自分―

―他人の視線を気にしている自分――の間で自らの存在を認識できるのであ

る。 

まとめてみると、遊歩者は、都市空間と「歩く人」との関係の中で生まれ

てくる存在であり、その都市空間は遊歩者にとって「歴史」――公的領域―

―ではなく、私的領域として機能していなければいけない。なお、遊歩者は

群衆を観察する存在であるのみならず、観察されているという自覚が遊歩者

の自己認識を生成すると考えられる。言い換えれば、遊歩という行為は街を

歩くという身体的行為と者・物
モ ノ

を観察するという認識的行為を通じて、都市

空間を自分の内部において再構成していく過程として捉えることができる。

以上を踏まえた上で、都市空間と遊歩者の関係に留意しながら「不器用な天

使」と「小説家仇甫氏の一日」の考察に入りたいと思う。 

 

 

3、「不器用な天使」における遊歩と自他同一化現象―「弁証法的通底」の観

点から 

「座談会 堀辰雄の人と文学」 10で吉田精一は「あとのほうの作品になって

くるとそう言えないと思いますけれども、初めのうちはよく堀文学には生活

がないという批評が出てまいりましたが……」と述べているが、吉田がいう

「生活がない」というのは堀辰雄文学に対してしばしば見られる批判である。

この文脈での生活は、私的領域を指すベンヤミンの「生活」とは異なる、現

実世界を生きるという意味での生活（あるいは社会とも置き換えられるもの）

であると解釈できる。このような見解は現在に至るまで引き継がれてきてお

り、「不器用な天使」をはじめ、堀辰雄の初期作品についての先行研究は、作

品に現れているリアリティに注目するというよりは、堀辰雄が用いている精

神世界における記号――眠りや夢、倦怠――の意味を究明することや叙述に

おける方法論、そしてアポリネールやジッド、コクトーなどのフランス文学

の影響などに集中していたといえる。 11 

そのような状況の中で、堀辰雄の初期小説における遊歩の意味についての

先行研究も見られるようになったが、その最初の本格的な試みとして赤塚正

幸の研究を挙げることができる。 12赤塚正幸は「甘栗」「土曜日」「眠れる人」

「風景」を中心に堀辰雄における遊歩について考察し、「初期作品における堀

は、「見る」ために作品の登場人物たちを「遊歩」させているのであり、また、

「遊歩」させることによって「見る」という自己の創作意識、方法を確かめ

ている」 13と指摘した上で、そのような作風が後の「聖家族」「美しい村」『風

立ちぬ』などに繋がっていくと主張している。また、槙山朋子は初期作品に

おいて男性の遊歩者そのものよりは、遊歩の場面において登場する「女と犬」
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の存在に注目して、女性を追跡している男の分身として犬が現れていると言

及した上で、「聖家族」において「小さな犬の死骸」を見入ることで、作家堀

辰雄が自分の周りの死を克服して新たな出発をすることができたと述べてい

る。 14赤塚と槙山の研究は、両方とも遊歩者の意味を作家と結び付けて考える

ことで、初期作品に現れている遊歩から「聖家族」以降に繋がる堀辰雄文学

の流儀を見出そうとしている。しかし、そのような見方では、堀辰雄の初期

文学を「聖家族」以降の文学の前段階としてのみ意義づけることになると考

えられるため、ここでは後の堀辰雄文学との繋がりをあえて排除した形で、

堀辰雄の「不器用な天使」に現れている都市空間と遊歩者の関係を明らかに

したい。 

「不器用な天使」は先行研究においてしばしば指摘された「眠い男」の遊

歩がよく見られる堀辰雄初期文学の典型から少し外れているように思える。

「不器用な天使」の全面に出されているのは、都市を彷徨う遊歩者ではなく、

むしろ「僕」と友人の槇、そして「カフエ・シヤノアル」の女給である「彼

女」による三角関係であり、それ故、従来においては「浅い恋愛の萌芽と友

情の揺れ動きを描き出した心理小説」 15として捉えられ、「不器用な天使」に

おける遊歩者の存在は他の初期作品に比べてさほど注目されてこなかったと

いえよう。しかし、その「心理小説」という特徴こそが「不器用な天使」に

描かれている遊歩者の有様をより明確に浮き彫りにしているといえるのであ

る。 

「不器用な天使」における「僕」の移動は遊歩とタクシーを使った移動に

分けられるが、タクシーでの移動は時間帯に関係なく現れているのに対し、

遊歩は「僕」の回想の中に出てくる槇との散歩以外、「僕」が一人で行う場合

は夜に限定されている。「不器用な天使」には「上野公園」や「シネマ・パレ

ス」など実存する/した場所が具体的に言及されているが、遊歩に夜という時

間的制約が加わることによって、都市の街景はその姿を消され、「僕」が歩く

街は特定の場所ではなく、歩行のための道としてのみ存在しているのである。  

 

僕は何処でもかまはずに歩く。僕はただ自分の中に居たくないために歩く。

彼女や友人たちからばかりでなく、僕自身からも遠くに離れてゐることが

僕には必要なのである。僕はあらゆる思ひ出を恐れ、叉、僕に新しい思ひ

出を持つてくるやうな一つの行為をすることを恐れる。そのために僕は僕

自身の影で歩道を汚すより他のことは何もしようとしない。…（中略）…

時々、歩道に面した小さな酒場が僕を引つぱりこむ、煙りでうす暗くなつ

てゐるその中で、僕は僕のテイブルを煙草の灰や酒の汚点できたなくする。

そしてしまひにはその汚れたテイブルが、僕に、その晩中僕の影のよごし

てゐた長い歩道を思ひ出させる。僕は非常な疲れを感じる。      

                       （「不器用な天使」） 16 
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「僕」にとって遊歩は自分の存在を全ての物事から断絶することを試みる

行為として現れ、「僕」は街を自身の思考さえも及ばない絶対無為の空間とし

て作り上げている。その中で都市は遊歩者が自分の「影」で痕跡を残してい

る「僕」の心象空間として位置づけることができ、完全なる「僕」の私的領

域として存在していると考えられる。都市が外へ開かれた「風景」と遊歩者

を包み込む「部屋」として同時に現れるという遊歩者の弁証法をもって「僕」

の遊歩を捉える時、「僕」が歩道を歩きながら自分の内部に入り込んでいく空

間は「部屋」になり、「僕」が外部として認識して観察している酒場という空

間が「風景」になっているといえよう。歩道と酒場は両方とも「僕」の痕跡

によって汚れており、その汚れが遊歩者における都市空間の二重的構造、「僕」

の「風景」と「部屋」とを通底させているのである。 

「不器用な天使」は、友人の槇が「ものにしようと」している「彼女」に

欲望を抱いた「僕」が「彼女」との「ランデブウ」をすることで、欲望の対

象が槇に変わっていく物語である。そこでは友人と恋する人との間で揺らい

でいる「僕」の心理描写が物語の軸になっているが、「僕」は、最初は槇、次

いで「彼女」の心理を自分のものとして共有しようとする自他同一化現象を

見せている。この自他同一化現象については、すでに宮坂康一によって「不

器用な天使」には「他の人物の心理まで共有する自他同一化現象」が見られ

ると指摘されているが、 17しかし、宮坂の指摘はコクトーの「グラン・デカア

ル」からの影響という側面においてのみ「僕」における自他同一化を捉えて

おり、「「僕」は、槇や「彼女」の影響でその心理を容易に変化させ、さらに

は自他の区別まで失う」とし、自他同一化現象を「僕」の自己喪失による

「混乱」であると捉えている。しかし、「僕」における自他同一化現象は、自

分を見失った結果としてではなく、心理を共有して他者に同化していくこと

で自分の内面と向き合うことができたという点において重要な意味を持って

いるといえる。 

 「僕」の自他同一化の過程を見てみると、最初に「僕」における他者との

同一化が現れるのは槇であり、「彼のはげしい欲望は僕の中に僕の最初の欲望

を眼ざめさせ」、その後にも槇の「微笑」が「僕」に「伝染」する。槇への同

化が感情の「伝染」であったとすれば、彼女への同化は「彼女の結核菌が少

しづつ僕の肺を犯していく空想」から始まり、「彼女の眼を通してしか世界を

見ようとしない」という視線の共有をもって実現されている。 

「僕」が「自分の意志を見失」う形で槇の感情へ同化していくことは、自

分の感情を打ち消して槇の欲望にかられるという意味で「自己隠蔽」に繋が

るが、「彼女」の視線を自分の中に取り入れる行為は、それが「僕」に内在し

ていた槇への欲望を見出していく過程の上に位置しているという意味で「自

己発見」に繋がっているといえよう。敷衍すると、「僕」には最初から槇への

欲望が存在し、それを打ち消すために槇の欲望を自分の欲望として受け入れ
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た上で、欲望の対象を「彼女」にずらす「自己隠蔽」が起きるのであり、「彼

女」の視線を共有することで隠蔽されていた自分の欲望を自覚する「自己発

見」が行われるのである。 

自他同一化の過程の中で、最初は「彼女」の視線を共有していただけであ

った「僕」は、欲望が膨らんでいくにつれて「彼女」の見方とは異なる視線

を持ちはじめ、最終的には槇を「少女のやうな眼つきで、ぢつと見つめ」る

ようになるが、その視線の転換には「見知らない女」の存在が介入している。  

 

 彼女は地下室のソオダ・フアウンテンでソオダ水を飲みながら、僕にエ

ミル・ヤニングスを讃美する。何といふすばらしい肩。さう言つて、彼女

はヤニングスが殺人の場面を彼の肩のみで演じたのを僕に思ひ出させよう

とする。その時僕の眼に浮んだのは、しかしヤニングスの肩ではなく、そ

れに何処か似てゐる槇の肩である。僕はふと、六月の或日、槇と一しょに

町を散歩していたときの事を思ひ出す。僕は彼が新聞を買つてゐるのを待

ちながら、一人の女が僕等の前を通り過ぎるのを見てゐた。その女は僕を

見ずに、槇の大きな肩をぢつと見上げながら、通り過ぎて行つた。……そ

の思ひ出の中でいつかその見知らない女と彼女とが入れ代つてしまふ。 

                       （「不器用な天使」） 

 

散歩中に自分たちの前を通り過ぎた「見知らない女」の視線を読み取った

「僕」は、自分の意識の中で「見知らない女」と「彼女」を入れ代えること

で、「見知らない女」の視線を獲得している。この視線の獲得によって、「僕」

は「彼女」とは隔てられたところで槇に対する欲望を具体化していくことが

でき、ようやく「僕」と槇と「彼女」による三角関係は終焉を迎えるように

なる。「僕」はタクシーの中で槇の膝の上に座ったまま「彼女」の顔が頭の中

から消えていくのを感じるのである。 

 

僕は無理に槇の膝の上に乗せられた。彼の腿は大きくてがつしりとして

ゐた。僕は少女のように耳を赤らめた。…（中略）…僕は頭の中にジン・

バアの女の顔をはつきりと浮かべた。すると一しょにシヤノアルの女の顔

も浮んできた。そしてその二つの顔が、僕の頭の中で、重なり合い、こん

がらかり
マ マ

、そして煙草の煙りのやうに拡がりながら消えて行つた。僕は僕

が非常に疲れてゐるのを感じた。僕は何の気なしに指で鼻糞をほじくり出

した。僕はその指がまだ白粉でよごれてゐるのに気づいた。 

           （「不器用な天使」） 

 

「僕」は「彼女」の視線の共有を経て一般化された女性の視線――群衆の

視線――を内面化することで、槇に対する欲望を「彼女」への同化から来る
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ものではなく、自分に内在していたものとして捉えることができた。そして

そうすることによって自分を取り巻いていた（三角関係による）苦しみから

解放されることができたのである。「僕」が群衆に見られている自分を想定す

ることで自己認識を図るのではなく、群衆の視線を自分の中に取り入れるこ

とで自分の内面と向き合っているという意味において、「僕」はベンヤミンの

遊歩者とは異なる様相を見せているといえる。 

「僕」は三角関係が解消された時、自分の手に付いている白粉に気づく。

それは「露骨に槇に身体をくつつけて」いた「ジン・バア」の女の手から移

ったものであった。「僕」は女に手を握りしめられた時、「プロフエシヨナル

な冷たさしか感じなかつた」といいつつも、「僕の手は彼女の手によつて次第

に汗ばんで行」く。自分の欲望をさらけ出している女に触発された汗と白粉

の残骸は、これまで明かすことができなかった「僕」自身の欲望が形象化さ

れたものとして捉えられる。 

「不器用な天使」における都市空間は、当時の東京という現実空間――

「歴史」――と「僕」が遊歩する心象空間――「生活」――として分離され

た形で現れているが、「僕」の遊歩における「風景」と「部屋」を通底させて

いた汚れが、作品の最後に「僕」の手に残った汚れとして再び登場する。こ

の汚れは「僕」が見つけた都市に残った自分の痕跡であり、「僕」に残された

欲望の痕跡でもある。 

全てのものからの断絶に見られた「僕」の遊歩は、実は自他同一化現象と

合わせ鏡になっている。遊歩者が外部と対面することで広げられる「風景」

は他者の欲望に向き合う形で入りこんでいく「自己隠蔽」と、また都市に包

み込まれた中で遊歩者の心象空間として現れてくる「部屋」は他者の視線を

内面化することで見出される「自己発見」と対応しているといえるが、その

中で欲望の発露である汚れは「僕」の遊歩と心理を結び付ける地点として現

れてくる。その意味において、「僕」の遊歩は都市空間の中で自分の欲望の痕

跡を見出す作業でもあるといえるのである。 

 

 

4、生活と欲望の境界を遊歩する「仇甫」―二重構造化された都市空間 

 「不器用な天使」における遊歩が、街景を取り除くことで都市空間を完全

な「僕」の私的領域として作り上げた上で行われたのに対し、朴泰遠の「小

説家仇甫氏の一日」は忠実に写生された1930年代の京城の街を遊歩する「仇

甫」が登場する。 

朝鮮モダニズム小説における遊歩者が登場する小説の代表作であるといえ

る「小説家仇甫氏の一日」は、『朝鮮中央日報』に連載された当時から考現学
モデルノロジー

の技法を用いて書かれた小説として話題を呼び、 18それ以来、作品に現れてい

る都市空間が1930年代の京城の有様を探る手がかりとして捉えられてきた傾
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向が強くあったといえよう。 19しかし、「小説家仇甫氏の一日」に現れている

京城は、遊歩者の「仇甫」の目に映し出された都市空間であり、その点を看

過して「歴史」の空間としてのみ京城を捉えることは、小説の中心軸として

の遊歩者「仇甫」の存在を忘却することになる。このことから、ここでは京

城における「仇甫」の遊歩がどのように現われているかについて考察するこ

とで、1930年代の京城の一断面を窺ってみたい。 

「小説家仇甫氏の一日」に現れている京城は生活と欲望が入り交しってい

る都市として描かれている。ホ・ビョンシックは「「小説家仇甫氏の一日」が、

仇甫が家を出る場面から始まって再び家に帰る構造のナラティブということ

は看過されているものの、この作品の理解において決定的な意味を持ってい

る」 20と指摘しているが、家を出て再び家に戻るまでに繰り広げられる「仇甫」

の遊歩において、生活の空間としての家と欲望の空間としての都市空間の対

比は明確に捉えられるといえる。しかし、「小説家仇甫氏の一日」に現れてい

る生活と欲望の対比は、息子のことを心配しながら夜遅くまで寝ずに息子の

帰りを待っている母の空間である「仇甫」の家と、「腐乱した性欲」を感じさ

せる「遊び女たち」が出現する京城の街という空間設定の問題にだけ関わっ

ているものではない。 

「小説家仇甫氏の一日」は生活を持たない男が幸せを捜し求めながら街を

彷徨う物語であるが、「仇甫」において生活とは「職業と妻」で表されており、

彼にはその両方が欠如している。 その欠如から生じる生活と欲望との葛藤は

「仇甫」の遊歩における最も重要な問題として浮かび上がってくる。 

「仇甫」は街で出会った人々を観察し、子どもを連れている「若い夫婦」

の幸せと「質屋の次男坊」と美しい女の関係に存在する幸せという、二つの

幸せの類型を見出す。 その二つの幸せは、一方は「家庭を持って」いること

から来ており、他方は「男は女の肉体をもてあそび、女は男の黄金を消費」

することで生まれている。自分が追求している幸せの両極には＜家庭/生活＞

と＜肉体・黄金/欲望＞が存在しているということを、「仇甫」は群衆の姿か

ら読み取ったのである。そこで「仇甫」は「自分を幸せにしてくれる」のは

女であると考え、街に現れてくる女性を観察することで自分が求めている幸

せの正体を究明しようとする。「仇甫」は女性を「妻にでき」る女と「遊び女」

の二つに分類しているが、前者は「善良で聡明な妻」でなければいけない存

在、後者は「無知を携えて」いる「非処女性」の持ち主として描かれている。

すなわち、「仇甫」が感じている生活と欲望の隔たりは、女性における＜聡明

と無知＞＜処女性と非処女性＞の対比をもって現れているのである。 

「小説家仇甫氏の一日」において、「黄金」で示されている資本とセクシュ

アリティとを伴っている欲望は、無知な人々が抱いている俗物的な幻想とし

て現れているが、それに対し、生活は職業を持って結婚をもしている上で、

街をぶらつくこともなく家に帰る日常を送るという望ましい社会人の規範と
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して設定されているといえよう。生活と欲望は1930年代の京城における規範

と幻想の二重構造を表しているのである。その中で「生活を持っているあら

ゆる人々」に羨望を抱きながらも、「卑俗な顔」の男が持っている「財力に欲

望を感じ」ている「仇甫」は、都市に刻まれている生活と欲望の境界を彷徨

う遊歩者なのである。 

1930年代における京城という都市空間を論じるに当たり、欠かせないのが

日本の存在であると思われる。京城という都市空間が生活と欲望という二重

構造を持っていたことについては上述した通りであるが、「仇甫」における日

本の捉え方にも二重構造が見られる。1930年代の京城が、鐘路に代表される

朝鮮人区域と本町・明治町中心の日本人区域で分割されており、その分割に

よって朝鮮人と日本人の間に階層化問題が存在していたことは周知のことで

あるが、その中でも白恵俊は「清渓川
チョンゲチョン

を境界に、北部の朝鮮人居住区と南部

の日本人居住区との分化という二重構造が、京城という都市の身体を特徴付

けていた」 21として、清渓川が朝鮮人区域と日本人区域の境界としての意味を

持っていたことを指摘している。この清渓川の川辺に位置している「仇甫」

の家は、都市の真ん中に存在する生活の空間であると同時に、朝鮮と日本の

境界に位置しているのである。 

ユン・デソックは「京城の空間分割と精神分裂」 22において、「仇甫」の遊

歩が北村と呼ばれた朝鮮人地域に徹底的に制限されていることに触れながら、

「この小説は京城内部における宗主国の空間が完全に削除されている半分に

過ぎない考現学」であると批判している。ユンのこの指摘は、一見、説得力

を持っているように見え、確かに「小説家仇甫氏の一日」には日本人と日本

人地域に関する表現は見当たらない。しかし、直接的な言及はなくても、小

説全体において日本の影は強く見られており、朴泰遠は朝鮮人地域と日本人

地域という空間の境界をあえて排除した上で、日本に影響されている朝鮮と

朝鮮人の姿を通じて、1930年代の京城における日本の存在を浮かび上がらせ

ているのである。 

電車に乗った「仇甫」が手に出したのは大正の年号が記されている小銭で

あり、 23カフェで見た青年は「仁丹」と「ロート目薬」を持っているなど、

「小説家仇甫氏の一日」における日本は京城の人々が営んでいる日常生活の

隅々にまで浸透した形で現れているが、しかし、「仇甫」はこのような暮らし

の中の日本を批判的な視線で見ている。特に朝鮮の人々が日本の物を持って

いることを誇示しているのに対して「幼稚な誇り」であると強い反感を現し

ているのである。その日本的なものへの反発は、「質屋の次男坊」と京城駅の

喫茶店に入った時の描写にも顕著に現れている。 

 

椅子のところまで行くと自信にあふれて腰を下ろし、彼は注文を取りに

きた少女に、オレはカルピス。それから仇甫に向かい、君もそれでいいね。
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だが仇甫は慌てて首を振り、オレは紅茶かコーヒーにする。/カルピス飲

料を、仇甫は、好まなかった。それはわいせつな色をしている。それに、

その味はけっして彼の味覚に合いはしなかった。 

（「小説家仇甫氏の一日」 24） 

 

「仇甫」は「カルピス」を拒否し、紅茶かコーヒーを注文する。「カルピス」

は日本から朝鮮に伝わったものであり、朝鮮人にとっては「味の素」と共に

「日本の味」の象徴のようなものであったが、その「カルピス」を注文する

のが「教養のない」「中学時代の劣等生」であるが、財力だけは持っている

「質屋の次男坊」であるということは、日本の代表的な商品としての「カル

ピス」と朝鮮に到来していた「黄金狂時代」を結びつける役割を果たしてい

る。「叙情詩人すら黄金狂に名乗りを上げるご時世」であった1930年代の朝鮮

には精神を伴わない物質万能主義が蔓延していたが、朴泰遠は朝鮮人の間に

広まっていた日本製商品への盲目的な崇拝をも「黄金狂時代」の一つの現れ

として捉え、「カルピス」を取りあげることで日本製商品に煽られている朝鮮

の消費文化を批判しているのである。なお、引用文においてもう一つ注目し

たいところは「カルピス」の「わいせつな色」である。 

昭和初期の「エロ・グロ・ナンセンス」の風潮は、朝鮮においても影響が

大きかったといえるが、 25「小説家仇甫氏の一日」においてもその影響を見出

すことができる。 

 

女給が三人、それから次に二人、彼らのテーブルにやって来た。… (中

略)…彼女らの名前にはどういうわけか皆「コ」が付いていた。それはけっ

して高尚な趣味ではなかったし、それに時に仇甫の気持ちを切なくさせた。 

          （「小説家仇甫氏の一日」） 

 

当時、朝鮮においてカフェの女給が日本式名前を使うということは珍しく

ないことであったといえるが、その裏には植民地朝鮮が抱いていた宗主国日

本への歪んだ欲望が存在していた。チェ・ソックジンは1930年代の朝鮮にあ

ったカフェで働いていた女給の間に日本式服装――エプロン――と日本式名

前が定着した問題について触れながら、「カフェという空間において朝鮮の男

性知識人たちは日本式名前を使っている女給の性的サービスを受けながら、

「日本人女性の名前」が象徴するモダンを消費し」 26ていたと述べているが、

言い換えれば、朝鮮における「モダン」は日本と通じており、日本化された

カフェの女給は、朝鮮男性が抱いていたモダンに対する欲望と日本女性への

性的欲望を同時に刺激する存在になり得たといえよう。 

すなわち、「小説家仇甫氏の一日」における「カルピス」と日本化された女

給は、京城における物質万能主義と消費文化、そして人々の欲望と混ざり合
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った「モダン文化」の総合的な表象としての日本を浮かび上がらせているの

であり、京城におけるそのような日本の表象は遊歩者「仇甫」の視線によっ

て批判されているのである。 

しかし、「小説家仇甫氏の一日」における日本の表象は否定的なものだけで

はない。「仇甫」にとって日本は物質的で世俗的な表象として現れてくると同

時に、「仇甫」自身が精神的な慰安を得る対象としても現れているのである。

「仇甫」は京城の街で石川啄木を思い出し、佐藤春夫の「一行詩」を詠むこ

とで、自分の欲望と幸せについての答えを探ろうとしていた。「仇甫」にとっ

て「カルピス」と女給に表れている日本と、石川啄木と佐藤春夫が想起させ

る日本は異なる次元のものであり、その二つの日本像の間には物質と精神の

隔たりが見られている。京城に現れている物質文化としての日本と「仇甫」

における精神的な志向としての日本の間にはずれが存在しているともいえる。

「小説家仇甫氏の一日」において、京城は生活と欲望の二重構造を持ってい

る都市空間として描かれているが、京城に映し出されている日本もやはり物

質と精神の二重構造をもって現れているのである。 

 二つの二重構造の境界を彷徨っている「仇甫」は小説の最後において生活

を選択する。しかし、その選択は彼に欠如していた「職業と妻」を見つけた

上での新たな出発ではなく、母の待っている家庭に戻るという意味において

の生活なのである。 

 

これからオレは生活を持つのだ。生活を持つのだ。オレには一つの生活

を、母には安らかな眠りを――。…（中略）…仇甫は今、自分自身の幸せ

よりも母の幸せを考えたかったのかもしれない。その思いにそれほどまで

忙しかったのかもしれない。仇甫はいくぶん足取りを速めてひそやかに雨

の降る街を家へ向かう。/もしかすると、もう母が縁談話を持ち出しても、

仇甫はあっさりとは母の欲望を退けぬかもしれない。 

（「小説家仇甫氏の一日」） 

 

 自分に要求されていた新しい生活は獲得できないまま、明日から街に出ず

に家にいると友人に告げることで「仇甫」の遊歩はその幕を閉じる。「仇甫」

の選択は、自分自身のためではなく母のための選択であるように語られてい

るが、「小説家仇甫氏の一日」における母は、生活と欲望、朝鮮と日本が混ざ

っている京城に位置する家で、昔からの朝鮮の生活規範に従って生きていく

存在であり、近代/日本化されていく都市空間に残った最後の前近代 /朝鮮を

守る人の象徴でもある。「仇甫」が母のところに戻ることを決心したことは、

生活と欲望の境界線を歩き回った結果、どちらにも身を置くことができなか

った遊歩者の敗北として捉えることができるのである。 
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5、「仇甫」と東京―映画館を軸にして 

「仇甫」は生活と欲望による二重構造を持っている京城の街を歩き回って

いる遊歩者として描かれているが、「小説家仇甫氏の一日」には生活と欲望の

どちらにも属さない空間が一つ登場している。それは「仇甫」の「ロマンス」

の空間として描かれている東京である。「仇甫」は京城の街を歩きながら、東

京での「ロマンス」の経験を回想しているが、第5節では「小説家仇甫氏の一

日」における東京の意味を映画館の表象を中心に考察した上で、「不器用な天

使」に現れている映画館と比較することで、1930年代の植民地作家における

東京認識に迫ってみたいと思う。 

「小説家仇甫氏の一日」では、映画観覧は京城においては登場しない、東

京特有の経験として書かれている。「小説家仇甫氏の一日」には1930年代の京

城に存在していた様々な近代的空間――京城駅、デパート、喫茶店、カフェ

など――が現れているが、映画館は出てこない。1930年の京城には映画常設

館が10ヶ所あり、年間観客数も当時の京城の人口の3倍に近かったという事実

は、 27京城は映画観覧するのに不自由な街ではなかったことを証明しており、

朴泰遠が意図的に京城から映画館を排除したことをほのめかしている。 

京城において映画観覧は人々が余暇を楽しむひとつの方法として定着して

いたといえるが、にもかかわらず「仇甫」の映画観覧が東京に限定された行

為として描かれているのは、当時の京城における映画館のイメージと関係し

ていると考えられる。パク・ミョンジンは、1930年代の京城の映画館事情に

ついて「映画館の中で行われていた当時の逸脱行為は、デパート、カフェ、

博物館、アーケードなどに見出されるものとは異なる様子を見せていた」と

指摘した上で、「要するに、映画館の内部と外の周辺は近代公演文化と摂取す

るために訪れる人たちよりはいわゆる似非「モダンボーイ」と「モダンガー

ル」、あるいは淫蕩な目的で集まってきた成人男女の愛情事情で騒いでいた空

間として受け入れられていた」として、当時の京城の人々における映画館が

映画を鑑賞する場所というよりは男女の愛情関係にまつわる空間であったと

述べている。 28 

「仇甫」は東京で出会った「姙
イム

」という女学生を映画に誘い、一緒に「武

蔵野館」に映画を見に行っているが、作品の中には映画のタイトルや内容は

省略されて「武蔵野館」に行ったことのみが語られている。 

 

彼らが武蔵野館の前で車から降りたとき、しかし仇甫はしばらくそこに

立ちすくむほかなかった。それはあとから降りる女を待つためではない。

彼の前に外国婦人がにっこり笑って立っていたからだ。仇甫の英語教師は

男女を代わる代わる見つめ、改めて意味深長な笑いを浮かべると今日の幸

せを祈ります、そしてそのまま行ってしまった。それにはあるいは三十の

独身女の若い男女に対する皮肉が込められていたのかもしれない。仇甫は
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少年のように額と鼻のあたまに無数の玉の汗を感じた。 

          （「小説家仇甫氏の一日」） 

 

「武蔵野館」に着いた自分たちの前にいた英語教師の笑みを「仇甫」が

「皮肉」として捉えて羞恥心を感じることから、当時の京城における映画館

に対する認識を「仇甫」も共有していたことが分かる。すなわち、「仇甫」に

とって映画館は映画を見る場所ではなく、「ロマンス」の場として機能してお

り、それ故「ロマンス」がない街である京城においては映画館という空間も

排除されたのである。 

「小説家仇甫氏の一日」における映画館は「ロマンス」の空間として現れ

ているが、それは、「僕」が「彼女」を誘い、「シネマ・パレス」に「ヴアリ

エテ」（1925年作のドイツ映画、日本公開は1927年）を見にいく「不器用な天

使」においても同様である。しかし、両作品において映画館がデートの場所

として登場するというのは共通しているものの、「不器用な天使」においては、

第3節で述べたように、「ヴアリエテ」の主演俳優であるヤニングスの身体か

ら槇の身体を思い出すことで、「僕」が「彼女」の見方から解放されていく契

機を提供するという、映画そのものが作品の中で重要な転換として現れてい

る。それに対し、「小説家仇甫氏の一日」においては、映画の存在は削除され、

映画館という空間の意味合いのみが強調されているといえる。 

「小説家仇甫氏の一日」と「不器用な天使」は映画館という場所と映画を

見る行為を如何に捉えているかという点において決定的な異なりを見せてい

るが、1930年代の京城に広まっていた、いかがわしい空間としての映画館と

いう認識は、実は東京においては1910年代に騒がれた問題であった。 291930年

代の東京で映画を見ながらも、内面においては京城の人々の意識を共有して

いる「仇甫」は、この東京と京城の間に存在する「時差」によって、東京の

街景を自分の中に取り入れて「風景/部屋」にすることに失敗したのではなか

ろうか。「小説家仇甫氏の一日」における東京が、「姙」との関係によっての

み成立している「ロマンス」の空間としてしか現れていないことは、「仇甫」

が東京で遊歩者になれなかったことを裏付けているといえる。 

 

 

6、おわりに 

堀辰雄の「不器用な天使」と朴泰遠の「小説家仇甫氏の一日」は、1930年

代という時代を共有している作品であるが、空間背景となる都市が異なって

いるため、両作品に現れている遊歩者の有様も異なっていた。目的もなく街

を彷徨うという点において「僕」と「仇甫」は共通しているが、「不器用な天

使」においては、街景を削除することで、「僕」の意識上の空間として再構成

された都市空間において遊歩が行われており、「小説家仇甫氏の一日」には、
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考現学的方法によって忠実に描写された都市を歩き回る中で自分の内面心理

を街と群衆に投影することで生活と欲望の二重構造として都市空間を分割す

る遊歩者「仇甫」が現れているといえる。 

 都市を彷徨う観察者という典型的な遊歩者像を見せている「仇甫」は、し

かし、1930年代の京城という都市が内包していた様々な境界――朝鮮/日本、

精神/物質、近代/前近代――を克服することができず、最終的に自ら遊歩者

から生活人への道を選んだのである。そしてそのような遊歩者「仇甫」の挫

折は、1930年代の京城という都市空間の限界とも通じているのである。 

 日本を象徴する「モダン」の消費が盛んであった1930年代の京城は、無意

識的・無批判的に「モダン」を受容する中で近代化していった。 東京と京城、

帝国日本というひとつの国に存在する二つの都市空間において、帝都と植民

地という越えられない階層化の中に現れてくる「時差」は、時間の遅れのみ

ならず、意識の遅れをも伴っており、東京を経験した京城の遊歩者たちはそ

の「時差」に敏感に反応していたと考えられる。身体的欲望から自己を認識

していく「僕」における遊歩の街を意識上の空間に設定したのは、堀辰雄が

東京という都市空間を「歴史」的観点からではなく、完全なる「生活」の観

点から捉えていたからであるが、それに対し、朴泰遠は京城における「歴史」

と「生活」の両面を見出そうと試みた。しかし、「時差」が京城の街に生み出

している境界性に敗北することで、「仇甫」の遊歩は自己認識に至らず、失敗

に終わったのである。 

 

 

                                           

1 ベンヤミンは「①散歩者、散策者②（散歩の）付添人」（『クラウン仏和辞典

 第4版』1995年）という意味を持つ「promeneur」と、「ぶらつく人、散歩す

るひと、散歩好き；のらくら暮らす人」（同上）という意味の「Flâneur」を

使い分けているが、日本語訳（『パサージュ論 第3巻』岩波書店、2003年）

は前者を「散策者」、後者を「遊歩者」として翻訳している。両者が一緒に用

いられている「この庭園の散策者はもう「楽しみながら散歩する」ことはで

きない。散策者は都市の陰の下に避難し、遊歩者となる」（[M13a,3]）などの

文章を見ると、「散策者」と「遊歩者」を明確に異なる存在として認識してい

ることが窺える。 
2 19世紀のフランスにおける遊歩者（Flâneur）という言葉の意味や出現など

については朝比奈美知子の「都市の遊歩者フラヌールの出現」（『文学論藻』2

013年2月）に詳しく言及されている。 
3 ヴァルター・ベンヤミン「M遊歩者」『パサージュ論 第3巻』岩波書店、200

3年。以下、『パサージュ論』の引用については断片番号（例：[M1,4]）のみ

記しておく。 
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4 ヴァルター・ベンヤミン「ボードレールにおける第二帝政期のパリ」『ベン

ヤミン・コレクション 第4巻批評の瞬間』筑摩書房、2007年 

5 鹿島茂は「遊歩者の幻 想 的 空 間
ファンタスマゴリー＝パサージュ

」（『ユリイカ』1995年3月）において、ベ

ンヤミンの「風景」概念との衝突を回避するために、一般的に使われている

街の風景という意味で街景という言葉を用いている。 
6 ヴァルター・ベンヤミン「パリ――十九世紀の首都」『ベンヤミン・コレク

ション 第1巻近代の意味』筑摩書房、2011年 

7 鹿島茂「遊歩者の幻 想 的 空 間
ファンタスマゴリー＝パサージュ

」『ユリイカ』1995年3月 
8 ヴァルター・ベンヤミン[M6,6]「M遊歩者」前掲書 
9 ヴァルター・ベンヤミン「M遊歩者」前掲書 
10 『国文学解釈と鑑賞』1961年3月。座談会の司会として吉田精一、中野重治、

丸岡明、中村真一郎が参加。 
11 近年発表された「不器用な天使」についての先行研究をいくつか紹介して

おく。戸塚学「堀辰雄「不器用な天使」論――翻訳から小説へ」『日本近代文

学』2009年11月、渡部麻実「堀辰雄『不器用な天使』の実験――アヴァン・

ギャルド映画『時の外何物もなし』への接近」『文学 《特集》堀辰雄』岩波

書店、2013年9月、宮坂康一「「不器用な天使」における「本格的小説の模索」

――コクトオ及びジイドの影響を中心に――」『出発期の堀辰雄と海外文学』

翰林書房、2014年 
12 「堀辰雄初期作品考（一）」（『キリスト教文学』1989年7月）、「堀辰雄初期

作品考（二）」（『北九州大学文学部紀要』1990年3月） 
13 「堀辰雄初期作品考（二）」『北九州大学文学部紀要』1990年3月 
14 「遊歩する人々――「不器用な天使」から「聖家族」へ」『堀辰雄とモダニ

ズム』至文堂、2004年 
15 戸塚学「堀辰雄「不器用な天使」論――翻訳から小説へ」『日本近代文学』

2009年11月 
16 堀辰雄の「不器用な天使」の引用は全て『堀辰雄全集 第1巻』（筑摩書房、

1996年）によるものであることを記しておく。以下、「不器用な天使」のみ表

記する。 
17 宮坂康一「「不器用な天使」における「本格的小説の模索」――コクトオ及

びジイドの影響を中心に――」前掲書 

18 安
アン

懐
フェ

南
ナム

は新聞連載小説「小説家仇甫氏の一日」が収録された小説集『小説

家仇甫氏の一日』（文章社、1938年）の単行本出版に際して書いた評論「ブッ

クレビュー 朴泰遠著 仇甫氏の一日」（『東亜日報』1938年12月23日）にお

いて、「この本を手にして最初に感じるのは都会的感覚、それである。最も洗

練された現代生活の風景である」と述べている。 
19 考現学の方法論に依拠している「小説家仇甫氏の一日」の先行研究は多数
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あるが、代表的なものとしてチョウ・イダムの『仇甫氏と一緒に京城へ行く』

（バラムグドゥ、2009年）を挙げることができる。 
20 「場所としての東京――1930年代の植民地作家における東京表象」『韓国文

学研究』2010年6月 
21 白恵俊「1930年代植民地都市京城の「モダン」文化」『文京学院大学外国語

学部文京学院短期大学紀要』2006年2月 
22 『国語国文学』2006年12月 
23 「仇甫は目を落とし、手のひらの銅貨五枚を見る。それらは偶然にも、す

べて裏返しだった。大正十三年。十一年。十一年。八年。十二年 ――、仇甫

はその数字から何らかの一つの意味を見つけ出そうとした。」（山田佳子訳

「小説家仇甫氏の一日」（『韓国近代文学選集 第3巻小説家仇甫氏の一日』平

凡社、2006年） ）該当箇所の日本語訳には、韓国語原文にある、「十二年」

と「――」の間の「大正五十四年」という年号が省略されている。 
24 「小説家仇甫氏の一日」の引用は、全て『韓国近代文学選集 第3巻小説家

仇甫氏の一日』（平凡社、2006年）による。以下、「小説家仇甫氏の一日」の

み表記する。 
25 詳しくはチェ・ソックジンの「帝国の感覚――「エロ・グロ・ナンセンス」」

（『フェミニズム研究』2005年10月）を参照のこと。 
26 チェ・ソックジン「帝国の感覚――「エロ・グロ・ナンセンス」」『フェミ

ニズム研究』2005年10月 
27 「1930年を基準とした時、京城だけで10ヶ所ほどの常設館があったが、各

映画館の開幕日数は朝鮮劇場365日、団成社は364日などであり、映画館はほ

ぼ一日も欠かさず開いていた。また、年間観客数は各映画館が20万を越えて

いたので、京城人口70万人を基準とすると、成人男女が少なくとも1年に3回

以上は映画を見た計算になる」チョウ・ヨンジョン「1920～30年代における

大衆の映画体験と文人の映画体験」『韓国現代文学研究』2003年12月 
28 パク・ミョンジン「1930年代における京城の視聴覚環境と劇場文化」『韓国

劇芸術研究』2008年4月 
29 「モダン都市の映画館」『コレクション・モダン都市文化 第19巻映画館』

ゆまに書房、2006年 
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1、はじめに 

近代文明が朝鮮半島に入ってきた19世紀末から、「日帝」から独立する1945

年まで、朝鮮の人々にとって東京とは帝国の中心であり、近代都市の象徴で

あった。植民地の青年たちはあらゆる意味での「近代」を夢見て東京に向か

ったが、その多くは留学という形式を取っていた。朝鮮が日本を近代文明と

して認識して受容しようとした最初の試みは、近代的な制度及び文物を視察

することを目的に派遣された1881年の紳士遊覧団であるが、「視察団」として

約4ヶ月にわたって日本に滞在した紳士遊覧団の中の3人が日本に残留して留

学したのが、朝鮮人における最初の日本留学であるといわれている。 1この開

花期の官費留学生派遣から、次第に私費留学へ日本留学が拡大していく中で、

また釜山と下関とを繋ぐ「関釜連絡船」が定期的に運航するようになった191

1年12月29日以降、多くの植民地青年たちが様々な形で渡日ができるようにな

り、日本、とりわけ東京に対する朝鮮文学者たちの羨望もますます膨張して

いくのである。 

現在、韓国近代文学作家における東京経験に関する研究は主に留学経験を

中心に行われているが、朝鮮の留学生たちは留学制度や学校体制という制度

化された社会に属していたのみならず、「民族抵抗意識」に基づいた連帯であ

れ親日の集まりであれ、留学生という連帯意識の下で、団体を組織したり雑

誌を刊行したりするなど 2、ある目的を中心に組織化される傾向を見せていた。

しかし、そこには一個人の東京経験が留学という制度の中で均一化されてし

まう恐れ、もしくは個人の経験が共同体の経験に埋もれてしまう恐れが存在

していると考えられる。ここでは、留学という制度化された枠組みの外にい

た文学者たちの東京経験に注目し、留学生ではない身分で東京に滞在した上

で、東京経験が重要な転換点になっている二人、林
イム

和
ファ

と李
イ

箱
サン

を取り上げたい。 

1930年代に朝鮮と日本で活発に活躍した林和と李箱について論じる際に、

彼らの東京経験は重要なテーマとして取り上げられてきたが、それは各々の

作家論的研究に集中してきたといえる。詩人であり批評家でありながら運動

家として階級革命のために戦った林和と、建築家及び詩人・小説家として知

られる李箱は、東京に滞在した時期が異なっているのみならず、活動分野や

方向性などが異なっていたため、二人の東京経験を同時に視野に入れて捉え

る研究はあまり見当たらない。第7章では、この二人の東京経験を並べて考察

することによって1930年代の植民地青年における帝都東京の意味について新

しい視座を提示することを目的としたい。 

 

 

2、林和が経験した東京―革命の場として 

 林和は自身の東京経験について、いくつかのエッセイと、いわゆる「玄海

灘」連作が収録されている詩集『玄海灘』などを残しているが、エッセイに
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は東京での出来事を中心に描いているものもある反面、詩は主に「玄海灘」

の上で日本列島を眺めながら、東京への思いを語る形式を取っている。 

林和は自身の東京経験について「東京に向かう青年」のイメージをもって

表現しているが、そのような傾向は、特に1930年代後半に創作された詩によ

く表れている。林和における東京に関する研究で頻繁に引用される「海峡の

ロマンティシズム」（『中央』1936年6月） 3には、東京に向かう林和の覚悟と希

望がよく表されているといえる。 

 

芸術、学問、動くことのできない真理… 

彼の夢見る思想が高くうねる東京、 

全てを学び全てを身につけ、 

再びこの海の波の上に立った時、 

僕の悲しい故郷の夜中、 

松明よりも明るく燃える星になろう。 

青年の胸は海よりもっとときめいた。  

（林和「海峡のロマンティシズム」） 4 

 

「海峡のロマンティシズム」における東京は「芸術、学問、動くことので

きない真理」が存在する空間であり、「全てを学び全てを身につけ」ることが

目的として述べられていることから、林和の東京行きは学ぶことで思想的発

展を遂げて朝鮮に帰ることを前提としているのが分かる。この船上での林和

の覚悟通り、彼にとって東京はモダンボーイ・ガールが溢れるモダン文化の

都市ではなく、革命に近づくための場所としてしか機能していなかったので

ある。 

林和の東京滞在における前後関係を把握するために、まず先行研究の中か

らキム・ユンシックの論を参考にしたいと思う。キム・ユンシックは『彼ら

の文学と生涯 林和』（ハンギル社、 2008年）で林和の東京経験を「父探し

(아비 찾기)」から「父になること(아비 되기)」への転換点として捉えてい

る。キム・ユンシックは18、9歳の時に家出した林和の個人史から、 5彼の生涯

を「家出児（가출아）の運命」というモチーフで分析しており、「家出児の運

命」が林和に「家父長的な父意識」への羨望を抱かせ、「父探し」の道程を歩

ませたと解釈している。そこで、2回にわたる「父探し」を経て、林和自らが

父として自立する「父になること」へ進む転換点として置かれているのが東

京経験なのである。 

林和は1927年、当時「カップ（KAPF；朝鮮プロレタリア芸術家同盟）」の指

導者であった最初の父、朴
パク

英
ヨン

熙
ヒ

に出会い、彼の影響の下で1928年には「カッ

プ」の幹部の地位にまで上がるが、「カップ」の東京支部に当たる「第 3戦線

派」に刺戟を受けたことで朴英熙の思想に限界を感じ、「第3戦線派」を目指
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して東京に向かう。それが2回目の「父探し」である。 

林和は東京で「カップ」東京支部の事務室として使用されていた李
イ

北
ブック

滿
マン

の

家で生活することになるが、1回目の父・朴英熙が思想的な限界によって「似

非父」になり、父としての資格を喪失するのに対し、李北滿の場合は、林和

が李北滿の妹である李
イ

貴
グィ

禮
レ

と結婚することによって、その関係に変化が現れ

る。林和と李北滿の関係は垂直的な父子関係から同志に、それから対等な競

争者関係へ移行していくが、その移行が行われたのが林和の東京滞在期間で

ある。 

2人の父を乗り越えた林和は1930年、朝鮮に帰国することになるが、朝鮮に

帰った林和は「カップ」再組織の中心的な存在となり、書記長になることで

自ら父の資格を獲得する。これがキム・ユンシックが言う「父になること」

である。林和が東京行きを決めたのは、限界を感じていた京城から離れて東

京でその打開策を探そうとした意思表明であり、その裏では朴英熙体制から

李北滿体制へという自分を取り囲んでいる体制の転覆をも図っていたのであ

る。 

 

 僕は今から6年前、ソウルにいるN、KがまだH大学の若い学生だった時、

ある秋の夕方、新宿の街を通りながら僕にささやいた言葉を忘れることが

できません。/「ほら、以前は××というものが遠いところにあるように

思えてきたけど、目の前で行ったり来たりしているよな……」と丹念に言

うN、Kの声は抑えきれない興奮で震えるしかありませんでした。 

    （林和「挽章」 6『中央』1936年5月） 

 

「新宿の街を通りながら」仲間と話した内容は、伏字になっているが、こ

の伏字が革命であることは前後の文脈から推測できる。とすると、新宿、す

なわち東京の街は遠くにあるように思っていた革命が可視化される場所とし

て描かれているのである。東京での生活を回想して書いた数少ない文章の中

の一つである「空家の郷愁」（『東亜日報』1936年1月19日）は、当時関わって

いた社会主義組織の活動のために訪れた東京郊外の町での出来事を描いてい

る。この文章においても、東京は革命を実現するために戦っている戦地とし

て現れており、近代都市東京のモダン文化的要素は排除されている。林和は

東京を近代都市として認識していたというより、革命の理想に近づける場所

として観念的に捉えていたのではなかろうか。そしてその革命というのは2回

目の父・李北滿と仲間たちがいたからこそ見えてきたものであり、林和にと

って京城と東京との隔たりは自分を取り囲んでいる思想的基盤の差異に直結

するものであった。 
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林和が東京を、革命を実現させるための空間として認識していたことは上

述した通りだが、彼の詩に現れている東京の表象はそれとは異なる様相を見

せている。林和における東京経験を論じる際によく言及される「玄海灘」連

作における東京は、作家自身の経験に基づいた一つの空間として語られてい

るのではなく、「玄海灘」の向こうにある理想郷として設定されており、「玄

海灘」の上に立っている語り手が目指すところとして語られている。言い換

えれば、東京は「玄海灘」を媒介して現れていると考えられる。次の節では、

林和の詩における「玄海灘」について分析した上で、林和の詩に表れている

東京の表象について考察してみたい。 

 

 

3、林和におけるもう一つの東京―「玄海灘」を越えて見えてくるもの 

 従来、朝鮮人における東京または日本経験を論じる際に、植民地と帝国の

間に横たわっている境界という象徴的な意味として最も注目を浴びて語られ

てきたのが「玄海灘」である。対馬の南端にある壱岐島と九州の間に位置す

る海峡を指す「玄界灘」の誤訳として朝鮮に定着した「玄海灘」は、植民地

期から現在に至るまで、朝鮮と日本との境界を現す釜山と下関の間の海を意

味する言葉として用いられている。「玄界灘」と「玄海灘」は、想定される地

理的な領域が異なっているだけではなく、「玄海灘」という言葉には、植民地

青年たちが抱いていた帝国日本あるいは近代文明への憧憬や移民者たちの受

難の歴史が含まれており、その政治的な意味合いも異なっていると考えられ

るため 7、本論文では植民地朝鮮における帝国日本との境界という意味を込め

て「玄海灘」と記すことにする。 

 朝鮮/朝鮮人における「玄海灘」は、「民衆たちが職を求めて帝国に渡る生

存の海であると同時に、当時の知識人、「新しい女」たちが新しい知識と帝国

の文化を学ぶために渡った、前近代から近代へ進む「文化的な海」という性

格をもつ」 8場所であり、「近代と前近代、民族と親日、侵略と闘争、帝国主義

と反帝国主義、理想と現実など、様々な二項対立的な価値が分岐したり相互

交差する地点に置かれている歴史的な空間」 9であった。林和の詩に現れてい

る「玄海灘」の表象は、まず船の空間についての描写から始まっている。 

 

‘万歳！’‘万歳！’‘だいにっ…’ 

二等キャビンが揺れるような叫びは、 

感激なのか？脅威なのか？ 

旗が‘マスト’の高さまで這い登っていく時、青年の胸には重い石が降り

てきた。 

如何なる火の塊が、 

果たして階段を下りてゆく彼の頭よりも 
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もっと熱かっただろうか？ 

母を呼ぶ、子供を呼ぶ、 

南道
ナ ム ド

のなまり、 

嗚呼！どうしてそれは涙を催すのか （林和「海峡のロマンティシズム」） 

 

 「万歳」と「だいにっ」の叫びが響く「二等キャビン」と、子供と母がお

互いを呼び合う「南道のなまり」の空間である「三等船室」は玄海灘の上で

階層化された空間である。日本人がいる空間である「二等キャビン」と朝鮮

人/移民者の空間として想定されている「三等船室」の対比はいうまでもない

ほど克明に描かれているが、ここで注目したいのは語り手「僕」の位置であ

る。「僕」は一見、三等船室の中の一人として自己認識をしているように見え

るが、三等船室の中の「僕」と親子で代弁される移民者たちの間には間隙が

存在する。それを明らかにしているのが「南道のなまり」であるが、「南道の

なまり」は京城で生まれ育った林和にとっては他者の言葉を意味していると

いえる。1934年7月14日の『東亜日報』に発表された「玄海灘の白日夢」には

「中央にある二等キャビンでは蓄音機の音がして晴れている空には綿のよう

な雲が流れていくのがとても美しかった。/僕は話し相手一人もおらず、ずっ

とデッキの上に立っていた」と書かれているが、「海峡のロマンティシズム」

の「三等船室の下/丸い窓の外を眺めて眺めて、 /指を口で噛む時、深い海の

青黒い波がどっと/津波のように彼の胸に溢れてきた」という部分と照らし合

わせて読むと、移民者たちを他者として設定しているのがより明確になる。 

「玄海灘の白日夢」において、僕はデッキの上で「晴れた空」を眺めてい

る。しかし、「海峡のロマンティシズム」の三等船室では「丸い窓の外を眺め

て眺めて」も「深い海の青黒い波」しか見えない。林和の玄海灘を書いた文

章に共通しているイメージは、革命の希望を持って海を渡る「僕」はデッキ

に立って水平線辺りから見えてくる日本列島を眺めながら、東京に希望を託

しているが、三等船室の移民者たちはデッキに上がることなく、どこを過ぎ

ているのかも分からないまま何も見えない場所に閉じ込められているという

ものである。一見、このような視野の不確かさが朝鮮民族の暗い現実などを

暗示しているようにも見えるが、林和の代表作の一つである「十字路の順伊
ス ニ

」

と「再び十字路にて」の空間設定を見るとそうではないことが分かる。両詩

の背景になっている京城の鍾路は、日本人区域と朝鮮人区域で両分化が激し

くなっていた1930年代の京城における代表的な朝鮮人区域であるが、その十

字路に立たされている順伊――朝鮮半島の勤労少女の代名詞――をはじめ、

十字路を往来している朝鮮人の行人たちは十字路の中心で街を展望でき、明

日に向かって動く/行動することができる存在として設定されているのである。

以上を踏まえると、林和が玄海灘の上の移民者たちから視界を奪ったのは、

林和における移民者の特性として解釈できるだろう。そして、林和が移民者



127 

たちに付与している視野の不確かさと「僕」の確保された視野の対比は、現

実世界の未来と繋がっている。 

 「もう二度と天空に星座がある必要がない」（『玄海灘』1938年）において

「しかし今夜、顔の/深い飢えとくぼんだ目が/夜空よりむしろ暗くて、/乗っ

ている小さい船が/これから着く港の名前さえ知るすべがない」という表現で

現されている移民者の運命と、「玄海灘の白日夢」の「巨大な希望が的確な

現実性をもって自分の目の前に一歩一歩迫ってくるように感じた」「僕」の

未来は、明らかに対立している。このような移民者と「僕」の対立構図は次

の引用からも窺える。 

 

君は今晩 

この海峡の上で起きている 

数多くのことのただ一つの意味にも気づかないまま寝ている。…（中略 )

… 

たぶんわれわれを乗せた大きい船が 

水平線の下に永遠に沈む悲愴な痛哭の瞬間が来るとしても、 

君の麗しい眠りは覚めないだろう。…(中略)… 

赤ちゃんよ、君はどうやってこの海を切り抜いていこうとしているのか？ 

    （林和「君はまだ幼くて」 10『玄海灘』1938年） 

たとえ青春が楽しみと希望を 

全て深い土の中に埋める 

悲痛な埋葬の日であっても 

一度、玄海灘は青年たちの目の前に、 

黒い喪帳を下ろしたことはなかった。 

今日もまた僕ら若い青年たちは 

まめまめしい子供たちのように 

絶えずこの海を渡っていって、帰ってきて、 

明日もまた 

玄海灘は青年たちの海峡であろう。 

 

永遠に玄海灘は我々の海峡である。 （林和「玄海灘」『玄海灘』1938年） 

 

「君はまだ幼くて」における「赤ちゃんよ、君はどうやってこの海を切り

抜いていこうとしているのか」と詩「玄海灘」における「僕ら若い青年たち」

という文章は、「僕」が「青年」を自分と同一視し「赤ちゃん」を他者として

想定していることを示している。「青年」たちは革命のために東京で成長を果

たして戻ってこなければいけない存在であるのに対し、「赤ちゃん」は移民者

の運命を持っており、ここで、林和の詩における「玄海灘」は希望に満ちた
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「われわれ/革命同志の玄海灘」と涙が流れる「君たち /移民者の玄海灘」に

分化されていると考えられる。すなわち、林和にとって玄海灘は、「二等キャ

ビン/日本」と「三等船室/朝鮮」を垂直に分けているのみならず、植民地人

同士という同一性を持っている人たちの間にも線をひいてしまう「断絶」の

海として現れているのである。 朝鮮の人たちにとって「越境」の海として位

置していた玄海灘は、林和においては「帝国と植民地 /自己と他者/過去と未

来/思想と生活」を分割する「断絶」の海として位置づけられているのである。 

林和の詩における「玄海灘」の表象には上で見てきた特徴の他に、重要な

特徴が存在する。それはいわゆる「玄海灘」連作の創作が、林和が東京に滞

在していた1929年7月～1930年秋から、かなり時間が経過した1936年頃から始

まっているということである。すなわち、上で見てきた詩の語り手が眺めて

いるのは、過去に目撃した海と東京を、林和が現在に蘇らせたイメージなの

である。この時間差について言及している研究者が幾人かいるが、チョン・

ウテックは、林和が詩的空間として「玄海灘」を思い出した時点を「玄海灘

の白日夢」の創作時である1934年だとしながら、元々鐘路を重要な「思想地

理」として用いていたが、結核の悪化とカップのメンバーの検挙という迫り

来る危機から逃れるための場所として「玄海灘」が登場すると指摘している。
11また、パク・ジョンソンは、1935年7月から1938年2月までの馬山滞在で目に

した海の光景に触発された林和が、海をモチーフにした詩を創作するように

なり、「玄海灘」をテーマとした連作が生まれたと述べている。 12二人の主張

は相反しているが、両者に共通しているのは、林和における遅れた「玄海灘」

表象の問題を作家自身の問題としてのみ論じているということである。しか

し、経験と創作に時間の差が存在するという問題を、作家の個人史ではなく

詩そのものに中心を置いて考えた時、新たなことが見えてくる。それは林和

の詩における東京の現れ方である。 

東京滞在期は、林和がプロレタリア文学に傾倒した詩を書いた時期（ 1928

～1935年）であり 13、階級闘争を書いた詩が多く見られるが、その中で東京が

登場する詩は2編である。「雨傘さす横浜の埠頭」（『朝鮮之光』1929年9月）の

「そうすると、その時は今は帰る僕ももう釜山、東京を経て友と一緒に横浜

に来る時だ」と「ジャザンジャザン」 14（『星国』1930年7月）の「東京の真ん

中を流れる隅田川の流れの上には船で生まれて船で育つ少年少女たちがいま

す」がそれである。両詩において、東京は日本への入り口や不遇な子供たち

の空間として現れており、象徴的な意味を持っているというよりは実在的な

意味で用いられているといえる。その後、東京滞在期ではないが、プロレタ

リア詩を書いた時期に発表された「萬頃平野
ボ ル

」（『我々』1934年2月）には闘争

の空間として東京が位置づけられている。 15 

東京が前述した「海峡のロマンティシズム」のように、理想化された希望

の場所として現れてくるのは「玄海灘」連作からであるといえる。しかし、
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「玄海灘」連作の最初の作品ともいえる「海峡のロマンティシズム」では

「彼の夢見る思想が高くうねる東京」のように目的地を東京と名指している

が、その後の「玄海灘」連作においては、「玄海灘」の向こうにある目指す場

所は東京という具体的な地名の代わりに、「玄海の海向こうの大きい星一つ」

（「夜の甲板の上」『玄海灘』1938年）や「日本列島のあの上に/今大きな星が

一つ輝いた」（「海上で」『玄海灘』1938年）など、「星」で表している。 

東京が社会主義運動の空間から理想が実現される希望の地の表象になり、

最終的に「星」へ変わっていく動きが東京滞在期から時系列に現れてくると

いうことは、林和の東京経験が時間が経過するにつれて意識化される中で、

東京が実在している闘争空間から意識上の理想郷へ移行したことを表してい

ると考えられる。林和の内面においてこのような東京の変貌があって、よう

やく「玄海灘」も希望に満ちた青年の海として林和の詩に登場することがで

きたのである。 

 

 

4、李箱の場合―「幻滅」の街、東京 

次は、李箱の東京経験について考察したい。李箱が 1936年、以前から念願

していた東京行きを果たすも、対面した東京に幻滅を覚えるようになり、193

7年「挙動不審」と「不逞鮮人」を理由に警察に検挙され1ヶ月間に及ぶ調査

で結核が悪化し、東京大学附属病院で悲劇的な死を迎えるというのは周知の

事実であろう。李箱は東京経験についての文章を多く残しているが、林和の

東京経験についての叙述が回想形式で行われているのに対して、李箱は滞在

中に東京生活について書いている。このような事情から李箱における東京経

験の意味を分析する研究は現在においても活発に行われているが、そこには

佐野正人が指摘しているように 16、李箱には「近代性
モ ダ ニ テ ィ

としての「日本」に対す

る夢想と憧憬があった」が、「現実の東京は夢想された像とは乖離し、失望を

与えるものとして立ち現われ」たという共通認識が見受けられる。東京に幻

滅を感じたというのは李箱自身も様々な文章で書いているが、その理由とし

て最も支持を得ているのは、実際に見た日本/東京の近代が「西欧の模倣に過

ぎない」 17ことに気づいたからというものである。しかし、ただその理由のみ

で李箱が抱いていた東京に対する拒否感と挫折を説明することはできない。

第4節では、彼が抱いた東京に対する拒否感の正体を綿密に検証することで、

李箱における東京と彼が追求した近代性について考察してみたい。 
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李箱は1934年、『朝鮮中央日報』

に「烏瞰図」という連作詩を連載

するが、【図1】にも見られるよう

にその詩の難解さゆえに読者の抗

議が殺到、30作連載予定が 15作で

連載中止となった。連載中止を告

げられた李箱は「どうしてみんな

気が狂ったと言っているのか、一

体我々は人より数十年離れていて

も安心して暮らすつもりなのか」
18と書いているが、「人より」とい

うのは、20世紀初期にすでにモダ

ニズム芸術運動が頂点に達してい

た西洋や日本のことであると推測され、それに比べて遅れている朝鮮の文学

を嘆いていると解釈できる。 

1936年頃から朝鮮での生活に限界を感じていた李箱の作品には東京行きを

決心する文章が目立つようになるが、近代への憧れを胸にして向かった東京

で李箱は、日本の近代も結局西洋のまねに過ぎないという現実を目撃する。

東京で日本の近代に失望したことを李箱は友人である金
キム

起
ギ

林
リム

に宛てた書簡に

書いているが、 19「キザナ表皮的な西欧的悪臭」や「ホンモノのまねをしてい

るようなことったら、 僕は東京がこんな卑俗そのものと同じシナモノだとは

本当に知らなかった」などの言葉で表現しながら、「ホンモノ」の近代である

と思っていた東京が「偽物」に過ぎなかったことに対する「幻滅」と「怒り」

を表している。 

 

 

5、車に支配された東京と遊歩者李箱の絶望 

上述から分かるように、東京で李箱に訪れた悲劇的な死を想定するまでも

なく、李箱の東京行きが失敗に終わったことは明確であるが、他の李箱の文

章ではそれだけが理由ではなかったことが述べられている。ここでは、彼が

東京で書いた随筆「東京」と東京で金起林に宛てた書簡を中心に詳しく分析

してみたいと思う。 

 

僕が思っていた「丸の内ビルディング」、通称マルビルは少なくともこ

の「マルビル」の四倍はあるはずのすごいものだった。ニューヨークの

「ブロードウェイ」に行っても僕は同じ幻滅を味わわせられるのか―とに

かく、この都市はひどく「ガソリン」の匂いがするんだな！が東京の第一

印象だ。              （李箱「東京」『文章』1939年5月） 

【図1】『朝鮮中央日報』1934年7月 
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上の引用は「東京」の冒頭であるが、この文章で李箱が感じた「幻滅」の

原因は二つあると考えられる。その一つは初めて見た「マルビル」の外見の

素朴さ、そしてもう一つが「ガソリンの匂い」である。多くの先行研究にお

いては、「幻滅」の原因はほぼ「マルビル」に集中しており、李箱が東京に着

いた初日、自分が「思い描いていた」近代都市の象徴としての「マルビル」

が実は偽物の虚像であったことに気づいたと捉えられている。「ニューヨーク

のブロードウェイ」は偽物である日本の近代に対する本物の近代を象徴する

言葉として、「ガソリンの匂い」は模造近代がまとっている悪臭として解釈

されてきたのである。しかし、ここでは、従来において単に李箱の「幻滅」

のメタファーとして捉えられてきた「ガソリンの匂い」に注目して考察を試

みたい。 

 まず、なぜ東京の第一印象が「ガソリンの匂い」なのかについて考えてみ

よう。李箱が東京に渡ったのは1936年であるが、その頃、すでに京城は近代

都市としての形相を見せていた。1925年に京城駅が新装され、1930年には京

城におけるモダン文化の象徴ともいえる三越百貨店が建てられるなど、1930

年代に入って京城は日本人居住地の本町を中心として近代都市への変貌を遂

げていた。しかし、エレベーターが設置されているビルや近代的な建物によ

って京城の街が近代都市に変わりつつある中で、1930年代後半の京城は前近

代と近代の交錯を見せていた。1936年3月の雑誌『中央』に掲載されている玄
ヒョン

鶴
ハク

民
ミン

の「鐘路の郷愁」には、当時の鐘路について「36年式流線型の自動車が

女王のように威張りながら―薪を

積んでいる牛車が太古のように

悠々と過ぎ通っていた。―これは

原始と文明の奇妙な交錯である。

鐘路十字路を、人糞馬車が南に鐘

路十字路を横断するが、自転車は

東西に走っている」と述べられて

いるように、1936年の京城の街は

自動車と牛車や馬車が共存する空

間だったのである。 

 また、【図2】 20を見ると、上は

1930年代の京城の繁華街である三

越京城支店の前の写真であるが、

道路は整備されているのに道を通

る車がほぼないことが分かる。そ

れに対し、1930年代の丸の内の写

真(下)には車が相次いで走ってい

るのが見える。李箱は東京駅に降

【図2】(上)1930年代の三越京城支店前 

(下)1930年代「マルビル」前 
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りて「思い描いていた」

「マルビル」を見に行

く途中、この車の列に

遭遇したのである。 

当時、京城と東京に

おける車の数量を表に

整理したものを見ると、

その差は一目瞭然であ

る。【表1】 21は李箱が東京に行く2年前の1934年の京城と1933年の東京におけ

る歩行者数と自動車数を比較したものであるが、歩行者に対する車の台数が、

京城は100人当たり約6台に過ぎないのに対し、東京は100人当たり約74台で、

歩行者の3分の2を上回る数の車が走っていたという計算になる。京城に比べ

て圧倒的な数の車が李箱の違和感の根底にあるのである。 

随筆「東京」で浮き彫りになっているのは、「自動車が靴代わり」になり

「せめて自動車でも履いて出入り」する東京の街で、途方に暮れている京城

の遊歩者、李箱の姿である。「翼」をはじめ、李箱の作品において、散歩/散

策は李箱の文学の重要なモチーフであり、登場人物は京城の街をぶらついて

おり、その彷徨によって思索が行われる。それは作品の中に限らず、実際に

李箱とその仲間たちは京城の街を歩きさまよう存在であった。しかし、李箱

は東京では歩けないことに気づき、タクシーに乗ることで丸の内を往来する

人たちの列に参加しようと試みる。李箱にとってモダン都市であった京城が

「情け深くて暮らしやすい「閑寂な農村」」 22になってしまったことには、こ

の東京における散策不能な都会性との対比が存在しているのである。 

 

 

6、近代都市東京への亡命失敗と終わらぬ近代性への憧憬 

ここでもう一つ指摘しておきたいのは、京城に車があまり走っていなかっ

たとしても、東京には車が多いということが李箱にとって想定外のことでは

なかったということである。建築技師として働いた李箱の経歴からすれば、

東京の街の風景などは写真などで見ることが十分可能なことであり、特に朝

鮮総督府内務局の建築課技手として勤務したことや在朝日本人建築技術者た

ちによる雑誌『朝鮮と建築』と関わりを持っていたことからも、李箱が東京

の写真に触れる機会は多かったと推測できる。すなわち、東京に車が多いと

いうことは、李箱にとって容易に予想することができたかも知れないのであ

る。そこで注目しなければいけないのが、李箱が最初に違和感を感じた「匂

い」という言葉である。 

「匂い」というものは揮発する性質を持っており、＜いま・ここ＞でなけ

れば経験できないもの、すなわち、「匂い」に限っては間接的に経験できな

 京城 東京 

歩行者数(人) 145,979 643,653 

自動車数(台) 8,637 474,090 

100人当たり台数 5.92 73.66 

【表1】京城と東京における歩行者と自動車の数量  
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いものであり、模倣や複製ができないものであるといえる。車が少ない京城

では嗅いだことのない、街に充満している「ガソリンの匂い」は、李箱に憧

れていた東京に対する耐え切れない異質感を直感的に感じさせると同時に、

車の街にいる遊歩者という異邦人としての自分に気づかせる役割を果たした

のである。 

 

僕らのように肺がちゃんとしていない人間は、まずこの都市に住む資格

がない。口を閉じても開いてもさっとガソリンの匂いが滲透してしまうの

で、どんな食べ物であろうといくらかガソリンの味がするのは避けられな

い。そうすると東京市民の体臭は自動車と似ていくだろう。      

                          （李箱「東京」） 

 

「東京」には、李箱の「ガソリンの匂い」に対する極めて強い拒否反応が

示されているが、この文章は単なる悪臭への不愉快さの表明ではない。この

拒否反応は明らかに「ガソリン」というものに対して現われているのである。

一般的に車が混んでいる道に充満している匂いとして連想しやすいのは煤煙

だと考えられるが、しかし李箱は煤煙の匂いではなく、「ガソリンの匂い」

と書いている点に注目しなければいけない。上の引用文において「ガソリン」

と「食べ物」が、「東京市民」と「自動車」が対応しているのが分かる。

「ガソリン」と「食べ物」は車と人間を動かす燃料であり、「ガソリンの匂

い」と「体臭」はその燃焼 /消化作用の過程において発生するものである。

「ガソリン」の燃焼で車を走らせる作用と、「食べ物」の消化によってエネ

ルギーが発生する作用は、両方とも生産作用を意味しており、その過程にお

いて不可欠な存在である「匂い」への拒否反応は、車で象徴される機械文明、

そして機械文明から得られる生産性への拒否に繋がる。 

 李箱は随筆「東京」において、丸の内、新宿、銀座の風景を描いているが、

「ガソリンの匂い」がすると述べているのは丸の内のみであるということに

注目する必要がある。盛り場としての新宿と銀座とは異なって、丸の内は東

京を動かす中心部のイメージを持っているといえるが、この丸の内が持って

いる生産性のイメージが「ガソリン」に投影されているのである。すなわち、

李箱が東京で直面したのは東京を支えている生産性であり、また機械文明化

された都市の属性であり、彼はそれに拒否反応を示したと考えられる。 

近代の遊歩者たちは、チャン・ソクジュが指摘しているように「産業社会

の大量生産労働に参加することを拒んでぶらぶらする人たち」 23である。京城

で遊歩者として振舞っていた李箱は、しかし、東京の街にまとわれている

「ガソリンの匂い」に気づき、生産と消費が対になることによって支えられ

ている「ホンモノ」の都市のメカニズムに直面する。人間と都市が車のよう

に機械的な構造を持って動いている空間――李箱が拒否反応を示しているの
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は機械的に構造化されている都市であり、憧れてきた東京で遊歩者であり生

産者にはなれない自分は異邦人として位置づけられるしかないことに対する

「幻滅」ではなかっただろうか。 

李箱は「亡命」 24を決意し、その亡命先として東京を選んだ。東京で李箱は

「東京市民」になるために様々な努力をする。丸の内ではタクシーに乗って

みたものの、結局「どうしてあんなに自動車が多いのかを理解することがで

きない」ことの確認で終わってしまい、「東京市民」の食べ物は胸を患ってい

る身体が受け付けてくれない。「肺がちゃんとしていない」ために「ガソリン

の匂い」がする食べ物を食べられないということは、身体そのものの拒否反

応であり、意識上の問題ではない。すなわち、李箱は意識レベルではなく生

理的に東京市民にはなれなかったのである。 

 

三越、松坂屋、伊東屋、白木屋、松屋―この７階の店たちが最近、夜に

眠らない。しかし僕らはその中に入ってはいけない。/どうして？中は７

階ではなく、１階になっていて、それに山積みになっている商品と生い茂

っているショップガールで道に迷いやすいからだ。   （李箱「東京」） 

 

自身の作品の中において、京城のデパートをモダンのメタファーとして使

っていた李箱は、東京でもデパートを見つける。ベンヤミンがデパートにつ

いて「遊歩
フラヌリー

そのものを商品販売のために利用する」「遊歩者のための最後の領

域である」 25と述べているように、デパートはその内部が都市の商店街の風景

と類似していながらも、車などが介入できない、遊歩という行為によっての

み成立される空間であるという意味で、完全無欠な遊歩者の空間であるとい

えよう。しかし、京城の三越で屋上庭園に立って京城の街を見下ろしていた

「翼」の「私」――李箱の分身――は東京のデパートに入ってはいけない存

在である。7階の区切りが全部無くなって 1階になってしまった空洞化された

内部に、山積みになっている商品とショップガールたちが歩行者の障害物に

なっている東京のデパートは、東京という都市の縮図として現れており、そ

こに入った遊歩者たちは身動きが取れなくなるのである。かの有名な「翼」

の冒頭――「剝製になってしまった天才を知っているのか」の「剝製になっ

た天才」のイメージは東京にいる李箱に繋がっていく。 

李箱の東京への亡命は失敗に終わったが、しかし、「失花」（『文章』1939年

3月）で、夕食も食べることができなかった「僕」が、自分に残った「最後の

二十銭」で、他でもない「タイムス版常用英語四千字」を買うのは、李箱が

西欧文明との疎通可能性を打診しているのであり、亡命に対する李箱の未練

の発露であるといえよう。 
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7、おわりに 

 第7章では林和と李箱における東京経験について考察した。キム・ウンギョ

は「林和と日本ナップの詩」（『林和文学研究2』ソミョン出版、2011年）で、

朝鮮近代文学者における日本経験について「「東京の銀座は夜のささやき上手

なネオンサイン目で追っていきたい」と素月が夢見たあそこは、勉強ができ

た平山八吉 26が内地聖地参拝をしていたファシズム教育の空間であり、「大学

ノートを脇に挟んで年老いた教授の講義」を「送ってくださった学費」を払

って学ばなければいけない干草の匂いがする「六畳部屋」「人の国」であった」

と述べているが、この文章からはモダン文化に憧れる朝鮮青年と、ファシズ

ムへの傾倒、そして「人の国」で学ぶことに対する挫折感などが読み取れる。

植民地期の朝鮮において、文化・思想・学問を学ぶ場所として帝国が位置づ

けられており、朝鮮人の日本経験は学習された近代文明/文化の＜伝播と移植

＞の側面が強調されて語られてきたのである。 

しかし、ここまで見てきたように、林和と李箱の東京経験は、キム・ウン

ギョの文章に見られるような典型化された朝鮮文学者たちの日本経験とは異

なる一面を持っていた。東京滞在中、東京を革命運動を実践する場として認

識して生活していた林和は、朝鮮に帰った後、東京を実在する都市ではなく

象徴的な理想郷として認識し始める。病気の悪化と「カップ」解散による挫

折で苦しんでいた林和にとって、最も革命に近づいているように思われた東

京は再び自分の理想に近づくことができる聖地と化したのである。林和が自

分の中で観念化された東京に見出したのは、過去の輝かしい勲章であると同

時に、未来の希望であったといえよう。 

東京を理想の地として内面化した林和に対し、李箱は自分の中で理想化さ

れた近代性の象徴であった東京が、遊歩者の自分にとっては生理的に受け付

けることができない場所であることに気づく。しかし、李箱が本能的な拒否

反応を示したのは、「近代の模造」である東京に対してではなく、生産と消

費の論理が支配する近代都市文明そのものに対してであった。李箱は行き詰

まっていた朝鮮での生活からの亡命として選択した東京経験を通じて、機械

文明化されていく近代都市の中に自分の居場所はないということを悟る。し

かしながら、李箱は一回目の亡命に失敗したにもかかわらず、西欧近代文明

に期待を託しながら二回目の亡命を準備することで、まだ終わっていない近

代性への希求を表しているのである。 

植民地期における朝鮮人青年の東京経験において、植民地と帝国の関係を

看過することはできないが、全てを植民地主義に還元してしまうではなく、

巨大都市に取り込まれた個人の問題として捉えなおすことも必要であると思

われる。その意味において、林和と李箱の東京経験が、一個人の植民地青年

が近代都市東京を如何に内面化し、意識化していくのかについて示唆する点

は大きいといえる。 
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1 朝鮮人における最初の日本留学について、本論文では波田野節子の主張に従

っている。波田野は『韓国近代作家たちの日本留学』（白帝社、2013年）の中

で、「日本留学の嚆矢は、開国五年目の一八八一年に紳士遊覧団の随行員とし

て来日した兪
ユ

吉
キル

濬
ジュン

、柳
ユ

正
ジョン

秀
ス

、尹
ユン

致
チ

昊
ホ

の三人が残留して慶応義塾と同志社で学

んだことをさすのが一般的である」と指摘している。 
2 代表的な団体としては、最初の留学生団体として知られる大朝鮮人日本留学

生親睦会（1895～1903）をはじめ、1909年に大韓学会を軸にして太極学会や

共修学会などの他の留学生団体を統合した形で大韓興学会が発足する。その

後、1910年に大韓興学会が強制的に解散され、1912年に朝鮮留学生学友会が

組織される。女子学生の団体としては、1915年に発足した朝鮮女子留学生親

睦会などがある。これらの留学生団体は、朝鮮人によって最初に刊行された

雑誌である『親睦会会報』（大朝鮮人日本留学生親睦会刊行、1896～1897年）

や『学之光』（朝鮮留学生学友会刊行、1914～1930年）、『女子界』（朝鮮女子

留学生親睦会刊行、1917～1920年）など、機関誌としての性格を持つ雑誌を

刊行していた。 
3 「海峡のロマンティシズム」は最初「玄海灘」という題目で発表されたが、

後に詩集『玄海灘』に収録される際に「海峡のロマンティシズム」に改めら

れた。 
4 林和の詩の引用は全て『詩 林和文学芸術全集1』（ソミョン出版、2009年）

による。また、以下においては詩の初出のみを記しておく。 
5 キム・ユンシックはその根拠として「西暦で1926,7年頃でしょう。その中で

も尹
ユン

基
キ

鼎
ジョン

君は、家を出て街頭を彷徨っていた僕に」（林和「ある青年の懺悔」

『文章』1940年2月）という文章を挙げている。 
6 林和のエッセイの引用は、全て『いつも地上は美しい―林和散文選集』（パ

ク・ジョンソン編、図書出版ヨクラク、2012年）から引用した。以下、初出

のみ記しておく。 
7 「玄界灘」と「玄海灘」の異なりについて、詳しくはキム・ヒェインの「玄

海灘の政治学」（『言文論叢』第52巻、2010年）を参照のこと。 
8 キム・スンヒ「韓国現代詩に現れた離散――豆滿江、玄海灘、38線を越えた

流民意識――」『Comparative Korean Studies』第11巻1号、2003年 
9 パク・キョンス「玄海灘と在日ディアスポラの悲劇的形象化」『東北アジア

文化学会国際学術大会発表資料集』2008年11月 
10 初出の題目は「涙の海峡」であるが、後に『回想詩集』（1947年）に収めら

れた際に「君はまだ幼くて」に題目が改められた。 

11 チョン・ウテック「鐘
ジョン

路
ロ

の思想地理と林和の「十字路」」『韓国詩学会学術

大会論文集』2012年11月 
12 パク・ジョンソン「林和と馬山」『韓国近代文学研究』2012年10月 
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13 渡辺直紀は林和の詩作品の歴史的な変遷を次のように整理している。「(1)

習作期。単に感傷的なものから一時、ダダイズムへの傾倒を見せる。(2)プロ

レタリア詩。特に一九二八年の芸術大衆化論争に加わってから一九三五年のK

APF解散までの時期。(3)KAPF解散後、解放前まで。この時期にまた感傷的な

詩が増える。(4)一九四五年八月一五日の解放から一九四七年の本人の越北に

至るまでの時期。植民地期の詩などを再刊しながら、一方で政治的檄文のよ

うな詩や、革命歌の作詞のようなものも手がける。(5)越北後、朝鮮戦争を経

て、死刑判決を受けるまで。檄文のような詩の中に、感傷的なものも垣間見

える。」（「林和の詩作品における抒情性の位相について」『朝鮮学報』2006年1

0月 
14 「ジャザンジャザン」とは子供を寝かす時に用いる感嘆詞である。 
15 詳しく紹介しておくと、「1925年、あの時から伝統に輝いていた東京……地

区……その祝福された揺籃から育って君は/故郷を追い出され全身で激労にす

られても……たちの先の……/在東京…の大部隊を率いて/‘戦×’の旗の下

に……入った。」という部分で東京が登場する。 

16 佐野正人「李
イ

箱
サン

の詩、李箱の日本語――メディアとしての/むきだしにされ

た日本語」『アジア遊学 戦間期東アジアの日本語文学』勉誠出版、2013年 

17 崔
チェ

真
ジン

碩
ソク

「＜近代の烏瞰図＞としての李箱文学――訳者解説にかえて」『李箱

選集』作品社、2006年 
18 李箱「「烏瞰図」作者のことば」『李箱全集 4 随筆』、プル、 2009年（初

出：朴泰遠「李箱の方貌」『朝光』1937年6月）。以下、李箱の引用は、別記が

ないものは全て『李箱全集4 随筆』（プル、2009年）によるものである。ま

た、その場合、初出のみを記しておく。 
19 李箱「私信6」。李箱が金起林に送った「私信」は、金起林によって1～7ま

で『女性』1936年8月～1937年1月に発表された。 
20 （上）：チェ・ビョテック、イェ・ジスック『京城レポート』時空社、2009

年 

（下）：キム・ミンス『李箱評伝』クリンビ、2012年 
21 京城については「徒歩人は減り、車両通行は激増」（『東亜日報』1934年11

月16日）、東京については『道路交通情勢調査報告』（東京市、1933年）の調

査結果に基づいて表に整理したもの。 
22 李箱「私信6」 
23 チャン・ソクジュ「李箱――近代の散策者たち」『李箱とモダンボーイた

ち 散策者李箱さんと彼の朗らかな友人たち』ヒョンアム社、2011年 
24 「私は何篇かの小説と何行かの詩を書き、私の衰亡してゆく心身の上に恥

辱を倍加した。これ以上、私がこの土地で生き続けてゆくことはきわめて困



138 

                                                                                                                            

難なところにまで差しかかった。私はとにかく聞こえよく言えば亡命しなけ

ればならないだろう。/どこに行こうか。私は会う人ごとに東京に行くと豪語

した。」（李箱「逢別記」『李箱選集』チェ・ジンソク訳、作品社、2006年（初

出：『女性』1936年12月）。傍線は論者によるもの） 
25 「パリ――十九世紀の首都」『ベンヤミン・コレクション１ 近代の意味』

筑摩書房、2011年 

26 平山八吉は詩人申
シン

東
ドン

曄
ヨブ

が創氏改名した名前である。 
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1、はじめに 

馬海松は1924年に渡日して以来、 1約20年間文藝春秋社と関わりを持ちなが

ら、『モダン日本』の編集長などを務め、日本文壇の中心で活躍した人物であ

る。植民地時代において主に日本で活動した馬海松に対する韓国内の評価は

未だに論争中であるが、それは植民地時代から朝鮮に戻って朝鮮戦争が終わ

るまでの、彼の業績や思想について総合的な検証が行われていないことに起

因するものであると考えられる。モダン日本社の社長そして『モダン日本』

の編集長として帝国日本に賛同していたように見えた馬海松は、直接的な行

動を通じて自分の態度を示すことはしなかった。日本から独立した朝鮮半島

において資本主義と共産主義のイデオロギー対立が激化する中で、その対立

から逃れようと実家があった開
ケ

城
ソン

で静かに生活していた彼は、しかし、朝鮮

戦争が始まると同時に、大韓民国の軍隊に従軍するほどの積極的で徹底的な

国家主義者への変貌ぶりを見せるようになる。この植民地時代から朝鮮戦争

に至るまでの馬海松の変化こそが彼の総体的な評価に繋がる重要な地点であ

ると考えられるが、このような変化について注目した研究は見当たらない。 

従来の馬海松に関する研究は主にこの二つの方向に分けられてなされてき

たといえよう。日本において馬海松は『モダン日本』の編集者としての紹介

や、菊池寛との関係において言及されることはあっても、本格的に研究がな

されたのは1990年代末頃からである。先行研究の大半は『モダン日本』との

関係を中心に論じられてきたが、 2これらの研究は馬海松と『モダン日本』研

究の先駆的な存在として、『モダン日本』の雑誌の特性と『モダン日本朝鮮版』

を紹介して、馬海松の個人史と照らし合わせる方式を取っている。『モダン日

本 朝鮮版』が2000年代後半に復刻されるようになり、ポストコロニアルの

観点において「朝鮮版」と馬海松の関係を究明しようとする洪
ホン

善
ソン

英
ヨン

「雑誌

「モダン日本」と「朝鮮版」の組み合わせ、その齟齬」（『植民地朝鮮と帝国

日本―民族・都市・文学』勉誠出版、2010年）のような研究も見られ始めた。

洪善英の研究は、馬海松の個人史に焦点を合わせる傾向から離れて、『モダン

日本』を分析することから編集者としての馬海松を浮き彫りにしようと試み

た点において評価できる。 

韓国における馬海松研究は主に童話の分析に集中されているが、その中で

も童話に見られる現実批判意識や寓話的な特性に注目して、童話の空間設定

やイデオロギー分析に焦点が合わせている傾向が目立っているといえる。 3日

本と韓国における先行研究は、日本滞在期の馬海松と童話作家の馬海松とい

う二つの方向に分けられ、断絶が見られているといえる。そこで両者を結び

つけようと試みたのが、ウォン・ゾンチャンの「解放前後の民族現実と馬海

松童話―「うさぎとさる」を中心に―」（『児童文学評論』2005年12月）であ

る。ウォン・ゾンチャンは日本における馬海松の行跡と童話の創作過程を中

心に考察し、「うさぎとさる」が「民族抵抗意識」を描いたものであるという
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ことだけで高く評価されていると批判している。 4 

以上から、馬海松は日本滞在期の『モダン日本』編集長と童話作家という、

二分化された位相において語られてきたのが分かるが、しかし、そのような

断絶を指摘しているウォン・ゾンチャンの研究においても、日本滞在期につ

いては、馬海松の言葉や文章ではなく、二次資料に見られる馬海松の行動や

彼が置かれていた状況を分析することに留まっている。馬海松の童話につい

ての研究が作品分析に即していたのに対し、日本滞在期の馬海松については

皮相的に論じられるにすぎなかったということは、馬海松研究における方法

論の問題を露呈していると考えられる。 

以上を踏まえて、第8章では二分化されて語られてきた馬海松の日本滞在期

と朝鮮復帰後を連続的なものとして捉え、日本滞在期に書かれたものを含む

馬海松の言説と童話の分析を試み、アジア・太平洋戦争と朝鮮戦争という二

回の戦争経験を中心に彼の国家観形成過程について明らかにすることを目的

とする。 

 

 

2、「親/反」の二項対立の狭間にあるもの 

韓国における民族イデオロギーは、主に「親/反」の二項対立的な構造――

親日/反日、親米/反米、民族主義/反民族行為、親北/反共――として現れて

いるが、馬海松は、そのような二項対立の民族イデオロギーの罠に嵌ってい

るともいえる植民地時代の知識人の一人である。植民地期を生きた朝鮮人で

ありながら宗主国日本の文壇の頂点で20年間にわたって活躍し続けた馬海松

は、日本ではモダン日本社の社長及び雑誌『モダン日本』の編集長として知

られているが、韓国では韓国最初の現代創作童話を書いた作家、 5「民族抵抗

主義」に基づいて児童文学を書いた作家として知られている。日本と韓国を

中心としてこの二つの肩書きの間隙から、彼をめぐる「親日/反日」論争が始

まるのである。 

2004年、翌年に生誕 100周年を控えていた馬海松は、韓国の文化観光部

（現・文化体育観光部）が主管する「今月の文化人物」 6に2005年5月の人物と

して内定される。しかし、植民地期に反民族的な「親日行為」があったと疑

われて、彼は「今月の文化人物」から外されることになる。問題となったの

は『モダン日本』の編集長及びモダン日本社の社長として働いた経歴で、「日

帝ファシズムの戦時動員体制期に雑誌『モダン日本』の編集長を務めながら、

戦争動員政策に協力せざるを得ない位置にあった」 7ことがその疑惑の発端と

なったのである。 

「反民族的な行為」をした「親日派」として位置づけられたことについて、

遺族や馬海松を推薦した「韓国児童文学人協会」側は大きく反発したが、一

部の保守的なメディアの報道によって、馬海松の「親日」疑惑は事実として
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再生産され広まっていった。そして、日本の帝国主義に屈服せずに「民族抵

抗主義」を基調とした朝鮮語童話を書き続けた児童文学者マ・ヘソンと、自

分の利益のために日本の植民地政策に協力した「親日派」モダン日本社社長

マ・カイショウという、相反する馬海松の評価は現在においても続いている。

前述した先行研究に見られる断絶も、韓国児童文学の先駆者として位置づけ

られる馬海松が「親日派」として認識されることを恐れた学界が「民族抵抗

主義」の側面を強調してきたことに起因するものであると考えられる。馬海

松の「親日」疑惑は、このような事情によって学界の言説よりはメディア言

説に多く見られており、従来の馬海松研究は植民地時代から馬海松が一貫し

て侵略勢力――日本・アメリカ・ソ連――に対して「民族抵抗主義」的な姿

勢を保持していたと言及しているのである。 

馬海松をめぐる「親日/反日」論争では、しばしば日本滞在期における逸話

を引用して、結論を導き出そうとする傾向が見られる。しかし、馬海松は朝

鮮式の名前を通じて朝鮮人としてのアイデンティティを保とうとしたのと同

時に、 8『モダン日本朝鮮版』においては「朝鮮人は日本人であり日本語は国

語」 9であると述べていた。このことからも窺えるように、馬海松の行跡には

「親日/反日」の二項対立的な枠組みで説明できないことが多く見られる。19

39年と1940年には、日本の読者に朝鮮のことを紹介するために『モダン日本』

の臨時増刊号として『モダン日本朝鮮版』を企画して大成功を収め、 10菊池寛

が馬海松を「民族性が強い」「本物の朝鮮人」であると評価していたように、
11周囲からは「一種の民族主義者」 12として認識されていた。しかし、その一

方で、「親日派」として知られる李
イ

光
クァン

洙
ス

と崔
チェ

南
ナム

善
ソン

と共に「特別志願兵制度」を

宣伝する「東京対談」（『朝鮮画報 学徒出陣特集号』1944年1月）の司会を務

めたのも、馬海松のもう一つの顔であった。 

朝鮮人留学生に学徒兵への志願を促すために企画された東京での集会に参

加した李光洙と崔南善が、その成果を語り合う「東京対談」で、馬海松は、

集会に留学生を動員するために総督府と朝鮮奨学会の組織的な動きがあった

と述べながら、自らその準備段階に関わっていたことを明かしている。自分

の民族アイデンティティを肯定した上で、朝鮮を広く知らせようとした馬海

松と、帝国日本の一員としての自覚を持って、国家政策に賛同する動きを見

せた馬海松は共存しており、「親日」と「反日」の二分法では裁断できないの

である。 

韓国社会において、「親日」＝日本への協力＝「反民族的な行為」と「反日」

＝日本への抵抗＝「民族主義」という公式は植民地時代から現在に至るまで

引き継がれてきたが、このような二項対立的な構図に異論を唱えた研究者が

趙
チョウ

寛
クァン

子
ジャ

である。趙寛子は『植民地朝鮮/帝国日本の文化連環――ナショナリ

ズムと反復する植民地主義――』（有志舎、2007年）で、「植民地権力に協力

して民族の生存と利益を図ろうとする民族運動が存在した」と主張し、その



143 

ような「民族のための親日」を「親日ナショナリズム」と名づけた。また、

「親日ナショナリズム」を代表する人物として李光洙を挙げて、「李光洙には、

私/家族/民族の生活を守るためには富強を欲し、強者の国家権力に協力する

ことが唯一の生存の道と観念された」ので、「朝鮮民族」を生かすために

「「朝鮮心」を殺して「罪なき大和魂」「清き日本人」という日本ナショナリ

ズムの神話を徹底的に身体化」しようとしたと述べている。ここで浮かび上

がってくるのは、「親日ナショナリズム」において最も重要な問題は生存であ

り、民族の生存と引き換えに民族のアイデンティティを否定し、放棄したと

いうことである。 

生存のために「親日」行為をしたということを、民族に対する裏切り行為

として捉えるのではなく、「民族のため」にしたことであると考えた人々が植

民地朝鮮に存在していたことを証明することで、趙寛子は、対極にあるよう

に思われてきた「民族主義」と「親日」が、実は隣接していた可能性を指摘

している。民族主義における「親/反」の二項対立構造を裏返す趙寛子の指摘

と民族の生存とアイデンティティをめぐる問題は、「民族アイデンティティの

保持」と「日本への協力」が同時に見られている日本滞在期の馬海松につい

て考察する際に重要な端緒を提供してくれると考えられる。 

 

 

3、馬海松におけるエスニック・アイデンティティとナショナル・アイデンテ

ィティ 

1925年9月29日の『讀賣新聞』に若き日の馬海松が民族について書いた文章

が掲載された。少し長いが、全文を引用してみる。 

 

「紙上放送室 民族対民族」 

先々月の「改造」だつたか。某氏が、/―「君の先祖は、朝鮮人ださう

だね。」と云つたら、誰でも怒るだらう「君の先祖は、アイヌだつてね。」

と云はれたら、誰でもムキにならずにはゐないだらう。――/と、文章は

覚えてゐないけれども、さういふ意味の文を例として挙げてあつた。/そ

して、その二民族は最もイヤな醜い人種として選ばれてあつたやうに思ふ。

/イヤな民族であるが故に怒りムキになるとするならば、そのイヤがられ

る民族アイヌ、又は朝鮮の人に対して「君の先祖は日本人ださうだね」と

云つたらその人達は果して何んと返事をするだらう。/「ああ、これは忝

けない」と感謝するだらうか？怒る、ムキそれらのよりも、もつと〳〵拳

を堅めるかも知ら
ママ

ない。つまりそれは如何なる民族の間に於いても同じこ

とだ。/超越した汎人間的な愛以外、民族間に於ける感情は愛ではない、

敬意ではない。たゞ憎悪と軽蔑とがあるばかりだ。如何なる民族に対して

も等しく醜であり、イヤである。/少なくとも、民族、国家等の観念が根
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柢からなくなるまでは何時までも〳〵。 

 

上の文章から、馬海松の民族に対する認識について、次の3点を指摘するこ

とができる。一つ、全ての民族の間に優越と劣等の関係はない。二つ、自然

状態において各民族は対立関係にある。三つ、朝鮮とアイヌとの並列構図を

肯定することで、朝鮮を国家としてではなく、エスニック・グループとして

位置づけている。ここでは、この三つの点に注目して、馬海松における「民

族アイデンティティの保持」と「日本への協力」の問題に接近してみたいと

思う。 

まず、馬海松がこの文章を書く発端となったのが「君の先祖は、朝鮮人だ

さうだね」という発言である。馬海松はその言葉の中から、階層化された民

族を感じ取って強く反発したのであるが、その言葉に対して彼が返した言葉

は、朝鮮民族が劣等ではないという反論ではなく、朝鮮人が「君の先祖は日

本人だそうね」と言われた時にも同様に不快になるというものである。この

返答を、単に植民地青年の帝国主義に対する抵抗として読むよりは、民族の

間には優劣がないという前提の上で、異なる民族として認識されることに対

する拒否感を示しているものとして解釈するのが妥当であると考えられる。

各民族の間には「憎悪と軽蔑」しかなく、「如何なる民族に対しても等しく醜

であり、イヤである」という言葉には、各民族は相容れない関係にあるとい

う認識が窺えるが、その根柢には他者は自己とは明確に異なるものであり、

対立するものであるという意識がある。すなわち、この文章における民族間

の対立関係は、異なるものに対する警戒と他者間における緊張状態の表れと

して捉えることができるといえよう。 

このような馬海松の認識は、「「朝鮮心」を殺して「罪なき大和魂」「清き日

本人」」になることを主張した李光洙とは異なっている。李光洙は、民族の生

存のためには強くならなければいけないと考え、民族を啓蒙し近代化させよ

うとした。その啓蒙の方法として登場したのが、より強力な民族・国家への

吸収――日朝関係における「内鮮一体」――である。ある民族が他の民族に

同化・吸収されるということは、民族間の階層化が前提になっているが、し

かし、「民族対民族」から窺える馬海松の民族観は、民族を対等であり対立の

関係にあるものとして捉えており、他の民族に同化できる性質のものではな

い。 

馬海松の代表作といわれる「うさぎとさる」は植民地時代から朝鮮戦争の

直前までの朝鮮半島の歴史が素材となっている童話である。「朝鮮」を象徴す

る「うさぎの国」は日本の象徴である「さるの国」から侵略されるが、さる

たちが引き上げていくのと同時に、また南から来たのっそり牛と北から来た

あらくれおおかみによって、「うさぎの国」は再び支配される。繰り返される

侵略と戦争で「うさぎの国」は全てが破壊され、滅亡してしまったが、歳月
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が経ってうさぎは復活し、平和に暮らすようになるという物語であるが、こ

こで「うさぎとさる」に表れている侵略過程を見ることで、馬海松の植民地

支配における認識を窺うことができる。 

「うさぎの国」がさるに占領された後、さるはうさぎを弾圧し、うさぎを

さるにしようとする。「うさぎとさる」において、馬海松が最も批判的に書い

ているのは、さるによる侵略や支配ではなく、「うさぎをさるにする」行為で

あった。 

「うさぎの国」にさるが侵略してくる過程において、うさぎたちの反応は

抵抗も批判も見られず、家族全員が殺された父「シュシュ」が「一人で泣い

ている」ことが描かれているのみである。侵略に対する批判はうさぎたちで

はなく、さる「カカ」によってなされる。「カカ」は自分を助けてくれたうさ

ぎたちが虐殺されるのを見て、「あなたたちのうらみは、かならずはらします」

と誓い、「王さまざる」を殺す。その中で、うさぎたちはさるの兵隊によって

犠牲にされる様子や、耳を切って黒く色を染めることでさるにされる姿で表

されている。「うさぎの国」がさるの支配から逃れるようになるのは、のっそ

り牛とあらくれおおかみが現れたことによるものであり、侵略してきた「王

さまざる」に復習をしたのもさるによって行われたものである。うさぎたち

は侵略された時から支配から逃れるまで、自力ではない一つ行動を起こさな

かった受動的であり無気力な存在として現れているのである。 

そのように描かれているうさぎたちの中で、侵略と支配の過程を批判的に

見ている唯一の存在、年老いた「シュシュ」が発する「けしからんやつら

め！」という言葉は、さるにされて自分のアイデンティティを失ったうさぎ

に発せられており、また「さるは、この世でいちばんえらいけものである」

と言っているうさぎに向けられている。「この世でいちばんえらいけもの」と

いう言葉に「シュシュ」が怒る場面は、うさぎたちがのっそり牛とあらくれ

おおかみについて同じ言葉を言った際にも見られる。「この世でいちばんえら

いけもの」に対する批判は、民族を階層化する行為に対するものであると考

えられる。すなわち、うさぎはアイデンティティと民族の階層化に対しての

み、批判を見せているのである。 

以上に見られるように、馬海松が民族アイデンティティを守ろうとしたこ

とは明確であるが、それが帝国日本への抵抗の証明にはならない。言い換え

れば、朝鮮民族であることに対する自覚と民族アイデンティティを保持しよ

うとすることは、必ずしも帝国日本からの独立を望む「民族抵抗主義」と同

様のものであるとは言えないということである。馬海松にとっては、国家と

しての帝国日本とアイデンティティとしての朝鮮民族は、衝突しない概念で

あったのである。そして、それは「うさぎとさる」の内容変化を通じても現

れている。 

1931年に児童雑誌『オリニ』に連載童話として発表された「うさぎとさる」
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は、現在読まれている作品の原型になる単行本『うさぎとさる』（1947年）が

出版されるまで、幾度にわたり連載中止と再開を繰り返していたが、1945年

の終戦/朝鮮の独立を境界に、その内容に変化が見られる。 13その中で、植民

地期の馬海松における朝鮮に対する認識が窺えるところが「うさぎの国」の

「王」についての叙述である。 

 

うさぎの国には王というものがないので、「シシ」は「王とは何ですか」

と聞きました。そしたら「ターン」を担いださるは/「王は王だよ｣/とい

って目をいからして無理やり連れて行く。 14 

 

単行本には省略されているが、1930年代に発表された「うさぎとさる」に

は、「うさぎの国」には王という存在がないという叙述がある。「うさぎとさ

る」において、王は政治制度を、「ターン」は武力、すなわち軍隊を象徴して

いると解釈することができるが、王と「ターン」が「さるの国」にはあって、

「うさぎの国」にはないということは、「さるの国」は体制が整っている国家

として描かれており、「うさぎの国」はまだ制度化された国家としては成立で

きず、同じアイデンティティを共有する集団、すなわち民族として描かれて

いるといえる。このことから、当時の馬海松は国家体制と民族集団とを分け

て認識しており、朝鮮は国家としてのより民族としての意味が強かったと考

えられる。 

「うさぎとさる」において王は軍隊に命令する存在であり、王の命令を軍

隊が遂行するという過程が繰り返し現れている。その命令体制は体系化され

た国家の管理体制として機能しているが、1930年代の「うさぎとさる」には

「うさぎたちは心が美しく、平和に楽しく生きたがる動物なので、兵隊を作

る必要もなく、従ってうさぎたちは命令する王もなかった」 15という表現が登

場する。この文章から窺えるように、「うさぎの国」は「心が美しく、平和に

楽しく生きたがる」民衆の集まりであり、管理体制を持つ共同体としては成

立していないのである。つまり、「うさぎとさる」において、国家を象徴する

軍隊と王は、命令体制による強力な管理体制に置き換えられるものとして現

れており、朝鮮を象徴する「うさぎの国」は国家体制を持たずにアイデンテ

ィティによって表象される集団として現れているといえる。 

馬海松にとって、帝国日本は自らを取り囲んでいる国家体制であり、朝鮮

は自らのアイデンティティであった。馬海松にとって制度としての存在して

いた国家と個人のアイデンティティとしての民族性は両立可能な概念であっ

た。つまり、朝鮮はエスニック・アイデンティティとして位置づけられ、帝

国日本はナショナル・アイデンティティとして機能していたのである。馬海

松が植民地期に見せていた、帝国日本に同調していながらも、自分が朝鮮人

であることを強調していた動向も同様の脈略において理解できる。馬海松と
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「親日ナショナリズム」の異なりは、彼が国家体制の中で自らのアイデンテ

ィティを守る態勢を貫いていたことにある。 

李光洙は「私の告白」（1946年）で「日本に協力する（cooperate）ことは

朝鮮人の生命の代価（price for life）であった」と書いている。個人もし

くは民族の生存のためには強力な国家体制への編入が必要であり、その編入

の代価として民族アイデンティティの否定と放棄が要求されるが、それは最

終的に「民族のため」になるという「親日ナショナリズム」において、生存

の獲得はアイデンティティの喪失より重要な価値として認識されていた。言

い換えれば、生存こそが朝鮮民族の第一の問題であり、「清き」「強者」であ

る日本の一員になるというのは「陰険」な「弱者」である朝鮮民族のアイデ

ンティティを放棄することに繋がる。 

「親日ナショナリズム」が「親日」として批判されるのは、たとえ生存の

ためであるとはいえ、朝鮮半島において絶対的な価値として見做される民族

を否定する結果になったからである。朝鮮における民族主義者が切実に望ん

でいた「朝鮮人・朝鮮民族として生きていく」という問題は、民族の生存が

民族アイデンティティの否定と放棄から始まる「親日ナショナリズム」の方

式では、そのアイデンティティを失ってしまい、成し遂げることができなか

った。また、エスニック・アイデンティティとナショナル・アイデンティテ

ィが分離されていた馬海松は、民族アイデンティティを保持することはでき

たが、そうするためには帝国日本という国家体制を認めなければいけなかっ

た。民族主義と「親日ナショナリズム」、そして馬海松における、生存・民

族・国家をめぐる問題は「親/反」の論理だけでは説明しきれない。そこで、

生存と国家を考えるもう一つの視座を提示したい。それは敵の存在である。 

 

 

4、生存への脅威における二つの位相―「想像された脅威」と「実行された脅

威」 

金杭
キムハン

は、国家の形成過程をセキュリティの観点から捉え、国家は個人の

「敵対関係」から発生する生存への脅威から逃れるために形成されるもので

あり、生存が脅かされる可能性が想定された時、人間は自分の安全を「計算」

し、安全が保障される「国家の民」になろうとするのであると指摘している。
16この言及は、生存の問題と国民になること――ナショナル・アイデンティテ

ィを自覚すること――の相関関係についての重要な指摘だと考えられるが、

指摘の中で生命への危機をもたらす非常状態として取りあげられているのが

空襲である。 

空襲は、金杭の論の中で、生存に関わる危機状態を想定させることで人間

を「生命と生活の安全」が保障される「国民の民」に赴かせるモメントであ

る同時に、「人間の作り出した全ての掟」が取り払われることによって、人間
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を「絶対孤独の、一つの動く肉塊に」する出来事であると捉えられているが、

この空襲における二つの様相は、金聖珉の『緑旗聯盟』と坂口安吾の「白痴」

を通じて説明されている。日本軍になろうとする朝鮮人青年が、反対する父

に空襲による被害の可能性を想定させたことで、「言葉や観念の上ではなく、

己の生を担保として日本人たることを確認」 17して戦争への協力に赴く『緑旗

聯盟』の朝鮮人一家において、空襲は「潜在性（potentiality）」として存在

する。一方、空襲によって世の中に存在する全ての掟と関係性が喪失されて、

人間は豚と識別不可能の肉塊――「豚―人間」――になる「白痴」において

の空襲は、「実際性（actuality）」として現れている。 

金杭は、生存への脅威状況における国家と人間の相関関係について、『緑旗

聯盟』と「白痴」に現れている空襲を糸口にして考察しているが、その考察

過程において、国家と人間を帝国主義や他のイデオロギーから意図的に隔離

して普遍的な国家と人間の概念に還元している。しかし、考察対象を植民地

時代における生存への脅威と国家と人間の関係に限定するとしたら、「外地」

と「内地」という枠組み、すなわち宗主国と植民地――包摂する側と包摂さ

れる側――の関係は、脅威の「潜在性」と「実際性」に付随する問題と深く

関わってくる。 

『緑旗聯盟』と「白痴」における空襲は、「外地」において可能性として存

在した空襲と「内地」において実行された空襲という対比を見せている。米

軍による空襲の影響が比較的に少なかった朝鮮半島において、 18空襲はあくま

でも想像された脅威であったため、日本に襲いかかった空襲が見せてくれた、

全てが破壊された「絶対孤独」の風景は経験できなかったのである。ここで

は、「潜在性」と「実際性」という異なる属性を持っている空襲または生存へ

の脅威を各々「想像された脅威」と「実行された脅威」と呼ぶことにする。 

「想像された脅威」が「外地」に現れ、「実行された脅威」が「内地」に見

られるということは、単に敵の攻撃が「内地」に集中されていたことを意味

しているのではない。ここでの「外地」と「内地」の区分は、地理学的な地

域の問題ではなく、国家と民族とを関係づけて解釈しなければいけない。す

なわち、「想像された脅威」によって国民になること――国家体制に入ること

――を果たす「外地」は、国家制度の辺境に位置せざるを得ない植民地の民

族を意味し、「内地」は戦時下において国民/非国民の論理を厳しく問われ、

「国家の民」として振舞うしかなかった大和民族を意味する。「外地」におい

て空襲は国家制度への編入の端緒として捉えることができるが、「内地」にお

いて、空襲は全てが破壊された廃墟を作り出し、その廃墟で「国家の民」は

「帝国日本」が蓄積してきたもの――戦争やイデオロギー、国家体制――か

ら解放されるのである。 

戦後の日本において、空襲の風景を描いた作品は「白痴」以外にも多く見

られるが、その中の一つが由起しげ子の「告別」（『文學界』1951年3月）であ
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る。戦後に発表された他の作品が空襲の体験を中心的に描かれているのに対

して、「告別」には爆撃の直接的な描写は登場せず、東京から実家がある福岡

までの旅程を通じて、空襲によって廃墟になった戦争末期の日本を描いてい

る。空襲は鉄道で表象されている近代国家日本の根幹を破壊してしまうが、

その危機状態を人々は協力することで乗り越えようとする。空襲によって人

間の関係性までが解き放たれた「白痴」における廃墟とは異なって、「告別」

の廃墟には「この国」の人々の連帯が残っているのである。また、産院に入

った姉によって予感される新たな生命は、父の死と入れ替わるような形で

「この国」の復活の兆しをほのめかしている。 

「告別」における出産のような明確な復活のイメージは見当たらなくても、

空襲によって社会の中で生きていた人間が「絶対孤独」状態に置かれて一つ

の肉塊、「豚―人間」になってしまう「白痴」にも、「世間の掟」で代弁され

る社会の不条理から解放された自然状態に戻ったことによる人間の未来への

展望が窺える。その展望は、空襲を「偉大な破壊」としながら、戦後の廃墟

の中で「生きよ堕ちよ」と訴える「堕落論」と照らし合わせることで、より

鮮明に見えてくる。 

復活の道を、人間との関係性から見出すのか、それとも「絶対孤独」の中

で見出すのか、その方法は異なっても、「実行された脅威」は過去を取り払っ

て未来に向かう転機として現れており、そこには「帝国日本」の影を消して

復活を試みる戦後日本の姿が映し出されているのである。  

話を馬海松に戻してみよう。馬海松は、「外地」の人でありながら、「内地」

で空襲を経験している。馬海松は東京で空襲後に「栄えていた銀座の街は火

の海になり、日本橋・京橋の真ん中の電信柱に、あるいは壁に上半身・下半

身が別々に弾かれて血塊になっているのを見た」ことを書いている。 19「実行

された脅威」の経験を持っていた馬海松が戦後に書いた「うさぎとさる」に

は、戦争によって廃墟になった風景が次のように描き出されている。 

 

見わたすかぎりの荒野に、のっそり牛とあらくれおおかみ、それにうさ

ぎたちの屍が山のようにかさなりあい、はてしなく横たわっていた。/天

は、これをけがらわしく思ったのか、幾日ものあいだ雪をふらせて、白く

おおってしまった。…(中略)…月のなかで、うすをついていたうさぎは、

地上を見おろした。/さっと杵をおいて、いまにも地上にとびおりてくる

かのようだった。/そのときだ。/雪野原の、つもった雪のうえに、小さな

うさぎが一ぴき、両耳をぴんと立てて、すっとはいだしてきた。 20 

 

「うさぎの国」は戦争によって全てが破壊され、戦争をしたのっそり牛と

あらくれおおかみ、そしてうさぎまでが全滅する。何一つ残らなかった野原

は「天」によって雪で覆われたが、ある日、「雪野原」に「月」から降りてき



150 

たうさぎが現れて、その後、うさぎたちは末永く幸せに暮らしたというのが

「うさぎとさる」の結末になっている。 

この結末において、廃墟は全てのものがなくなることによって全ての葛藤

もなくなる場所、言い換えれば、あらゆる葛藤に終止符を打つ解決方法とし

て位置付けられている。しかし、廃墟から復活の兆しが見えてくる日本の戦

後小説と異なる点は、「うさぎとさる」に現れている廃墟からは復活の兆しを

見出すことはできず、白い雪に覆われて浄化され、「雪野原」に再生された上

で、その復活が描かれているということである。この廃墟から再生と復活に

至る過程において、主体となっているのは超越的な存在である「天」と「月」

であり、現実世界の存在は復活を与えられる客体に過ぎない。日本で廃墟を

目撃した馬海松において、現実世界における復活が見られないのは、彼が日

本で経験した「実行された脅威」は、「内地」の「国家の民」が国家体制から

解放される経験としての「実行された脅威」とは異なっていたことを証明す

る。 

 

 

5、韓国におけるナショナリズムの完成―朝鮮戦争を視座に 

植民地期には帝国日本の一員としての自覚と同時に朝鮮民族としてのアイ

デンティティも保持していた馬海松に、強力なナショナリズムが現れるよう

になったのは朝鮮戦争期であった。そのナショナリズムの強化は、朝鮮の独

立によってエスニック・アイデンティティとナショナル・アイデンティティ

が同一化したからではなく、朝鮮戦争の過程において強力な敵を認識した反

作用として起きた。 

太平洋戦争で馬海松が感じ取った危機といえば、仲間が戦争に連れて行か

れるということと空襲であろう。それらの脅威と朝鮮戦争における脅威を比

較してみると、まず戦争に参加するということは生命への脅威というよりは、

国民としての義務に近いものであろう。空襲はその標的が個人になることは

ない。しかし、北朝鮮の脅威は明確に馬海松個人と周囲の人々を目標として

定めていた。それによって、生命への危機は増大していく。 

 

李
イ

承
スン

晩
マン

や金
キム

九
グ

に見られる反共主義は、共産主義が「ソ連を祖国と呼ぶ」

ことや「外国から輸入された思想」であることから、民族の思想としては

否定されるべきであり、排除されるべきだと主張するものであった。/李

承晩と金九の認識から窺えるように、すでに共産主義陣営における1928年

の12月テーゼの発表以降、民族に対する階級の優位を強調する態度が問題

となり、民族主義陣営から「反民族」のレッテルが貼られた状態であった。
21 
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上の引用を見ると、当時アメリカに支援を受けていた資本主義陣営にとっ

ても、また朝鮮半島において一つの統一国家を建設しようとしていた民族主

義陣営にとっても、共産主義に反対する理由は同じであったことが分かる。

その理由は、共産主義が外国から来た思想であること、そして朝鮮を祖国と

しない上で、民族より階級を優先したことである。植民地支配の下で育まれ

た朝鮮人の民族意識は、民族こそが全ての価値判断において最も重要視され

るべきものであり、何よりも神々しいものとしていたが、共産主義はその絶

対的な民族の価値を否定するものであった。しかし、そのようなイデオロギ

ー対立の中で中立的な立場を保持していた馬海松にとって、共産主義の理念

や思想は問題にならなかった。 

馬海松は、日本滞在中、多くのプロレタリア作家と交流したが、その中で

も藤沢桓夫とは同じサナトリウムに入院したこともあって深く交流を持って

おり、藤沢が1931年3月の『改造』に発表した短編小説「芽」に、発表される

前の「うさぎとさる」を挿話という形で作品の中に入れるほどの仲であった。

「うさぎとさる」はプロレタリア小説に挿入されて、日本の植民地政策を批

判する役割を任せられたが、後に「うさぎとさる」の創作過程について書い

た文章で、馬海松は藤沢桓夫が「戦旗派左翼作家」であることに触れながら

も、共産主義に対する拒否感は全く示していない。終戦後の馬海松における

ナショナリズムの形成は、イデオロギーや価値判断の対立によってではなく、

強力な「実行された脅威」によるものであった。 

植民地時代から左派・右派に関係なく朝鮮の人たちを経済的に支援し、朝

鮮独立後も左右対立が激しかった中でどちらにも参加せず、中立の立場を堅

持しようとした馬海松は、米ソによる信託統治と朝鮮戦争を経験する過程の

中で、敵による生存への脅威に直面するようになるが、その過程において馬

海松の国家観が形成され、強力なナショナリズムに発展していったといえる。 

 

世界はかえってその不潔な韓人が世界で最も先進している民族であり、

国家という事実に気づくべきである。/一つ、韓人は世界人類が必ず一度

は経験すべきである対共産帝国主義決戦を先に経験し、その決戦において

すでに百万以上の人口を犠牲にした。/二つ、韓国戦線は国連を通じて世

界民主国家群の結束を堅くする契機を作った。/三つ、――これはより大

きい問題である。――韓国は所謂中間派という存在をきれいに粛清した。

それは韓国が手を下して行ったことではない。朝鮮戦争がそれを行ったの

である。…（中略）…自由主義者だに、文化主義者だに、中間派だに、彼

らがよい暮らしができる共産帝国主義国家ではないということを、一番先

に集団的に悟った民族が韓人である。/大韓民国が精神的に、思想的に、

世界のどの国より先進しているという事実がここにある。 22 
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馬海松が朝鮮戦争の最中である1951年に発表したこの文章は、彼が朝鮮戦

争を通じて敵を認識するようになり、その認識が国家に対する強い肯定に繋

がったことを如実に語っている。馬海松の「先進している韓国」という主張

に内包されているものは、イデオロギーの対立ではなく、敵を排除すること

による団結の論理であり、その排除と団結の論理は、イデオロギー対立の間

に挟まれていた中間派までをも認めない強力なものであった。朝鮮半島を支

配していた排除の団結の論理は、韓国側からも北朝鮮側からも見られるもの

であったが、馬海松は韓国における排除と団結を先進している証拠として挙

げながらも、北朝鮮によるそれは批判的に捉えるという矛盾を見せている。 

韓国を「精神的に、思想的に、世界のどこの国より先進している」として

いる馬海松の主張を見てみると、その根拠になっているのは「彼らがよい暮

らしができる共産帝国主義国家ではない」ということである。一見、その批

判は北朝鮮側の体制への批判にも聞こえるが、ここで注目すべきことは、対

象になっている「彼ら」がどんな人々を指しているのかである。 

 

大韓民国にも協力せず、共産集団にも協力せずにいた文化人を真先に処

理した。/6・28にソウルに入ってきた彼らは、7月4日からそれを始めた。

/拉致、行方不明、残酷な刑罰でもてなした。/怜悧な文化人たちが自分の

愚かさに気づいたのが7月4日であった。/急いで逃亡したり身を隠したり

した。/生きられるところに寄り集まった。/殺そうとする集団に敵対する

ために大韓民国に集まり、固く団結した。 23 

 

同じ文章の後半には、いわゆる中間派の文化人たちが北朝鮮によってどれ

ほど過酷な待遇を受けていたかについて述べられている。馬海松が日本滞在

期に経験した、空襲による「実行された脅威」において、その標的を一個人

または戦争と関係ない特定集団に定めるということは考え難い。その脅威は、

対象がある国家の国民であることまたは特定地域に住んでいることを条件と

しているからである。しかし、馬海松が朝鮮戦争期に経験した「実行された

脅威」は北朝鮮が「大韓民国にも協力せず、共産集団にも協力せずにいた文

化人を真先に処理した」のである。前述した文章に出てくる「自由主義者だ

に、文化主義者だに、中間派だに」という言葉は、朝鮮戦争以前の馬海松自

身を指す言葉である。独立した朝鮮で、イデオロギー対立に巻き込まれまい

として中間派の立場を保持していた馬海松は、北朝鮮から敵と見做されて生

存を脅かされることで「殺そうとする集団に敵対するために大韓民国に集ま

り、固く団結した」のである。 

馬海松における日本と朝鮮における「実行された脅威」の異なりは敵の存

在の認識にから発生する。馬海松はエッセイ集『美しい夜明け』で、最初に

日本で空襲を経験した時の状況を書いている。 
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ラジオは「B29 数十機が東京湾に向かって飛んできている」と叫んでい

た。急に非難する場所に困った。…（中略）…次が飯田橋まで来たら、そ

の次は僕の頭の上である大曲になるというのは絶対外れるわけがなかった。

/――南無阿弥陀仏！南無阿弥陀仏！南無阿弥陀仏！…（中略）…ボッケ

ヤ！ボッケヤ！ボッケヤ……/妻の名前を呼んだ。お前を置いて僕は行く

というさようならの挨拶ではなかった。お前の力で僕を助けてくれという

哀願だったのである。…（中略）…あの日の事を思い出すとこっそりと笑

みがこぼれることもあった。 24 

 

この文章には空襲によって生命の危機を感じる姿が描写されているが、し

かし、その経験の中には敵に対する認識が見られない。B29という具体的な存

在が想定されているにもかかわらず、それに対する敵対心などは全く見られ

ていない。むしろ、この経験は妻との思い出話として語られるほどであり、

敵による「実行された脅威」としては認識していない。空襲が絶体絶命の危

機をもたらすものであるとしても、敵を認識する行為が先行しなければ「実

行された脅威」として成立しないのである。 

太平洋戦争期の日本における空襲は米軍のB29によるものであったが、しか

しその背後には戦争を起こし、「国家の民」を戦争に出向かせた日本政府があ

る。その強制させられた戦争状況と生命への脅威の中で、人たちの中には敵

の存在をアメリカの背後にある日本政府として認識している人も存在してい

た。吉行淳之介の『焔の中』（新潮社、1956年）の主人公「僕」は、1945年8

月15日に大学の講堂に集めさせられて戦争が終わったと告げる天皇の声を聞

いて「溢れるほどの嬉しさ」を感じる。敗戦が「僕」にとっては自分に死を

強制していた敵――軍人や軍国主義者――の負けとして描かれているのであ

る。太平洋戦争において攻撃の主体がアメリカであることは明らかであるが、

『焔の中』に見られるように、戦争状態における敵の存在を如何に定めるか

という問題は複雑な様相を見せている。 

前述した「白痴」と「告別」に現れている「実行された脅威」における解

放とは、敵からの解放でもあるが、より重点が置かれているのは国家からそ

して戦争状態からの解放という側面である。戦後日本において戦後民主主義

が始まり、国家主義への批判と反省が広まる動向は、上に見られるような戦

争期における敵に対する認識をめぐる交錯とも無関係ではない。 

日本滞在期の馬海松にとって、このような敵を日本として認識するという

動きは見られない。彼は1945年の1月に日本を離れることになるが、その時期

はまだ大空襲と呼ばれる、日本列島を廃墟に導いた強力な脅威は見られない

時期である。また馬海松が書いた従軍記（『戦塵と人生』興国研文協会、1953

年）を見ると、太平洋戦争における日本の総力戦体制を見習うべきと書いて

おり、日本の軍国主義に対して全く無批判的であったことが窺える。それは
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朝鮮戦争によって想起された強力な敵の存在を認識することと相俟って、馬

海松における国家主義を発動させる。北朝鮮によって「実行された脅威」が、

中間派としての馬海松に生きるために国家へ帰属することを促したのである。

北朝鮮という敵に排除される過程の中で大韓民国の一員になることを決心し

た馬海松は、自らの生命を脅かした排除の論理を内面化することで、より強

力な国家としての団結を試みるようになったのである。 

 

 

6、おわりに 

第8章では、敵と生存への脅威という観点から、馬海松における国家観の形

成過程を考察した。植民地期において、民族としての朝鮮と国家としての日

本という、二つのアイデンティティを保持していた馬海松は、朝鮮戦争を経

験しながら、大韓民国の国民になっていく。「大韓民国」という国家が形成さ

れる過程に立ち会っていた馬海松は、朝鮮戦争において敵を認識し、生存へ

の脅威から逃れるために国家への従属を希望したのである。そこで、朝鮮民

族と日本国民という馬海松の二つのアイデンティティは同一化されることな

く、新たなアイデンティティとして強力なナショナリズムを保持することに

なる。北朝鮮の開城に生まれた馬海松が、成長過程において培養されたエス

ニック・アイデンティティとナショナル・アイデンティティから脱皮し、よ

り強力なナショナル・アイデンティティを獲得していく過程、すなわち、大

韓民国の国民として自覚していく過程は、ナショナル・アイデンティティが、

血縁や出身地、成長環境を超越したところで、敵による脅威を認識すること

で成立することを証明する。  

第8章においては、敵による生命への脅威における二つの様相――「想像さ

れた脅威」と「実行された脅威」――をめぐって、人が国家に統合され、ま

た解放される過程を考察した。国家の外部にいる人が敵を想定することによ

って自ら国家へ帰属していくことを「想像された脅威」とすれば、「実行され

た脅威」は敵が姿を現したことで起きた破壊によって、国家の存在意味さえ

もなくなるものである。馬海松が日本で経験した空襲は敵に対する明確な認

識が見られないという点において「実行された脅威」ではなかった。馬海松

が「実行された脅威」に対面したのは、朝鮮戦争において北朝鮮を敵として

認識する過程があってからのことである。 

日本と韓国は、両方とも空襲による廃墟を経験した。しかし、その廃墟か

ら両国が見出した再生の道は異なっていた。日本がアメリカによる占領状態

に入るにつれて、戦争で対立した敵は見失われ、過去の敵が現在の安全を保

障してくれる交錯状態に陥ってしまった。その混乱状態の中で、日本の戦後

文学は、戦争における「実行された脅威」の経験を過去と断絶した未来に導

くモメントとして描いた。しかし、韓国においては、「実行された脅威」の後
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にも「想像された脅威」から解放できず、生存するために排除と団結の論理

による強い国家主義を保持しなければいけなかった。そのような状況の中で

「親日/反日」のイデオロギー対立は現在まで激化してきたのである。現在に

おいて馬海松に対する正当な評価――良くも悪くも――を抑圧している「新

日/反日」をめぐる論争が、かつて彼が自らを守るために行使した排除と団結

の論理によるものであるということはアイロニーである。 

 

 

                                           

1 馬海松は留学のために、1921年に最初の渡日し、同年の夏に朝鮮に一時帰国

をした際に、東京での人妻との恋愛事件が知られ、東京に帰れなくなる。そ

の後、1924年に再び渡日をするが、ここではその2回目の渡日を馬海松の日本

滞在の始まりとする。 
2 代表的なものには、川村湊の「馬海松と『モダン日本』」（『文学史を読みか

える(2)「大衆」の登場』インパクト出版会、1998年）や盛合尊至の「馬海松

と『モダン日本』——戦前日本における朝鮮文化の紹介——」（『国際文化研究』、

1998年12月）などがある。 
3 代表的なものとしては、馬海松の童話における構造と、童話に見られる抵抗

意識を中心としたハン・ヨンの『馬海松童話研究』（韓国学術情報、2005年）

や、空間設定を詳しく分析しているキム・ヨンフンの『馬海松童話の主題研

究』（ジョンイン出版社、2009年）などがある。また、馬海松の童話に見られ

るイデオロギーに注目して研究を重ねてきた研究者としてはキム・サンウッ

ク（「イデオロギー的偏見と現実主義的方法の衝突―馬海松の「アングリケ」

を中心に―」（『オリニ文学』2004年6月）、「児童文学のイデオロギー的可能性

―馬海松論―」（『チャンビオリニ』2005年3月））が挙げられる。 
4 このようなウォン・ゾンチャンの批判に対して、馬海松の息子であるマ・ゾ

ンギは「児童文学批評界と童話「うさぎとさる」―誕生100周年文学人記念文

学祭参観記―」（『児童文学評論』2005年12月）の中で、ウォン・ゾンチャン

の論理展開が盛合尊至の論文一つによって構成されている点と、馬海松にお

ける事実関係に誤りがある点を挙げて反論し、痛烈に批判している。 
5 馬海松に関する多くの研究が、彼の「岩ナリと赤ちゃん星」を韓国最初の現

代創作童話として言及しているが、その創作年代と発表時期が充分に証明さ

れていないことから、そのことに疑問を提起する論文も現れた。詳しくはウ

ォン・ゾンチャン「間違った児童文学史年表――「岩ナリと赤ちゃん星」の

書誌事項を中心に」（『児童青少年文学研究』2008年6月）を参照すること。 
6 「今月の文化人物」とは、韓国の文化と歴史を広報するために、韓国政府機

関である「文化部（1990年当時。その後、幾度に渡り部署の名称に変化あり）」

が、様々な分野から毎月一人の人物を選定してその業績を宣伝した企画であ
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る。1990年7月～2005年12月。 
7 マ・ゾンギ『父、馬海松』正宇社、2005年 
8 馬海松は朝鮮式の名前にこだわり、本名の湘(サン)圭(ギュ)の代わりに「朝

鮮の松」を意味する海松という名前で活動し、読み方においても「「馬」とい

う字を日本の音で「マー」と読む場合はない」ので、周りの日本人に「マー」

と呼ぶように伝えたことを書いている（「命名」『故郷山水』凡友社、1977年）。

その他にも名前の朝鮮語読みにこだわっていた逸話が『父、馬海松』（正宇社、

2005年）や関係者の証言などにより、多数紹介されている。 
9 馬海松「雑記」『モダン日本 朝鮮版』1940年8月 
10 『モダン日本 朝鮮版』において、主流の大衆娯楽雑誌が植民地朝鮮を本

格的に紹介したという功績は認められるものの、日本の植民地政策のプロパ

ガンダとしての役割を果たしていたことについては、第5章で考察を行った。 
11 朴外仙「母の文章」『父、馬海松』、前掲書 
12 池島信平「日本を離れて想うこと――雑誌編集者の哀歓 その四――」『中

央公論』1958年7月 
13 「うさぎとさる」の創作過程について詳述しておく。1931年8月の『オリニ』

に第1章が発表されたが、連載は中止になる。その後、1933年1月から2月にわ

たって、同じく『オリニ』において連載が再開し、その掲載分が『海松童話

集』に収録された。『海松童話集』の「うさぎとさる」には「やむを得ない事

情により未完」と付記されているが、連載が再開されるのは、終戦/朝鮮の独

立の後になる。1946年1月、『自由新聞』ですでに発表された「うさぎとさる」

を再収録した上でその続きが連載され、「うさぎとさる」の前編が完成し、12

月には単行本として出版される。引き続き、『自由新聞』にて1947年1月、「う

さぎとさる」の後編を発表し、5月に前・後編を合わせて出版された単行本が、

今日における「うさぎとさる」の完成型になったのである。 
14 『海松童話集』開闢社、1934年 
15 上掲書 
16 『帝国日本の閾――生と死のはざまに見る』岩波書店、2010年 
17 上掲書 
18 ここで言及している空襲はアジア・太平洋戦争期に行われたものに限定す

る。朝鮮半島における米軍の空襲について付記しておくと、1944年7月8日に

済州島の西南から東方面に向かって米軍機が飛行していると発表されたのが

「朝鮮来襲」の最初の公式発表と見られ（シン・ジュベック「『竹林はるか遠

く―日本人少女ヨーコの戦争体験記』についての真実」『黄海文化』2007年6

月）、その後、朝鮮半島においても空襲が行われるようになったが、新聞の報

道を見る限り、地上での被害はあまり大きくなかったと思われる。朝鮮の新

聞である『毎日申報』に1945年6月29日、「半島の爆撃も必至」という題目の



157 

                                                                                                                            

記事として「ある地点に敵が上陸したとか、ある都市が爆撃されたとかいっ

て、これまで新聞と「ラヂオ」で耳が痛くなるぐらい聞いてきた、隣の話の

ようだった戦争の現実が、今はまさに我が村・我が家・我が身の上に実現さ

れるのである」と書かれているが、これを見ても終戦直前まで空襲は朝鮮半

島において大きな被害は与えていなかったと推測できる。ただし、朝鮮半島

全域における被害は少なかったとしても、軍事施設が集中していた済州島や

南部地域においては、施設への攻撃による民間人の被害も報告されている。

朝鮮の民間人が犠牲になった空襲としては、関東軍と軍事物資が入ってきた

和順港におけるB29と潜水艦による攻撃(1944年)や、太平洋戦争の防御基地で

あった済州島翰林港の武器庫への爆撃（1945年7月）などがあり、また、民間

人に直接的に行われた空襲としては、1945年5月、木浦行きの乗客船である晃

和丸が攻撃され済州島民数百人が犠牲になったのが代表的な事例である。（ホ

ン・キドン「江汀に本で「平和バリケード」を作ろう」『プレシアン』2013年

2月26日） 
19 「菊池寛と私」『戦塵と人生』興国研文協会、1953年 
20 「うさぎとさる」『コリア児童文学選第1巻 ちっちゃなオギ』 素人社、19

90年 
21 ナム・キジョン「冷戦イデオロギーの構造化とナショナルアイデンティテ

ィ形成の相関関係：日韓比較」『韓国文化』2008年6月 
22 馬海松「韓国は先進した」『戦塵と人生』興国研文協会、1953年（初出：

『教育月報』1951年） 
23 上掲書 
24 馬海松『美しい夜明け』文学と知性社、2000年(初刊は民衆書館から1961年

に出版された。) 
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1、空間・メディア・植民地から読み取れる1930年代のモダニズム 

本論文では、1930年代における都市空間とメディア、植民地を軸にして、

日本のモダニズムについて考察を行った。日本の1930年代は、「昭和モダニズ

ム」に代表される消費と享楽を中心とした風潮が最盛期に達した前半期と世

界を相手にする戦争に向かおうとしてファシズムが激化していった後半期に

断絶された形で認識されてきたが、本論文は1930年代という時代が如何に捉

えられるかを明らかにすることを目的とした。また、そのような断絶の中で

風俗的な流行という側面のみが強調されて語られてきた 1930年代前半を象徴

するモダン文化及びモダニズムを再評価することをも試みた。 

日本のモダニズム文学に現れている都市空間表象を中心にして考察した第1

部では、東京が近代都市として最も注目を浴びていた「帝都復興」の前後か

ら、モダン都市東京を描く文学者たちが激減する1930年代半ば頃までを視野

に入れたものである。考察の対象になる時期をそのように設定したのは、考

察の目的がモダニズムを通じてモダン及び都市文化の実在を窺おうとするこ

とではなく、1930年代前半から後半に移りゆく過程を追究することにあった

ためである。そして、第2部と第3部においても、第1部と同様にモダニズムの

絶頂期から退潮までを視野に入れて考察を行った。  

「帝都復興際」が行われた1930年に刊行された『モダンTOKIO円舞曲』は世

界の各大都市をテーマにしている『世界大都会ジャズ文学』の第1巻として企

画されたものであるが、その企画は震災後の「帝都復興」を宣言するもので

あるのみならず、世界の中に日本を位置づけようとした試みでもあったとい

えよう。しかし、復興した帝都を讃美しているように思われた『モダンTOKIO

円舞曲』の中には、享楽的な都市文化が描かれていると同時に、機械文明・

都市文明に対する批判も現れていた。第1章の考察で明らかになったことは次

の2点である。一つは、浅草から銀座・新宿へ文化の中心が移動したことが、

大衆が「見る行為」に代表される受動的な享受者から、「体験」を起こす主体

に変化したことを示唆しているということであり、もう一つは、これまでビ

ジネスの中心として語られてきた丸の内を1930年代の東京の中心として再評

価することができたことである。 

モダンの真髄を指す言葉が、西洋的なものを意味する「ハイカラ」から、

新しさを意味する「尖端」に変わった1930年代において、上述したような大

衆の有様の変化は、モダン文化を生成する主体が文化を牽引してきた文人及

び芸術家から大衆に変わったことの象徴的な現れであるといえる。大衆がモ

ダン文化の主体になるにつれて、文学者たちがモダン文化から離れる傾向が

強く見られる。そのような動向の一つとしていえるのが、第2章で考察した堀

辰雄文学における「東京離れ」である。 

第2章では、「聖家族」の前後において異なる様相を見せている堀辰雄の文

学について、東京を中心としてモダン文化に即したものを書いた初期作品か
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ら、「聖家族」以降の死と生の間に揺らぐ愛を描いた、いわゆる「軽井沢文学」

への移行過程を、「東京離れ」と「第 3の空間」の発見という観点から考察し

た。初期作品と「軽井沢文学」との間に明らかな隔たりが存在する中で、堀

辰雄文学が一般に後者を意味するようになったのは、初期作品に対する作家

自身の否定的な認識に起因すると考えられる。堀辰雄に「東京離れ」を決心

させたのは、衰退した浅草の表象などを通じて表されているアメリカニズム

に支配された都市の物質文明に対する批判だけではない。第1章と照らし合わ

せて考えると、芸術的志向の現れであったモダンが享楽化・大衆化していく

ことに対する懐疑も、堀辰雄の転向に深く関わっているのである。ここに見

られる大衆主体のモダンに対する否定的な認識は、「新興芸術派倶楽部」結成

当時に名前を挙げるも間もなくして離脱していった文学者たち――代表的に

は川端康成や小林秀雄など――に共通して現れるものであり、現在まで続い

ている世俗的な流行という1930年代のモダンにおける評価にも影響している

といえる。 

第1部全体を通して1930年代のモダニズム文学について見えてくるのは、19

20年代から30年代までにおけるモダン文化の意味変化には大衆の主体化が遂

行されていたということである。そして文化の主体として台頭された大衆の

存在が文学・芸術志向のモダニズムと1930年代のモダン文化の断絶を生じさ

せた一つの原因として浮き彫りになってくると考えられる。 

このような状況の中で、大衆が主体となったモダン文化の拡張の一助とな

ったのが「モダン」系雑誌、とりわけ『モダン日本』である。第 2部では、

『モダン日本』を中心にして、「モダン」系雑誌が如何に読者層を作り上げ、

また読者に如何なる働きかけを見せていたかを、読者戦略と女性文学者の位

置づけ、そして戦時下における編集体制を通じて考察した。第 3章では、「モ

ダン」系雑誌の代表格であり、最も大きな影響力を行使していた『モダン日

本』の根底には読者の行動を誘導する方針が存在していたことを明らかにし

た。他の「モダン」系雑誌が都市文化を中心としたモダンを読者に伝えよう

としたならば、『モダン日本』はブラント化された雑誌の商業化と、読者の組

織化を通じて一つの文化圏として機能することで、雑誌内容におけるモダン

より読者が行動を通じて経験できるというモダンの形態を確立したのである。  

第4章においては、『モダン日本』をはじめとする「モダン」系雑誌に現れ

ている1930年代の女性像と女性文学者の位置づけについて考察を行った。自

立的で進取的な女性を意味したモダンガールという概念は、1930年代の大衆

的なモダンが流行すると共に、「ロマンティック・ラブ・イデオロギー」と結

合して女性の欲望を刺激する様子を見せるようになる。そしてこの「ロマン

ティック・ラブ・イデオロギー」は、「モダン」系雑誌における女性文学者た

ちを分析するに重要なキーワードとして現れてくる。女性文学者たちが「モ

ダン」系雑誌に登場する頻度の多さと、掲載されている作品の少なさが見せ
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る克明な対比は、女性文学者が「モダン」系雑誌において、その作品によっ

て消費されるのではなく、「文学者」という女性の一類型として消費されてい

たことを明らかにしている。「モダン」系雑誌の中に見られる女性文学者たち

が描く作品は主に「ロマンティック・ラブ・イデオロギー」に依拠している

ものが多いといえるが、特にそのような動向は銃後の女性を描く作品におい

て明確に現れている。「ロマンティック・ラブ・イデオロギー」という女性の

欲望を刺激する装置を通じてモダンガールと銃後の女性は繋がっており、そ

れを導き出す役割を女性文学者が果たしていたのである。 

『モダン日本』は消費から文化生活、旅行、競馬などに至るまで、様々な

方面において読者に行動するよう促していたことが第3章の考察によって明ら

かになったが、そのような体制は戦時下においても貫かれていた。第5章で考

察しているように、『モダン日本』は見えない戦地を可視化し、戦地にいる兵

士たちの存在を浮き彫りにする方法で戦地への慰問を奨励し、また銃後にお

ける女性の役割を強調することで、読者に戦争を支える存在として振舞うよ

う促していたのである。戦時下の『モダン日本』は、戦争を支援する体制と

共に、日本の植民地政策に動員されていた。『モダン日本』の臨時増刊号であ

る『モダン日本 朝鮮版』が朝鮮を知らせたいという編集長馬海松の意図の

基で企画され、朝鮮について詳しく紹介することで、1930年代後半から1940

年代初めの「朝鮮ブーム」に寄与した点は認められる。しかし、『モダン日本

 朝鮮版』が「内地」の国民に朝鮮を帝国日本の一員として承認するように

促すことを前提としており、近代的で自律的な朝鮮・朝鮮人像を浮かび上が

らせることで朝鮮における自発的な「内鮮一体」を強調していることによっ

て、日本の帝国主義に協力していたことは否定できないと考えられる。 

第2部において重点的に考察した『モダン日本』が、「モダン」系雑誌の中

において大衆雑誌として圧倒的に支持されたことには、読者に行動を促す仕

組みを成功的に作り上げたという点を挙げることができる。しかも、モダン

を構築したその方法を保持したまま、ファシズムに方向転換したことは、モ

ダンからファシズムへの移行という観点から1930年代を捉えようとする際に

一つの視座を提供していると考えられる。また、第5章の考察からも窺えるよ

うに、1930年代の文化において帝国日本という枠組みの中で植民地が如何に

捉えられるかという問題は、日本から植民地への影響のみならず、「内地」で

繰り広げられた植民地のイメージ形成とその受容の仕方という側面において

も考慮されるべきであろう。 

しかし、本論文においては、そのような両方向性における宗主国と植民地

の影響関係形成に注目するより、1930年代の植民地におけるモダニズムにつ

いて、植民地青年の個人としての都市空間経験を中心に考察する目論見を立

てた。それは、モダン文化とモダニズムの形成において都市経験が欠かせな

いものであることと、朝鮮において、日本とりわけ東京が近代を象徴するも
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のであると同時に、植民地青年に近代に対する挫折と幻滅を味わわせた場所

であったということを念頭に置いたものであった。第3部では、植民地朝鮮の

青年における東京経験を中心に、植民地青年におけるモダニズムを浮かび上

がらせようとした。 

第6章では、日本のモダニズム文学と朝鮮のモダニズム文学における都市空

間の意味とその異なりについて究明するために、朴泰遠の「小説家仇甫氏の

一日」と堀辰雄の「不器用な天使」を遊歩者という観点から比較分析した。

「不器用な天使」の「私」が東京という都市空間を内面化して意識上の空間

として再構成しているのに対し、「仇甫」における京城は様々な境界が存在す

る空間として描かれている。遊歩という行為は都市空間の中で行われる自己

認識の行為としても解釈できるが、「私」は東京を完全な私的領域とした上で

自己認識を試みていた。一方、「仇甫」は東京と京城の間に存在する時間的・

意識的遅れを意味する「時差」によって生じた京城における様々な境界を克

服することができずに、京城という都市空間を私的領域として認識すること

にも、その中で自己を認識することにも失敗している。植民地青年の東京経

験に付随しているこの「時差」は、植民地が宗主国に抱いている憧憬と、そ

の裏にある自らの限界の自覚として現れている。  

第7章は、留学ではなく個人として東京を経験している二人の文学者、林和

と李箱を取り上げて、彼らの東京経験から植民地青年における東京の意味に

ついて考察したものである。林和と李箱の東京経験は、植民地青年が東京を

如何に認識したのかについて、対照的な様相を呈している。階級運動の場と

して東京を経験した林和は、時間が経つにつれて、東京を理念が実現する理

想化された空間として意識するようになる。それに比べ、近代への憧憬を抱

いて東京に向かった李箱は、東京の近代が模造に過ぎないということに気づ

くと同時に、機械文明化された都市に対する「幻滅」を感じる。林和と李箱

は、二人とも朝鮮で行き詰まりを感じ、理想を持って東京に向かったという

点においては共通しているが、二人は東京に対する認識は異なっている。 

その認識の異なりに関わってくるのが第 6章で考察した「時差」であるが、

「時差」は宗主国に対する植民地の遅れを意味するが、個人の経験を想定し

て説明すれば、植民地における原体験とその後に追行される宗主国での経験

が衝突することで感じる混乱や違和感を表す。林和の場合は、原体験から追

行された経験への移行が朝鮮で経験した思想における挫折を克服する方向で

進行されており、東京で追行された経験は思想的な発展をなすことや、階級

運動に専念することで位置づけられるといえる。すなわち、林和において、

原体験が無化された後に、東京での経験が進行されており、両者の衝突であ

る「時差」は現れなかったのである。しかし、李箱の場合は、原体験――京

城における遊歩者としての行動様式――を自分のアイデンティティとして保

持したまま、機械文明に支配されている東京を経験することによって、誰よ
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りも強く「時差」を感じ、それが「幻滅」に繋がっているのである。 

第8章で考察した馬海松の場合は、これまで見てきた朴泰遠や、林和、そし

て李箱の東京経験とは様相が異なっているといえる。 16歳で初めて渡日した

馬海松には、東京経験の中で京城との間に存在する「時差」を感じることが

できなかった。馬海松における都市空間やモダンについては、東京が原体験

として存在し、京城での経験が後を追うという、一般的な植民地青年とは順

序が逆転しているからである。そして、その逆転した原体験と追行された経

験との間に存在する「時差」は、馬海松においては、1945年に朝鮮に戻って

京城で生活を始めてから、朝鮮の後進国性を指摘することで現れるようにな

る。 

馬海松は、『モダン日本』の編集長時代にはモダン文化を牽引しながら自由

主義者として行動していたが、朝鮮に戻って以来、朝鮮戦争を経験すること

で強力な国家主義者の姿を見せるようになる。第8章では、馬海松におけるこ

のような変貌の裏には、「敵」と「生存への脅威」を認識する行為が現れてい

るということについて考察した。第3章、第5章、第8章に現れている馬海松の

行跡を繋げてみると、モダニズムからファシズムへ、そこからまた国家主義

者に変化するモダニストの姿が見えてくる。馬海松のこのような転身は 1930

年代における時代の変遷と同様の様相を見せているといえる。しかし、馬海

松が国家主義者になったのは1950年代の朝鮮戦争の時であり、ここにも日本

と朝鮮の間に存在する「時差」が見られるのである。 

馬海松は帝国日本を自分を取り巻いている国家体制として認めた上で国家

に協力していたが、それが国家主義には繋がらなかった。馬海松は強力な

「敵」を認識することによって、国家というものを単純な管理体制としてで

はなく、「敵」に対抗するという一つの精神的な志向を共有する共同体として

認識するようになり、そこから彼の国家主義が発現するのである。1930年代

後半から国家を強力な精神的共同体として認識し始める「内地」の人たちに

対し、「外地」の朝鮮青年たちが同様の意味で国家を捉えるようになるのは19

40年代後半の朝鮮半島においてイデオロギー対立が激化していく時期からで

あるといえる。すなわち、馬海松の転身に見られる「時差」は国家に対する

認識の遅れから生じているのである。 

第3部を通して窺えることは、植民地朝鮮の青年における東京経験は植民地

と宗主国の「時差」が密接に関わっているということである。植民地青年と

しての原体験は、李箱の遊歩者としてのアイデンティティがそうであるよう

に、必ずしも民族的アイデンティティなどのイデオロギーに関係するもので

はなかった。一個人が積んできた経験において見られる「時差」という隔た

りは、同時代に存在するも同時代を生きることはできなかった植民地と宗主

国の間隙である。その「時差」を経験した朝鮮の青年たちは、時間という物

理的に克服不可能な問題の前で、帝国の中での自らの位置と限界を確認する
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のである。 

 

 

2、1930年代を捉えるもう一つの視座―大衆から国民/臣民へ 

吉見俊哉は「昭和のモダニズムが日中戦争が本格化しても簡単には消えず、

三〇年代末まで日常として演じられ続けていたのなら、簡単に一方にモダニ

ズムを、他方にファシズムやマルクス主義を対置していくことができるので

あろうか」と問いかけて「大正文化や昭和のモダニズムを単純に明治の富国

強兵と昭和一〇年代のファシズムに挟まれた中間の時代として捉えることは

できない」と指摘している。 1本論文は、1930年代前半と後半が断絶されて認

識されてきたことを指摘し、1930年代を総合的に捉える視座としてモダニズ

ムを想定した上で考察を行った。本論文の考察結果から導き出される次のよ

うな結論が吉見俊哉が提起している問題に対する一つの答えになると考えら

れる。 

 これまで見てきた1930年代におけるモダニズムの動向は大衆という存在を

浮かび上がらせている。1920年代から1930年代への転換期において、行動す

る大衆、すなわち主体としての大衆という問題が浮上してきたということは、

第1章で考察した。菊地昌典は「対談 30年代の歴史と文学を考える――70年

代を視座として――」において、 2大衆がファシズムに「惹かれた、あるいは

積極的に支持した」ことを指摘している。菊池はファシズムの時代に大衆が

国家に誘導されたのではなくて、主体的に行動したことを指摘しているので

あるが、この大衆の主体化という概念が 1930年代前半と後半を繋ぐものにな

る。 

前近代から明治維新による近代化を経て、大正・昭和時代にモダン文化が

最盛期に至り、1930年代の後半からファシズムに傾倒していくという近代日

本における時代の変化を、民衆という存在から捉えると、百姓から大衆にな

り、大衆から国民/臣民になるという変遷過程が見出されるだろう。封建時代

の百姓は、明治以来、近代的な教育を受けた都市の新中間層によって主導さ

れた大正デモクラシーの中で、大衆としてその存在が確立され、昭和になっ

て行動する主体として台頭した。第 1章で考察したように、「行動性」として

特徴付けられる1930年代の大衆の主体性というのはモダニズムと都市空間の

中で育まれた。大衆が主体として確立される過程には、モダン文化によって

しきりに刺激された大衆の欲望とその発露として行動が起きるというメカニ

ズムがある。そこで大衆の欲望を形成するのに大きな役割を果たしたのがメ

ディアであるが、メディアによって形成された大衆の欲望は行動によって発

散されるようになる。たとえば、広告に触発された消費行為がそうであり、

本論文で考察した中では『モダン日本』の戦略による行動する読者の存在が

その例として挙げられる。 
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1930年代前半の自由なモダン文化の中で欲望の形成・発散過程によって成

立していた大衆は、1930年代後半における国家によって統制される社会にな

るにつれてその危機を迎える。抑圧された社会の中で欲望の発散が抑制され

た時、行き場を失った欲望を発散することができる唯一の突破口として国民

国家への賛同が位置づけられているのであり、大衆は国民に変身するのであ

る。 

1930年代後半におけるファシズムへの支持が大衆の欲望の発散であるとす

れば、その欲望は如何に形成されるのか。近代日本における民衆の変遷を

「百姓―大衆―国民/臣民」と説明したが、前近代の共同体生活から個人を見

出していく過程が百姓から大衆への移行に見られるとしたら、大衆から国民/

臣民への移行には個人から共同体への回帰が見出されるのである。ここで注

目に値するのは、ファシズムの根底にある国家共同体に対する欲望を刺激し

たのがほかならぬモダン文化の一角をなしていたスポーツであったというこ

とである。 

近代に入り、遊戯ではなく競技としてのスポーツが人気を博すことになっ

たが、日本においては大正末から団体競技におけるリーグ大会が組織され、

集団と集団が競争するという構図が、モダンな営為として設けられていた。

『モダンTOKIO円舞曲』の「スポオツの都市にて」に登場する大学野球は、19

25年に「東京六大学野球連盟」が結成されてリーグ戦を行ってから、1930年

代に入って多大なる人気を得ていたが、そのことは当時の「モダン」系雑誌

のスポーツ特集記事からも確認できる。「モダン」系雑誌には大学スポーツの

関する記事が数多く見られるが、その中でも大学野球や1920年から始まった

「東京箱根間往復大学駅伝競走」に注目が集められていた。スポーツに大学

というエリート集団の要素が加わり、大衆は大学スポーツを一種の文化的で

モダンな営為として享受したのである。そのような団体競技への関心が高ま

っていく時期に開かれた1932年のロサンゼルスオリンピックと1936年のベル

リンオリンピックは大きく注目されることになる。オリンピックは国家とい

う名の下に集結し、国家の勝利を喜ぶという国民としての所属意識と他国へ

の対抗意識を、大衆に与えた。オリンピックを通じて国家という共同体によ

る快感を味わった大衆は、国家を欲望する国民に転じる。その過程において、

メディアは実況中継と相次ぐ特集記事によって大衆の国家への欲望を煽って

いたのであり、「モダン」系雑誌においても国家は大衆にオリンピックという

近代的な祭典に参加する資格を与えるものとして大きく報じられた。また、1

930年から見受けられた世界の中に日本を位置づけようとする動きも、メディ

アのオリンピック報道によって可視化されていた。世界に拡張されていく日

本というイメージは、戦争に先立ってオリンピックを通じて大衆に伝わって

いたのである。 

1930年代前半における享楽的なモダンが1930年代後半の戦時下体制の中で、
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次第にその姿を消すようになった後にも、メディアは大衆の欲望を刺激し続

けた。戦時中において、女性文学者による作品、とりわけ銃後を描いた作品

が増えるようになり、その中に銃後というものが「お国のため」のみならず、

女性の「ロマンティック・ラブ・イデオロギー」に対する欲望を触発するこ

とで、女性に銃後の女性としての行動を促していたことも、同様の文脈で理

解できる。 

都市のモダン文化によって培養された大衆の行動様式はメディアの働きに

よって拡大され維持された。1930年代前半におけるモダニズムは、モダン都

市文化が弱まった戦時期においても大衆の行動様式として残存することにな

る。1940年代に入り、戦争の時代が始まった時、モダニズムの遺産である大

衆の主体性は戦争を支える強力な国民の体制として現れる。1930年代前半の

モダン文化が大衆を主体化したメカニズムと同様の作用によって1930年後半

のファシズムが形成されていくということは、1930年代のモダニズムが表層

的風俗であったのみならず、文化様式としても成立していたことを示唆して

いる。 

しかし、以上に見てきた日本における「百姓―大衆―国民/臣民」という民

衆の変遷過程の中で、忘却された存在がある。それは植民地の人たちである。

1910年に日本に合併された朝鮮は、朝鮮総督府の主導で急激な近代化を迎え

るようになる。朝鮮の近代化過程は意識的な面より物質的な面を中心に速い

速度で行われたが、支配によって実現された近代の中で朝鮮人たちは個人と

しての思考ができなかった。帝国に対抗するために、朝鮮の民衆は常に民族

共同体の中で自らを意識するしかなかったのである。しかし、1920年代後半

から1930年代初めに近代都市空間として生まれ変わった京城の出現はそのよ

うな意識に大きな変化をもたらす。1930年代の京城における都市文化は、人

たちに日本を近代そのものとして認識させ、モダンを享受する行為は日本の

ものを無批判的に受容して模倣することで現れた。1930年代の京城を中心に、

対抗すべき存在としての日本と模倣の存在としての日本という二つの像が共

存するようになったのである。 

大衆から国民/臣民への変化には個人から共同体への回帰があり、オリンピ

ックを通じて感じた国家の一員としての快感が、大衆を戦争を支える主体的

な国民に変化させる役割を果たしたことは上述した通りであるが、朝鮮民族

という共同体意識が個人としての意識を遥かに上回っていた朝鮮人にとって

は、個人から共同体への回帰という動きは見当たらない。また、民族的自意

識が強く残っていることで、オリンピックではベルリン大会の金メダリスト

である孫
ソン

基
キ

禎
ジョン

の勝利は、帝国日本の勝利ではなく、朝鮮民族の勝利として受

け入れられた。「内地」においては、国家の勝利という共通の目標の下に団結

した経験として位置づけられるオリンピックは、朝鮮においては「内地」に



167 

朝鮮の力を見せつけた、「内地」と「外地」の対立として現れている。 

朝鮮において、日本のようにモダニズムにおける大衆の行動様式によって

国民に移行していくという様相は見られない。その代わり、朝鮮人たちは生

存のために日本に同化し、帝国の「国家の民」になることを希望する。強い

国家共同体への欲望を抱いて主体的に行動する「内地」の国民と、身の安全

のために国家に帰属することを決心する「外地」の国民、1930年代後半の帝

国日本には二つの国民の類型が存在していたのである。 

本論文はモダニズムを通じて1930年代を捉えようとしたものである 。本論

文によって、1930年代前半における都市空間とメディアがモダニズムを形成

していたメカニズムから大衆の行動様式の特性が見出されたこと、またそれ

が1930年代後半のファシズムの時代に繋がっていくことが指摘できたことで、

1930年代の前半と後半の繋がりが導出された。また、植民地朝鮮におけるモ

ダニズムを論じる際に、植民地主義や帝国のイデオロギーに偏らない個人の

経験を重視する見地から、植民地朝鮮の青年における東京経験に注目して考

察することで、東京と京城の間に存在していた「時差」が植民地青年に及ぼ

した影響を明らかにし、指摘することができた。今後は、台湾や満州など他

の植民地におけるモダニズムにも目を向けて、1930年代の帝国日本における

モダニズムの全体像を捉えることで、本論文の成果を発展させていきたい。 

 

                                           

1 「帝都東京とモダニティの文化政治――一九二〇・三〇年代への視座――」

『岩波講座近代日本の文化史第6巻 拡大するモダニティ』岩波書店、2002年 
2 『国文学 解釈と教材の研究』1975年7月 
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◇川柳……………………（一四八） 

◇読者のササメキ………（一五〇） 

◇編集後記………………（一五二） 

S国公使の令嬢（連載小説）………………………………………加藤武雄（二〇） 

敵討日月双紙発端（長編小説）……………………………三上於菟吉（一三二） 

挿画執筆 

早崎金象 長谷川春子 大橋月皎 苅谷深隍 芳垣平鉢郎 村田欣二 

斎田喬 杉田三太郎 

一千円大懸賞募集規定……………………………………………………（一四二） 
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美麗口絵 

「女ふたり」満谷国四郎氏筆（帝展八回出品）。 

ニユープリテイン土人のダンス、九貫目の山羊を呑んだうはばみ。 

スペインムーア人の遺物、毒ガス除けのマスク映画女優、ルイス・ブルツク

ス、クララ・ボウ、澤蘭子、佐々木清野。 

S国公使の令嬢（連載小説）………………………………………加藤武雄（一二） 

◇世相雑観（社会時評）…………………………………………………（一〇）  

◇海の彼方より（海外通信）……………………………………………（一○）  

◇支那花街漫談（随筆）………………………………………米田華舡（三〇） 

◇侠妓清香の微苦笑 （新聞記者六感物語）…………………渋谷文六（四二） 

◇願ひ（ユーモアコント）…………………………リドン・サレーヂ（四八） 

◇弾喜左衛門（連載小説）……………………………………池田孝次郎（三四） 

◇ウヱトレスの死（探偵小説）…………………………………伊藤松雄（二二） 

◇憧れの蒲田（漫画訪問）…………………………………芳垣平鉢郎（五〇） 

◇歌舞伎劇の将来…………………………………………………………（五五） 

◇運命の数字………………………………………………………岩田宏（七四） 

◇記憶の断片（追憶記）…………………………………長谷川虎太郎（七六） 

無理心中（連載小説）……………………………………………近松秋江（六六）  

◇第七天国（映画物語）…………………………………………………（八一） 

◇変態恋愛事件物語（事実秘話）……………………………青木純二（九〇） 

◇離婚・離婚・離婚（海外映画通信）…………………………………（九八） 

◇モダンガールを追ふ（映画漫文）………………………星果朗子（一〇一） 

◇不景気（漫画）………………………………………………三太郎（一〇四） 

◇有情雑話（戯画）……………………………………………………（一二二） 

◇不思議な世界………………………………………………宮尾正次（一二四） 

◇お客様（探偵小説）…………………………………ケンネス・ダイア（五六） 

◇柳生又十郎（新釈講談）…………………………………昇龍斉貞丈（一〇六） 

◇あめりかなんせんす……（二九） 

◇西洋笑話…………………（七三） 

◇円本のはなし…………（一二四） 

◇アンバイヤをたのまれたおぢさん（四七） 

◇読者のササメキ………（一五〇） 

◇俳句……………………（一四六） 

◇探偵小説募集…………（一四八） 

◇モダン閑話…………………（六五） 

◇モダンコバナシ……………（四〇） 

◇代理部より………………（一四四） 

◇演芸百貨店…………………（九八） 

◇たばこ ……………平鉢郎（一四八） 

◇読者文芸募集……………（一四九） 

◇編集だより………………（一五一） 

敵討日月双紙発端……………………………………………三上於菟吉（一三二） 

一千円大懸賞募集規定……………………………………………………（一四二）
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黄金プールの壮観…………………………………………………中村正常（一八）  

漫談家賃を払わぬ法………………………………………………牧野周一（一九）  



191 

ジエニー北原の失踪……………………………………………小野金次郎（二〇）  
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構成……………………………………………………………………新漫画派集団 

 

オリンピツク幾つ勝か……………………………………………丸山吉助（  三） 

喫茶娘座談会…………………………………………………………………（  四） 
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194 

④1936年10月号 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 

＜目次＞ 

表紙………………………………………………………………ロレツタ・ヤング 

――構成・横山隆一―― 

あの街・この街…………………………………………………………………（五）  

（銀 座）伊庭 孝 

（新 宿）門田ゆたか 

（渋 谷）千葉早智子 

銀座・新宿掛合自慢話………………………………………………………（二五）  
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わしが女房礼賛  

■結構を極めた女房…中村正常（一六四） 

■炉辺の冗談………新居  格（一七二） 

■女房礼賛………龍胆寺  雄（一七〇） 

■妻が怒つたときには…楢崎勤（一六八） 

みな、おのおの、文壇での愛妻家の面々、

それに配するに、嘵の花にも似たる、みめ

美はしき女房殿、さて、その鼻の下の長さ

は？……。 

 

▶習ひ性となれば…川原くにを（二八二）  

▶軽業師の許婚者の室………（二三五） 

▶珍商売往来………………（二一三） 

▶狸天神社と其祭礼…………（一五三） 

▶東朝の社会面より…………（三〇二） 

原稿大募集…………………（三四八） 

編集後記……………………（三四八） 
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モダン・ライフ人物月旦 

時の人三木武吉論………………………………………………伊藤照雄…（八六）  

惑星三木武吉……………………………………………………坂本一平…（九七）  

★本誌独特の変態特異の読物陣 

肺病を享楽する人々…………………………………………白土高久…（二九〇）  

花柳情話 鯛ちりの思ひ出…………………………………丘船三郎…（一三六）  

犀牙の猪太郎…………………………………………………由利泰三…（二二四）  

幕末黒人暗殺………………………………………………坂ノ上言夫…（三〇四）  

★都会のミステリー★特集 

東京の妖奇
ミステリー

………………………………………………………河田誠一…（九九） 

銀座の丑満時………………………………………………田村泰次郎…（一〇六）  

地図にない街の児…………………………………………井上友一郎…（一一四）  

不忍池の友情…………………………………………………柏木蝋人…（一二一） 

ネオン・サインと自動車と酒と女の都会のまん中にも不思議はある。蜘蛛の

巣のごとく張りめぐらされた、怪奇と謎のかずかず。夜毎にこれを繙くとき、

都会は、まさに我等にとつて神秘である。 

 

賭博者挿話……………………………………………………藤巻  武…（二八四） 

巻煙草………………………………………………B.A.ウイリアムス…（二〇〇） 

黒沼 健訳 

道づれ…………………………………………コンラツド・マーシユ…（三三四）  

田内長太郎訳 

混血児商売往来…………………………………………………北林透馬…（五四）  
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挿絵及カツト……………関英太朗・日野十郎・末崎直利・田代秀 

 

     

 

独逸人の妻となりし私の人生は幸福なるや！…エルツドルフ・初子…（五八）  

只ひたむきな愛情の故に、洋妾と罵られ乍らも、  荆棘の道を往く彼女たち！その  

真擘
ママ

なる熱情と、国境と種族を超えて燃える哀恋。みよ！此の悲壮な決意の告白。 

 

老給仕（三十年一日のごとき安静な彼の生活を根底から揺り動かしたものは……。金・金・

金が彼を狂はせたのだつた。）…………………………………A.スウたー…（三四二） 

田内長太郎訳 

春の宝玉（春や花！花や春！桜花らんまんたる四月の好読物！！）小鹿 進…（一二二） 

ユーモア小説 結婚！OK！！…………………………………室賀  隆…（八八） 

諧謔小説 富士は逆立ち、社長は危篤………………………稲田勇夫…（三六）  

病床の人情社長をめぐるに、人情社員の人情物語り！抱腹絶倒、笑ひの連続の中に

ひたひたと胸を打つ、うるはしき人生味。 

 

共産党は如何にしてエロ班女性を獲得したか？…………泉  伸一…（二○四） 

一切の圧力的な迫害にも耐えて、執擁に起きあがる共産党に於て、その党員中の多数を

占める女性は一体如何にして獲得されたか。幾多の多彩なヱピソードを織り交ぜて、此

処に公にされた事実に、驚駭の眼を瞠らないものが果たしてあらうか？  

赤色女性のエロ戦術は如何に大衆に喰ひ入ツたか？……石田修人…（一〇八）  

バーに、ダンスホールに赤いステツプを踏む彼女たち、講堂に、伝単ばりに、共産党の

巨大な魔の手の裏にはすべて、うら若い女性の活躍がある。彼女たちは  

如何なる戦術で一般大衆の中に喰ひ入つたのだらうか。みよ！此の真相を！ 

★東京から大連まで★ 

1、出 発（東京の空より）  4、福岡から蔚山に 

2、箱根山越えて富士     5、京城眺めて大連まで 

3、大阪飛越し瀬戸内海 

★口絵・グラフ★ 
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ナンセンス・小説 酒でできたライオン……………………久野豊彦…（五四）  

ユーモア翻訳小説 迷探偵プーグルス・ナツプ氏……………………（三一六）  

珍問  移動座談会 

▶藤沼警視総監は犯罪を犯した事があるか………………………………（二二二） 

▶素裸で往来へ飛び出す久原房之助氏……………………………………（二四四） 

▶荒木陸相に珍門して叱られるの記………………………………………（二五二） 

▶非常時・深川ルンペン氏の社会時評……………………………………（二五八） 

▶小泉金塊引揚王に狸の皮算用を訊く……………………………………（二二九） 

▶国富技師の地震と鯰の姻戚関係論………………………………………（二三六） 

 

明治白浪  白鹭七之助 

…渋田黎明花…（二七六） 

漫談  万歳になつた貝殻一平 

…道明寺龍平…（九九） 

ナンセンス翻訳小説  多忙な仲買人の恋 O.ヘ

ンリー……………………………（一〇三） 

写真掌篇 人間・天獄と地獄 

…村田千秋…（二六六） 

◄競馬場馬券挿話 

…岡田光一郎…（三一二） 

◄鮒の貝殻釣りの秘訣 

…安谷寛一…（一三八） 

◄ある魡マニアの失敗 

…青木浪斗…（二一九） 

◄歴史が語る滑稽日本髪異聞録  

…阿緒木  浄…（一四〇） 

 

革命的新学説「テクノクラシー」批判解剖！ 

一、テクノクラシーと新生活
モダン・ライフ

……………………………後藤清太郎…（一九〇） 

二、テクノクラシーの批判………………………………綿谷不夜城…（一九七）  

三、テクノクラシー解説的評論バチエラーオブ・アーツ 

……………………………松本  康雄…（二〇〇） 

 

 

 

四月馬鹿  

ナヒモフ号に関する 

▶露国海軍将校の文献…松井翠声…（二九四） 

▶柔道家の就職…………齋藤々作…（二九六） 

▶恙虫と砂金……………徳川夢声…（三〇〇） 

▶実業家未亡人の求婚広告 

……………後藤勝一…（三〇四） 

▶心中とニセ金…………浅原六朗…（三〇七） 

名士似顔短評 

▶荒木陸相…龍胆寺雄（七〇）  

▶横山大観…林芙美子（七一）   

▶市川春代嬢…横溝正史（七二）  

▶直木三十五氏…井伏鱒二（七三）  

▶鈴木喜三郎氏…大宅荘一（七四）  

▶市川猿之助氏…浅原六朗（七五） 
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次の総理大臣になるか？鈴木喜三郎の全貌…（一七〇） 

政党内閣はいづこに行く？ヂユネーブに熱河に、世は挙げて多端な秋！有歴以来の非常

時だ！この非常時日本を背負つて立つ者は誰ぞ?!次の総理大臣は果たして誰か?!一 

世の逸材、腕の喜三郎鈴木政友会総裁とはどんな人か。遺憾なき彼の全貌吟味だ!! 

 

ナンセンス小説 御冗談でせう（近代味溢れる新人傑作一読明朗） 

…………………………………………近藤 弘文…（三二九） 

地方奇人実話 「カツクン」ばなし……………………平野威馬雄…（一八二） 

ユーモア探偵小説 インチキもゝいろギヤングの失敗……草野 桃緒…（一四四） 

歴史綺譚 玄徳寺観音縁起の由来…………………………三浦 藤作…（七六） 

実話 声楽家原信子とジヨン・ギヤスビーの其の後…………………（一六〇）  

世相モンタージユ 人間ゴー・ストツプ…………………三谷祥介…（一八二） 

名士似顔漫画観相…………………………………………川原久仁於…（七〇） 

・ さくら吹雪（表紙画）   ・ 日野十郎 ・ 
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表 紙…………………………………………中川二郎 

扉（詩）……………………………………平野威馬雄 

美味求真………………………………………（一七） 

カフエー・エンド・テールーム……………（二七） 

ダンスホール巡り……………………………（三六） 

 

巻頭言…………………………………………………………………横溝三二（五）  

事実物語 愛欲双紙…………………………………………………関本  潤（七） 

外人街物語…………………………………………………………槇  霜夫（一三） 

綱島温泉を語る……………………………………………………塚貝和坊（一八） 

漫 画…………………………………………………………………澄迷二（一九）  

 

民 謡 瓢箪ぼつくりと……………花方登喜雄（一九） 

新小唄 モダン横浜…………………安野笑士緒（一九） 

歌 謡 海のほとり…………………畑 喜代司（二〇） 

 

凡そ話にならない話……………………………………………大江弥太朗（二一） 

黒縮緬の女………………………………………………………小林勝之亟（二三） 

｛趣味の頁｝ 

港と税関物語………………………………………………石黒敬七（二七）  

開港側面史………………………………………………平野威馬雄（二九） 

三六年度に活躍する新人を語る……………………………………編集部（三六）  

小説 満洲悲歌
エレジー

……………………………………尚龍美（中川二郎画）（三九） 

皆さんに贈りもの……………………………………………………………（三一）  

黄色頁 横浜芸界展望……………………………………………次郎冠者（三二） 

    子年礼賛……………………………………………ハマノマサコ（三三） 

世界で一番不思議な話……………………………………………（三四）  

映画界うはさ話……………………………………………………（三四）  

流線型の顔…………………………………………………………（三五）  

漫  画…………………………………………………中川二郎（三三）  

英仏語入都々逸……………………………………………………（四四）  

編集後記……………………………………………………………（四五）  

 

 


