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序 論 

 

 

李箱の文学は暗号化されている。本稿はこのテーゼを証明することを目指している。本

稿で用いた暗号化とは〈意味の疎通を拒否しているように見せかける仕掛け〉である。こ

の暗号化の文学的手法は植民地的実存としての李箱を見据えることで明らかになると考え

る。暗号を用いた個人的・社会的状況を踏まえて研究を進めることで、暗号化が李箱にと

ってどれ程必然的手法だったのかが李箱の文学作品から見えて来るだろう。 

李箱が生まれたのは1910年9月23日、既に植民地になっていた朝鮮であった。亡くなった

のは1937年4月17日である。1910年8月29日に公布された韓日併合条約で、朝鮮は日本の植

民地となり、1945年敗戦による「大日本帝国」の瓦解により朝鮮は日本の植民地から解放

される。まさしく、李箱は完全な朝鮮でもなければ、完全な日本でもない日本の植民地朝

鮮の人なのである。 

〈日本の植民地朝鮮〉という状況がもたらした衝撃的で異質な権力の集中と不平等、朝

鮮伝統社会の亀裂と不安定などが個人の日常生活にまで直接・間接の影響を及ぼして、朝

鮮は新奇で奇妙な社会になっていた。 

朝鮮人と日本人、朝鮮語と日本語の混在、朝鮮文化と日本近代文化の混在がもたらした

状況である。植民する側と植民される側という強制的で階級的な混在が歪んだ社会を形成

していた。さらに、近代文化といえども、朝鮮において輸入された近代文化はその多くが

日本側の憧れた欧米近代文化のコピーであり、その中でも植民地に適用できるような植民

地向きの近代文化であった。 

反面、植民地近代文化といえども、植民地的状況を除いてみれば、人々には新鮮で新奇

な近代性溢れる日常的な文化でもあった。蓄音機や映画、自動車や時計、電気や電話など

新しいものが出現して、モダンボーイ・モダンガール、新女性など新しい部類の人々も登

場した。前近代社会が近代社会に急激に変化し、近代に憧れを持つ人間が増えていたこと

は間違いない。 

つまり、1930年代の朝鮮半島には朝鮮伝統社会と日本式近代社会と日本式植民地社会の

特徴が雑然と混じり合った「難解」な社会が形成されていて、朝鮮文化と植民地文化と近

代文化とがぶつかり合う状況であった。そのような混沌とした社会から一つの社会の特徴

だけを分離して研究するならば全体像は見えなくなるだろう。この三つの社会の特徴を同

時に見据える必要がある。そうすることで、その時代の中に生きていた人々を理解できる

と考えるからである。 

もし、当時の植民地状況下で何でも自由に話せる世の中を夢見た人間が生きていて、そ

の夢を暗号化して表現しようとした人間がいるならば、現代に生きるわれわれはその暗号

を解かなければいけない義務があるのではないか。その人間のメッセージは現代において

も依然として有効であるだろうから。何でも自由に話せる、戦争のない、不平等・差別の
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ない時代は人間に訪れるのだろうか。この不透明な未来に向けて、1930年代にその夢を暗

号化して残した人間の一人が李箱ではなかったか考えてみる。 

これまでの李箱に関する先行研究は、伝記的方法、1フロイトやラカンの精神分析学を援

用する方法、2近代性をめぐるベンヤミン、クリステヴァの間テクスト性などの理論を援用

する方法など様々な方法や理論を用いてきた。3 

さらに、1956年イムゾングクの『李箱全集』の発刊から始まった李箱の研究はイオリョ

ン、キムユンシクの世代を経て、4数学・美術など様々な分野からの研究を含め幅広く研究

されてきている。例えば、建築学の影響に注目したチェヘシルの研究はキムミンスの建築

                                                        
1 キムユンシク(김윤식)、『李箱研究』、文学思想社、1987． 

コウン(고은)、『이상평전』、향연、2003. 

2 キムゾンウン（김종은）、「이상의 理想과 異常」『문학사상』、1947.7  

キムスンヒ（김승희）、『이상 시 연구-말하는 주체와 기호성의 의미작용을 중심으로』

、서강대 대학원 박사논문、1991．  

3  チェヘシル(최혜실)、『韓国모더니즘小説研究』、民知社、1992． 

 ワルトケ．リュ（Walter K. Lew）、「이상의<산촌여정-성천 기행 중의 몇 절>에 나타

나는 활동사진과 공동체적인 동일시」『李箱문학전집５』、문학사상사、2001． 

 チョヨンボク（조영복）、「1930년대 문학에 나타난 근대성의 담론 연구-김기림과 이

상을 중심으로」、서울대대학원 박사논문、1995. 

 本稿で言及した先行研究は李箱文学の研究のごく一部に過ぎない。本稿は力不足でこれ

までの先行研究を緻密にまとめる作業は避けたい。ただ、いつかは膨大な李箱文学の研究

をまとめ、研究史として整理・研究する必要はあると考えている。 

4 〈李箱全集〉 

（１）イムゾングク（임종국）編、『李箱全集』全３巻、高大文学会、1956． 

   イムゾングク 編、『李箱全集』、文成社、1966． 

（２）イオリョン（이어령）校註、『李箱詩全作集』外 全４巻、 文学思想資料調査研究

室編、甲寅出版社、1978． 

（３）キムユンシク（김윤식）・イスンフン（이승훈）편저、『李箱문학전집』전５권、문

학사상사、1989. 

（４）キムゾンニョン（김종년）편、『이상전집』전２권、가람기획、2004． 

（５）キムジュヒョン（김주현）주해『정본이상문학전집』전３권、소명출판、2005. 

   キムジュヒョン 주해、『증보정본이상문학전집』전３권、소명출판、2009. 

（６）コンヨンミン（권영민）편、『이상전집』전４권、문학에디션 뿔、2009． 

 （キムジュヒョンと イムゾングク編の李箱全集の場合、各々二回出版されたが、同一編

者であるため一回と見なした。） 



 

 

 

 

3 

 

学や視覚デザインの方面からの研究に敷衍されたと思われる。5 

これまでの先行研究には李箱のアレゴリーについて言及する研究もある。6作家の意図が

直接的に現れることのない場面では、アレゴリーと暗号化は類似性を持つが、比喩的表現

のアレゴリーと違って、本稿のテーマである暗号化の特徴は意図的に理解できないように

することである。7そのため、テクストに仕掛けられている「暗号」を探し出すことが、閉

ざされた門を開く最初の鍵になると考える。さらに、ダダとシュールレアリスムの影響を

受けていたことは言うまでもないが、李箱の文学において、その難解さにはダダとシュー

ルレアリスムとは一線を画するような部分があり、その違いが「暗号化」によるものであ

ることもあらかじめ言っておきたい。 

李箱文学の「難解」さを単純に技巧として見るならば、欧米の影響を主に考えることに

なる。これまでの研究が、この「難解」さをその当時の文芸思潮との関連で考察・分析し

てきたのは当然の結果であろう。もちろんこの観点は李箱の文学を理解するために相変わ

らず重要である。 

しかし、李箱の文学を植民地であった当時の朝鮮の状況を踏まえて考えるならば、深い

ところにある「難解」の実体が見えて来るかもしれない。その際、最も重要かつ必要なの

は、「難解」だからと言って、単純に欧米文学の影響を受けて創作した実験詩であると片づ

けてしまうのではなく、「難解」の難解さに正面からぶつかって地道に解読するという作業

である。本稿ではその「難解」を「暗号化」という観点から探り、読み解いてみたい。 

そのためには、李箱が残したテクストの言葉の一つ一つを徹底的に調べることが極めて

重要である。文学の批評理論を援用する方法はテクストの理解を深め、豊かに説明する一

つの道ではあるが、文学研究の前提はまずテクストを精確に読むことから始まると考える。 

李箱文学についての日本での先行研究としては川村湊、8三枝寿勝、9崔真碩、10蘭明11、

                                                        
5 キムミンス(김민수)『멀티미디어 인간 이상은 이렇게 말했다』、생각의 나무、1999. 

―――  『김민수의 문화디자인：삶과 철학이 있는 디자인이야기』다우、2002. 

―――  『이상평전』그린비、2012． 

6 ヘンリ ホンスン イム（헨리 홍순 임）、「이상의 「날개」 : 반식민주의적 알레고

리로 읽기」『역사연구』제6호、1998． 

キム ソンス（김성수）、『이상 소설의 해석-삶과 죽음의 감각』、태학사、1999． 

崔真碩 編訳、『李箱作品集成』、作品社、2006． 

7 キムビョンオク（김병옥）、『도이치문학 용어사전』 서울대학교출판부、2001.p.548

 参照。ドイツ文学用語辞典では「暗号」についての解説の中で、「アレゴリー、隠喩、象

徴 などの比喩的表現とは違って、暗号は意図的に理解が不可能になるようにするもので

ある」（訳は引用者）と説明している。 

8 川村 湊、「東京で死んだ男―モダニスト李箱の詩(２)」『現代詩手帳』11月号、1986． 

――― 『〈酔いどれ船〉の青春』、インパクト出版会、2000． 
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坪井秀人12等が挙げられる。特に、蘭明は李箱の作品と横光利一、『詩と詩論』の詩との影

響関係を考察している。また、ソンミンホ、13イミンゾンなど韓国の若手研究者らと一緒

に勉強会などを通じ研究を進め、一つの研究書にまとめている。14 

李箱文学が日本語と朝鮮語の二つの言語で書かれていること、また、その成立時期が日

本の植民地期であったことを考えるならば、韓国と日本の共同研究はこれからも進められ

るべきである。 

このような多方面での研究が進められているにもかかわらず、また、作家個人としては

韓国文学史において最も多く研究されているにもかかわらず、李箱文学はいまだに「難解」

という理由で扱われていない部分が多く、依然として徹底的に研究されてきたとは言い難

い。 

李箱の詩の暗号的側面に注目する先行研究としてはチョスホの研究がある。15チョスホ

は李箱の詩を読むにあたって、暗号化されている数字や図形の象徴を分析することが重要

であるとして、それらを具体的に探っている。また、「李箱はダダとシュールレアリスムの

思想と哲学の形態を自身だけの技法である図形と数字を用いて具現した」（チョスホ2010：

453、引用者訳）とも述べている。さらに、李箱が影響を受けたと思われる中国の哲学、陰

陽思想、フランスの象徴主義など様々なルーツを呈示しながら李箱の作品分析に努めてい

る。しかし、チョスホの研究は李箱が文学的修辞として暗号化を用いた理由とその背景に

関してはあまり具体的には触れておらず、李箱の文学を貫く大きな柱を見ようとはしてい

ないため、大雑把な分析にとどまっている。 

それにもかかわらず、「暗号」に注目した点は極めて重要である。チョスホの調査結果に

も見られるとおり、李箱の文学には「暗号」と「秘密」という言葉が数多く現れる。以下

の例はその一部である。 

 

                                                                                                                                                                   
9  三枝 寿勝、「李箱のモダニズム―その成立と限界―」『朝鮮学報』、第141輯、1991． 

10 崔真碩、「李箱 소설의 서사구조 연구」、연세대학교대학원 석사논문、2000． 

崔真碩 編訳、『李箱作品集成』、作品社、2006． 

11  蘭明 訳編、『李箱詩集』、花神社、2004． 

―――、 『李箱と昭和帝国 東アジアの自画像として』、思潮社、（実践女子学園 学

術・教育研究叢書22．非売品）2012．  

12  坪井秀人、『性が語る』、名古屋大学出版会、2012． 

13 ソンミンホ（송민호）、『李箱 문학에 나타난 화폐와 글쓰기의 상관성 연구』、서울

대학교 석사논문、2002． 

―――、『‘이상'이라는 현상』、예옥、2014．  

14 蘭明 外、『李箱적 越境과 詩의 生成『詩と詩論』수용 및 그 주변』、역락、2010． 

15  チョスホ（조수호）、『이상읽기』、지식산업사、2010． 
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① 娼婦ノ分娩シタ死児ノ皮膚一面ニ刺青ガ施サレテアッタ 私ハソノ暗号ヲ解

題シタ16 

② あなたはどうして あなたの素行を地図にもない地理に置き花びらの落ちた

茎の姿で香料と暗号だけを携帯して帰ってきたのか。17 

③ 一ヶ月――猛烈なびっこの歳月――その間に私は性格の序幕を閉めてしまっ

た。 

二ヶ月――足並みが揃ってきた。 

呼吸はケッキチョゴリのようにぺたっと内と外が引っ付いた。弾道を失わない疾

風が吹き抜ける黄金のような絶頂の歳月であった。その間に私は私の人格を引き

だしのような器に盛ってしまった。人格は跡形もなくなった。 

三ヶ月――しかし冬が来た。床がカステラ色に焦げてきた。薄っぺらな床を通し

て昇ってくる温気は秘密を焦がすに充分足りる。私は最後に私の特徴まで差しだ

した。そしてたった一つの才藻を――果たして私は錆びた錐のように格好悪く痩

せてしまった。18 

④ ひとに 

秘密がないということは、財産のないことのようにまずしくむなしいことである。

19 

 

自ら「暗号」、「秘密」などの言葉を用いて、注意を喚起している。暗号化とは〈意味の

疎通を拒否しているように見せかける仕掛け〉であると述べたが、隠蔽しつつ暴露・露呈

する修辞法、また、逆に「暗号」と明言しながら暗号化する方法、つまり、暴露しつつ隠

蔽する修辞法ではないだろうか。 

その独特な方法のために、暗号化を用いたとは考えられず、モダニストとして高く評価

される一方で、李箱の逸話に基づく作品解釈によって「彼のモダニティーは自己否定的ダ

ンディーに過ぎなかった」（コウン2003：135）という否定的批評もされている。 

それでは、暗号化された李箱文学の表と裏にはどういう内容が含まれているのか、何故

                                                        
16 「一九三一年 作品第一番 八 」（キムユンシク1998：457、キムジュヒョン2009：27

2－273）より引用。下線は引用者。日本語手稿による。縦書き。 

17 「無題（其三）」（蘭明2004：145）より引用。下線は引用者。「詩同人誌『獏』（一九三

九・二）に発表。朝鮮語、蘭明訳。林氏本では「理由以前」とタイトルが付された。原稿

末尾に昭和八年十一月三日と記されている。」という注が付けられている。 

18 『毎日申報』1937年4月25日―5月15日に遺稿として発表。（崔真碩編訳2006：172－173）

より引用。下線は引用者。 

19 「失花」『文章』1939年3月号に遺稿として発表。（李箱、崔真碩編訳、前掲：140）より

引用。下線は引用者。 
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そこまで暗号化を用いる必要があったのか。この疑問に答える形でこれから個別作品の分

析に努める。 

まず、本稿が注目する「暗号化」の最初の例は「眞々5″」（「異常ナ可逆反應」より）に

見られる。これは、1950年代以降、李箱文学の研究が始まってからいまだに間違って解釈

されている詩語の中の一つである。これまでの解釈は明らかに間違っている。詩語一つの

解釈でこれほど全体の意味が変わってしまう詩があるだろうか。このことは以下の第１章

で明らかにされるだろう。 

第２章では短編小説「翼」の構造分析に努める。小説を読み解く鍵として、李箱が描い

た２枚の挿絵とプロローグに注目し、暗号としての二重構造を探る。さらに、第１章で考

察した記号｢△」・｢俺｣・｢▽｣との関連性を探る。 

第３章では短編小説「鼅鼄會豕」の叙述構造と人物造形の分析を試みる。都市の散歩者

としてではなく、生産者としての李箱の視線が向かうところに注目して、小説「鼅鼄會豕」

を植民地都市空間の「京城」と「仁川」、特に「仁川」を中心に読み解くことを試みる。そ

のため、本文に現れる「仁川米豆取引所」・「シキシマ」・「月尾島」・「京仁列車」が植民地

近代都市として変貌する「仁川」を象徴する重要な場所であることに注目する。 

第４章では落書きと初期日本語詩「空腹――」を関連させて、詩の解釈に努める。日本

語のふりがな表記法に注目し、李箱の暗号化の一つの方法を探る。さらに、李箱にとって

日本語と朝鮮語とは何であったのか、という二重言語の問題を第４章で考察してみる。20 

李箱文学の研究において難しい問題の一つが原典確定の問題である。これまで出版され

た李箱全集を含め、21キムユンシク、キムジュヒョン、チョへオク等の原典確定のための

研究作業があったにもかかわらず、22まだ、未解決の部分が多く残されている。特に、な

くなった遺稿ノートの問題、日本語の作品が原典ではなくハングル訳文で研究される問題、

全集の間違いが修正されずそのまま繰り返し原典として研究される問題などがあげられる。 

こういう難点もあって、李箱の二重言語の問題に接近することは難しい状況ではあるが、

李箱文学の中では日本語作品について再考の余地が大きいので、第４章では李箱の二重言

語の問題を部分的ではあるが探ってみたい。 

                                                        
20 第１章と第４章は初期日本語詩、第２章と第３章は朝鮮語の短編小説を対象にする。 

21 〈李箱全集〉については、注４参照。  

22 キムユンシク(김윤식)、『이상문학텍스트연구』、서울대학교출판부、1998． 

キムジュヒョン（김주현）、「텍스트부터 잘못되어 있다-이상 문학 연구의 문제점」

『이상문학연구60년』、권영민 편저、문학사상사、1998．pp.387－408. 

チョヘオク（조해옥）、「이상 시와 조연현의 발굴원고 비교 연구」『이상시작품론』

、이상문학회 편、역락、2009．pp.283－310． 

―――、 『이상 시의 근대성 연구』、소명출판、2001． 
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このように分析する過程で、李箱の文学を貫く三つの柱がはっきりと姿を現すはずであ

る。その柱とは朝鮮の伝統・植民地化・近代化のことである。植民地化と近代化の狭間で、

葛藤し揺れ動く李箱の姿が見えて来ると考える。さらに、李箱にとっての朝鮮語と日本語

について考察する過程で、植民地朝鮮と日本、朝鮮語と日本語の境界線上に立っていた李

箱の姿と李箱文学の柱が明らかになると考える。 

李箱によって構築された文学世界はその当時の朝鮮の現実とその世界に生きる人々の葛

藤と夢を素材として「難解」なモダニズム様式で建てられた、巨大な建築物であると考え

る。暗号化の文学的手法で閉ざされた建築物の扉を開くためには暗号の鍵を探すことから

始めなければならない。 
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第１章 初期日本語詩における暗号言語としての記号について 

 ― ｢眞々5″｣、｢すてつき｣、｢ ｣、｢△」・｢俺｣・｢▽｣の意味の解釈を中心に 

 

 

                               

１． はじめに  

李箱(イサン)は1930年代日本の植民地だった朝鮮の代表的なモダニスト詩人、作家であ

る。本名は金海卿(キムヘギョン)。代表作は連作詩「烏瞰図」、短編小説「翼」と言われて

いる。今まで発掘された遺稿を含め、詩100余篇、小説・随筆・評論・童話等が60余篇ある。

また、「朝鮮と建築」の巻頭言に｢Ｒ｣という名で書かれているのが李箱のものと推定されて

いる。23 

李箱が活動していた1930年代の京城はモダンガール・モダンボーイに代表されるモダニ

ズムの時代であった。京城のモダニズムは当時日本の東京の文化を念頭に入れなければ考

えられないほど同時代性を持っていた。日本のその当時の文化を代弁する「エロ・グロ・

ナンセンス」という言葉が京城でも流行しており、雑誌や新聞にはその意味の説明や関連

のある多くの記事が掲載された。 

 近代日本の精神構造を考察するなかで、神島次郎は都会を〈群化社会〉と呼び、その性

格の一つとして「享楽主義」をあげている。神島は「近代の都市には生存競争のきびしさ

や世相転変のめまぐるしさからくる焦燥感と異常興奮とがあり、それらが都会生活の不安

や神経衰弱の温床ともなり、消費の異常さをもたらす誘引ともなる。そして、その結果が、

酒と女への耽溺ともなれば、スポーツや勝負の世界への熱狂ともなる。」（神島次郎1961：

75－76）と指摘している。この近代都市文化の性格は頽廃的で軽薄なものであったが、そ

れは東京だけでなく、京城にも現れていた。 

 このような同時代性を持ちながら、京城は同時に日本の地方都市として作り上げた植民

地の都市であったため、京城独自の特殊性を持っていた。橋谷弘によれば、京城の場合、

「植民地化以前に伝統的な都市形成が進んでいたため、一つの都市のなかに支配者と被支

配者の二重構造を持つ空間が形成された」（橋谷弘2004：29）という。京城の街は行政上で

はなく自然に日本人と朝鮮人の町に二分されていて、朝鮮人が多く住む区域は日本人が多

く住む区域とは対照的に貧しかった。 

 同時代性と特殊性を持つ植民地近代都市京城、その都市を中心に活動していた1930年代

                                                        
23 コンヨンミン(권영민）によれば、巻頭言12篇を李箱によるものと推定することは難し

い。その理由として、李箱が『朝鮮と建築』の編集に携わったことを明確にする根拠がな

いことと当時編集委員の中には李箱はなく「金允基」という人だけが確認されることが挙

げられている。（コンヨンミン(권영민)、「李箱の朝鮮総督府時代」『文学思想』5月号、20

10、pp.179－180.） 
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の朝鮮の文壇は、1931年と1934年のKAPF(朝鮮プロレタリア芸術家同盟)検挙後、プロレタ

リア文学の勢いが衰えつつある中、モダニズム文学が展開されていた。その背景には日本

の政策によるマルクス主義の阻止、そして、欧米文学を学んできた日本への留学生の存在

が大きくあった。朝鮮の近代文学は日本から輸入された欧米の文学の影響で成立しており、

日本で学んだ留学生たちが知識人として近代文学の成立と発展を主導していた。それに加

えて、新聞や雑誌を通じ、日本の文化・文学は同時代的に朝鮮に流入していた。 

李箱は日本へ留学したわけではなかったが、李箱が学んでいた京城高等工業学校(現、ソ

ウル大学校工科大学)は植民地教育のために設立され、最先端の教育が受けられるところで

あった。京城高工で李箱はドイツのバウハウスの建築理論や欧米の美術を学んだ。卒業後、

朝鮮総督府内務局建築課技手として働いていた頃(1929年-1933年)には、朝鮮建築学会誌

『朝鮮と建築』の表紙デザイン懸賞募集に応募して当選、また朝鮮美術展覧会で｢自像｣と

題する絵で入選するなど、美術でも才能を見せていた。 

建築や美術の知識に加えて、李箱は日本の『詩と詩論』という文学雑誌なども読んでい

た。『詩と詩論』には欧米のモダニズム文学理論や作品、日本の安西冬衛・春山行夫・北川

冬彦らのモダニズム詩などが載せられていた。つまり、当時、李箱は最新の建築理論や美

術や文学の知識を持ち、朝鮮総督府で働いている植民地朝鮮のエリートの立場にあったわ

けである。 

先行研究の中で、パンミンホは日帝末期の知識人らが帝国の権力の「恐怖」から逃れる

ため「演技」、「偽装」の方法を模索した書き方に着目し、日帝末期の小説を中心に分析し

ている。李箱はその知識人の一人として取り上げられる。李箱の最後の小説「失花」は「カ

フェで踊るダンサーのように植民地体制が準備したテーブルの上で踊る言語の広大（クァ

ンデ。芸人。：引用者注）になってしまったような自分自身の姿に向かって最後の弔問をし

たもの」（パンミンホ2011：301、引用者訳）とパンミンホは述べている。そして、「『失花』

に表れた李箱の文学は深い民族的、政治的自意識の上に構築されたものであった。しかし、

それは民族主義者の文学ではなく玄海灘を意識しながらもその束縛を乗り越えようとした

普遍主義者の文学である」（パンミンホ2011：316、引用者訳）と結論づけているのである。 

パンミンホの研究は日帝植民地期の文学の性格を読み取るために重要な一つの方法を示

唆している。ただし、日帝末期に限定して分析を試みたことで、研究の範囲設定に問題が

残る。知識人らの葛藤、帝国の権力の「恐怖」は、勿論、日中戦争以降、帝国の圧力が厳

しくなったので、その衝撃と抑圧の状況はそれ以前と差異があると考えることもできるが、

権力の「恐怖」は戦争以降に限定されるものではなく、植民地期全般に亘るはずである。

したがって、分析対象を植民地期全体に拡大し深層的に解明する必要があると思われる。 

本章では李箱の詩に現れる｢眞々5″｣、「すてつき」、「  」、「△」・「俺」・「▽」など

が、李箱の文学修辞の特殊な範疇としての暗号記号であると考え、その意味を探ることを

試みたい。植民地の文学を分析するに当たって、暗号化の方法を探ることは隠れている意

味を理解する有益な作業になるだろう。 
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ビル・アッシュクロフトは『ポストコロニアルの文学』で次のように述べている。 

 

 これら初期のポストコロニアル・テクストに共通する特徴として、そのテーマ

に秘められた転覆の可能性が、まだ完全には実現されていないという点が指摘で

きるだろう。（中略）植民地においては、「文学」という制度自体が、帝国の支配

階級の直接的なコントロール下にあり、またその支配階級のみが、許容される表

現形式を定めたり、その中で生産された作品に、出版や頒布の許可を与える権限

を握っていた。したがって、このような種類のテクストは、言説上の制約や異質

な観点の主張を制限し、削除する、保護システムの制度的な現実のなかで生まれ

たものだといえるだろう。自立的な文学の発展は、このような限定力をどのよう

にして破棄し、言語および著述活動を、新しい独自の用法に向けて、いかに占有

してゆくかという点にかかっていた。またあきらかに、このような占有こそ、現

代のポストコロニアル文学の登場におけるもっとも重要な特質といえる。(ビル・

アッシュクロフト1998：19－20、下線は引用者) 

 

アッシュクロフトが述べている「新しい独自の用法」は、李箱が用いた暗号化の方法に

現れていると言えるだろう。この暗号化の方法は植民地での表現の自由を獲得する隠れた

道であった。李箱の方法を考察する前に、まず、姜尚中の「日本の植民政策学とオリエン

タリズム」（『オリエンタリズムの彼方へ』）を見よう。 

  

 福田徳三や新渡戸稲造らによる植民地支配正当化のベースにあるのは、いささ

か図式的に言えば、「見る側」＝「代表する側」＝「保護する側」と、「見られる

側」＝「代表される側」＝「保護される側」との二項対立関係である。このよう

な構図が、非対称的な関係にもとづいているとはいえ、性差別に囚われた＜男＞

と＜女＞の関係のイメージを喚起しているのは理由のないことではない。なぜな

ら植民地は、「性的な期待」「倦むことなき官能性、あくことなき欲望」を挑発す

る場所だからである。植民地は、日本本土に与えた利益とは別に、手におえない

「放蕩息子たち」つまり、犯罪者、貧乏人、その他の好ましくない過剰人口を送

り込む場所として役だったように、日本本土ではもちえない「性的体験」を誘発

する場所でもあったのだ。（姜尚中1996：96） 

 

上記の引用文は植民地支配の正当化のベースにあるものに関して述べている。姜は日本

の植民地政策の主唱者らの理論をウェーバー、フーコー、サイードを足がかりにして批判

的に説明している。本稿では、姜が用いたフーコーの「見る側」と「見られる側」に注目

したい。 

李箱の初期詩は朝鮮建築学会誌『朝鮮と建築』に載せられている。李箱が朝鮮総督府で
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勤務していた頃(1929年-1933年)の1931年から1932年のことである。日本語で書かれ、恐ら

く、読者は日本人であったと想定されている。 

帝国の言語で、帝国の統治者らに読まれることを承知した上での暗号化の方法はフーコ

ーの言う「保護システム」の打破にほかならず、「見る側」＝「保護する側」が油断してい

る中で、「見られる側」＝「保護される側」が「規律」と「統制」から逃れ、自由になれる

方法なのである。暗号言語は植民地内部での自己解放を獲得する手段である。李箱の用い

た言語は日本語で書かれていながら、単なる日本語ではなく、朝鮮語で書かれていながら、

単なる朝鮮語でもなかった。植民地の子が植民地での自由を夢みる自分だけの言語、暗号

言語を用いたからである。 

我々は李箱の詩を通じて、「新しい独自の用法」で語られた植民地を見ることができる。

ダダイズムの詩として、最も難解な詩として知られている処女発表作「異常ナ可逆反應」

でその用法を検証することができる。そして、二番目の詩「破片の景色――」からは植民

地の主体のアイデンティティの問題が展開されていく。その過程を追っていくうちに李箱

の語ろうとしていたものが明らかになると考える。 

 

２．「異常ナ可逆反應」の全文解釈 

「異常ナ可逆反應」からは李箱が自分の生きていた植民地朝鮮の現実をどう捉えていた

のかが見えてくる。詩の中心点になっていると思われる三つの点を取り上げて全文解釈に

努める。その三つの点とは、「建築物」、「直線と円（顕微鏡）」そして「太陽」である。ま

ず、「建築物」は「眞々5″」の記号の意味を探る中で鮮明に見えたものである。この「建

築物」と前半の「直線と円（顕微鏡）」の共通点を考える上で、後半部分の「太陽」にまで

貫かれるような共通点を探ることができる。この三つの点を中心に考えることにより、詩

の全体像が把握できる。そして、李箱の朝鮮の現実に対する認識とその表現の様相を明ら

かにすることができる。 

 

１）建築物－「眞々5″」をめぐって 

 まず、一つ目の点である「建築物」について考察する。「異常ナ可逆反應」の中には、建

築物に関する記述が一箇所だけ見られる。 

 

鉄柵ノ外ノ白大理石ノ建築物ガ雄壮ニ建ツテイタ 

眞々５″ノ角ばあノ羅列カラ 

肉體ニ對スル處分法ヲせんちめんたりずむシタ。24 

 

                                                        
24 本稿p.32の資料参照。李箱1931：15。（以下「異常ナ可逆反応」の引用は『朝鮮と建築』

からである。） 
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この詩が朝鮮建築学会誌『朝鮮と建築』に発表されたことを考えると、建築に関する記

述は重要なものであると考えられる。 

 「眞々5″ノ角ばあノ羅列カラ」という表現を詳しく見ることによって、この建築物は何

かがよりはっきり見えてくる。これまでの研究では「眞々5″」の解釈を角度と考えてきた

（イスンフン1989：98、コンヨンミン、『李箱全集１詩』、2009：187、チェヘシル1992：106）。

「5″」は角度の5秒をあらわし、とても小さな角度である。 

しかし、「眞々」とは 日本の建築用語で、その意味は 「心々。部材間の距離測定基準の

一。一部材の中心線から他部材の中心線までの意、またはその長さ」（建築大辞典1976：748）

である。すると「5″」が角度を表していると考えるのはおかしい。「眞々」は寸法である

から距離をあらわすべきである。「″」は角度などの秒をあらわすのと同時にインチをあら

わす。1インチは約2.54cm、5インチは約12.7cmである。 

 この解釈により、「眞々5″ノ角ばあノ羅列カラ」という表現の意味が理解できる。すな

わち、間隔が5インチの角バーの連続を意味しているのである。 

 次に、この「角ばあノ羅列」とは何かについて解釈する。まず、想定できる場所はどこ

なのかを考えてみよう。先行研究では、トイレ(コンヨンミン、前掲2009：185)、工事現場

(チェヘシル、前掲：106)、男女の出会いの場(イスンフン前掲：99)などと考えられてきた。 

前の行で「鉄柵ノ外ノ白大理石ノ建築物ガ雄壮ニ建ツテイタ」と述べられている。また、

次の行では「肉體ニ對スル處分法」という表現がある。これらの言葉から、その当時、鉄

柵の外に白大理石の建築物が存在するところ、また、肉體に対する何らかの行為が「處分」

と呼ばれるような場所を考えてみるならば、それは刑務所ではないかと推理される。 

実際に、李箱が1936年10月16日付けの『毎日申報』に書いた随筆の中に、「私は建築が専

門である関係上、在学時代に刑務所見学に行ったことが何度かある」（崔真碩2006：232）

という記述がある。李箱が刑務所を想定してこの詩を書いたとしても不思議ではない。 

 それでは、「白大理石ノ建築物」が近くにある刑務所を考えてみよう。それは西大門刑務

所ではないかと思われる。なぜなら、その近くには独立門があるからである。1930年代当

時、西大門刑務所の近くに建てられていた白大理石の建築物は、独立協会によって1897年

に完成された独立門だけであった。花崗岩で作られた高さ14.28ｍの門である。現在は70

ｍ程、移されているが、今も西大門刑務所歴史館のある独立公園の中に建っている。 

 そのように考えると「眞々5″ノ角ばあノ羅列」とは、刑務所の窓にはめられた鉄格子と

考えることができる。現地へ赴き実際に計測したところ、この刑務所に関する実測調査報

告書と同じ、西大門刑務所の窓にはめられた鉄の間隔は、約13～15cmであった。およそ5

インチである（旧ソウル拘置所実測調査報告書 2003：565〈窓戸一覧表〉）。つまり、ここ

に述べられている鉄柵と建築物は西大門刑務所とその近くにあった独立門であるというこ

とができる。これによって李箱は何を主張しているのか。考察を進めるためには、詩の前

半部分とあわせて考える必要がある。 
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２）直線と円（顕微鏡） 

 

任意ノ半徑ノ圓(過去分詞ノ相場) 

  

圓内ノ一點ト圓外ノ一點トヲ結ビ付ケタ直線 

 

二種類ノ存在ノ時間的影響性 

（ワレワレハコノコトニツイテムトンチヤクデアル） 

 

直線ハ圓ヲ殺害シタカ 

 

顕微鏡 

ソノ下ニ於テハ人工モ自然ト同ジク現象サレタ。 

 

ここで「顕微鏡」を軸に読み解くことにより、後半部分との関連がより鮮明に理解でき

る。 

 まず、顕微鏡の構造を見よう。顕微鏡で接眼レンズから対象物を見ると、その像を円の

中に見ることができる。それが「任意ノ半径ノ圓」である。「圓内ノ一點ト圓外ノ一點ト

ヲ結ビ付ケタ直線」については、立体的に考えると、対象となるものを上から眺める視線

がその直線となることに気づく。すなわち、 載物台（ステージ）の上に置かれたプレパ

ラートを接眼レンズから眺める視線である。 

 それでは、西大門刑務所と顕微鏡の共通点は何かという疑問が起こる。これは、西大門

刑務所の建築構造を考えることにより、理解できる。パノプティコンである。 

パノプティコンとはイギリスのジェレミー・ベンサムが18世紀に考案した建築学的形象

である。功利主義者であったベンサムの考えではパノプティコンは最小限の費用、最小限

の監視で最大の効果が出る装置であった。 

 

ベンサムの考え付いた＜一望監視施設
パ ノ プ テ ィ コ ン

＞は、こうした組み合わせの建築学的な

形象である。その原理はよく知られるとおりであって、周囲には円環状の建物、

中心に塔を配して、塔には円周状にそれを取り巻く建物の内側に面して大きい窓

がいくつもつけられる。（塔から内庭ごしに、周囲の建物のなかを監視するわけで

ある。）（ミシェル・フーコー1977：202） 

 

 近代以降、日本でもこのパノプティコン構造を採用している刑務所が数多くある。刑務

所の建物についてはパノプティコン型、パビリオン型などがあるが（重松一義1985：266）、

多くの刑務所がパノプティコン型を採用している。 
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西大門刑務所は日本人設計者である四天王数馬によって設計されている。彼に関して、

「明治四十年、典獄四天王数馬(札幌、富山、和歌山の典獄を歴任)が朝鮮政府に招聘され

た形で、同国監獄の本格的指導者に据えられている」（重松一義、前掲：266）という記録

が残っている。西大門刑務所についても、建物はパノプティコン型で、Ｔ字型と三方向の

扇型である。キムミンスもパノプティコン型であることをその著書の中で指摘している（キ

ムミンス2002：110-120）。 

パノプティコンは「見る＝見られるという一対の事態を切り離す機械仕掛けであって、

その円周状の建物の内部では人は完全に見られるが、けっして見るわけにはいかず、中央

部の塔のなかからは人はいっさいを見るが、けっして見られはしないのである。」（ミシェ

ル・フーコー、前掲：204） 

「見る＝見られるという一対の事態を切り離す機械仕掛け」という、この構造が顕微鏡

にたとえられていると考えられるのである。 

「過去分詞の相場」とはプレパラートの状態をあらわしている。「過去分詞」は助動詞と

共に用いて完了形や受動態を作る。つまり、プレパラートの上にある対象物は過去分詞、

すなわち既に受身の状態として完了し、常に見られる存在になっているということである。

ここで、「相場」の意味は日本国語大辞典（小学館、1974)によれば、五つの意味を持つが、

その中で、既存の韓国語訳によく使われていた「一般市場で取引される品物の値段。時価。」

という意味より「世間一般に定まっている人や物事のねうち。だいたいの見当。また、物

事の限界」の意味として考えたほうが妥当である。「ソノ下ニ於テハ人工モ自然ト同ジク現

象サレタ」とは、プレパラートの状態になってしまうと人工も自然の標本と同じく観察さ

れうるものになってしまう。上からの視線に対して何もできずただ見られるだけの受動的

な存在となるのである。 

朝鮮総督府の官報や『朝鮮と建築』を読むと、朝鮮のありとあらゆる事物が調査、研究

されているのがわかる。朝鮮総督府で働いていた李箱が誰よりもこのような実情に明るか

ったはずである。朝鮮が「見る立場」としての日本から細かく観察されており、植民地朝

鮮はまるでプレパラート上の標本のような状況にあることを比喩的に表現しているのであ

る。 

 西大門刑務所の主な目的のうちの一つは、独立運動の抑制であった。独立運動家を捕ら

えて、隔離し、監視することだった。「肉体ニ対スル処分法」という表現で、李箱は刑務所

内の受刑者の「肉体」が人として扱われず、まるでものの様に「処分」されている現実を

鋭く指摘しているのである。 

 

独立門は近代的に雄壮に建っているが、 

 

目的ノナカツタ丈 冷靜デアツタ 
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とあり、その門の目的は有名無実で、ただの冷たい花崗岩に過ぎないことを表している。25 

 顕微鏡と刑務所の構造の関係から、李箱が当時の朝鮮の現実をどのようにとらえていた

のかを知ることができる。これを三つ目の点である｢太陽｣の解釈から明らかにしたい。  

 

３）太陽 

 太陽に関しては次の文がある。 

 

勿論太陽ガ在ツテイナケレバナラナイ場所ニ在ツテイタ 

バカリデナクソウシナケレバナラナイ歩調ヲ美化スルコ 

トヲモシテイナカツタ。 

 

この意味のわかりにくいねじれた文には太陽の正体が表現されている。自然の太陽なら

ば、 ｢在ツテイナケレバナラナイ場所｣で恵みの光を与えるはずである。しかし、「在ツテ

イナケレバナラナイ場所ニ在ツテイタ」のに、「ソウシナケレバナラナイ歩調ヲ美化スルコ

ト」という役割を果たしていない太陽なのである。つまり、この太陽は自然の太陽ではな

く何かの象徴である。 

太陽に関しては、詩の後半で次のように表現されている。 

 

太陽ガ汗ニ濡レタ背ナカヲ照ラシタ時  

影ハ背ナカノ前方ニアツタ 

 

太陽が背中を照らしているのに、背中の前方に影が生じることはありえない。背中を照

らせば、影は人の前方に生ずるべきである。異常なのだ。太陽が背中を照らすこと、影が

背中の前方にあること、この二つの現象から考えられることは太陽が二つ存在するか、一

つの太陽が二つの役割を果たしているかである。どちらにしても自然ではない。 

ここで「異常ナ可逆反應」という題名の意味を考えてみたい。「可逆反應」とは化学反応

では起こりうる反応である。それは正反応が進むのと同時に逆反応が起こるような現象で

あり、異常な反応ではない。 

しかし、この太陽に照らされているところでは起こりえない異常な状況が繰り広げられ

ている。太陽が背中を照らすことは自然であるが、それと同時に自然と逆方向で影が生じ

ることは異常である。正反応と逆反応が同時に起こっていて、異常な反応であるところ、

それは、植民地化と近代化が同時に進んでいる朝鮮のことではないか。つまり、「太陽」と

は日本のことを表しているのではないか。 

                                                        
25「目的」の主体が「白大理石の建築物」なのか、「便秘症患者」なのかに関して現在検討

中である。 
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「太陽」についてのねじれた表現の詩行、また、「太陽」が「照ラシタ時」の「太陽が照

らす」という表現から、日本の太陽神アマテラス（天照大神）信仰を考えてみたい。 

明治維新を成功させた維新政府はその正当性を確保するため、「明治初期には、政治シン

ボルとしてのアマテラスを機軸として、天皇統治の正当性を弁証する国家イデオロギーを

新たに作り出し、それを国教として普及させる政策（神道国教化政策）を行った」（千葉慶

2011：76）。それ以後、維新政府の伊藤博文により1889年帝国憲法が発布され、天皇制立憲

主義国家の形態を取ることになる。その天皇制国家イデオロギーの象徴が「太陽」である。

文明と未開の二項対立の理論を背景に、朝鮮を未開から文明国にするために行うという植

民地政策のベースに、植民地支配の「恵み」のイデオロギーとしての太陽の光が存在する。

皇民化政策に代表される天皇制帝国主義国家日本という太陽である。その太陽は日本国旗

の「日の丸」が象徴し、植民地の隅々にまで建てられた神社で確認できる。 

このような日本に対し、朝鮮の地の上では「異常ナ可逆反應」が起こっている。朝鮮の

この可逆反応を起こす主体は日本である。「日の丸」の太陽が当たって朝鮮は植民地化され、

同時に朝鮮では近代化が進められている。日本の植民地である朝鮮は日本という太陽に見

られ、監視されている。 

 

発達シナイシ発展シナイシ 

コレハ憤怒デアル。 

 

朝鮮は「発達」することもなく「発展」することもなく常に太陽である日本に監視され

ている。この現実の状況が感情的言葉を噴出させる。「コレハ憤怒デアル」と。 

ここで前半部分のこの二行を考えてみよう。 

 

二種類ノ存在ノ時間的影響性 

（ワレワレハコノコトニツイテムトンチヤクデアル） 

 

｢太陽｣の部分を通じて、李箱は「二種類ノ存在」の「見る、見られる」という対立関係

だけでなく、その存在の間に生ずる「時間的影響性」に注目している。 

日本は朝鮮の植民地化、朝鮮は近代化というそれぞれ異なる目的へ向かっていく。その二

つの対立する目標が同時に起こっている。同一空間で起こることにより「二種類ノ存在ノ

時間的影響性」が見えてくる。日本による朝鮮の植民地化と近代化は同時に進んでいくの

である。朝鮮の首都であったところは、「京城」という名で日本の第七番目の都市として規

定され、26近代化が進行することになる。その結果、朝鮮の人々が進めようとする独自の

                                                        
26 ヨムボクギュ（염복규）、『서울은 어떻게 계획되었는가』살림、2005、ｐ4．引用者

訳 
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近代化は現実には力を失ってしまい、日本による支配の下で近代化されていく。つまり、

見る存在の日本と見られる存在の朝鮮の間には時間的影響性が成立していることが表現さ

れている。 

 しかし、「ワレワレ」朝鮮の人々は、時間的影響性があるにもかかわらず、この現実に、

その力の大きさに、気づいていない、すなわち｢ムトンチヤク｣であると李箱は言う。 

李箱にとって朝鮮の近代化は大きな課題であった。彼は朝鮮が「発達」や「発展」しな

いことに苦悩している。日本による朝鮮の近代化は植民地としての役割を果たすための近

代化であり、近代化を進めることは植民地統治を固定化する結果になる。この現実が見え

てくることにより、彼は疑問を感じ取るようになったと解釈できる。 

  

直線ハ円ヲ殺害シタカ 

 

朝鮮の現実は顕微鏡の載物台(ステージ)の上に置かれたプレパラートである。パノプテ

ィコンの構造の中で監視されている受刑者である。朝鮮の地の上では「異常ナ可逆反應」

が起こっている。 

この行だけが太い文字で書かれていることに注目すべきである。李箱は｢日本は朝鮮を殺

したのか。朝鮮は殺されてしまうのか。何故朝鮮はこのような目にあったのか｣という疑問

と｢朝鮮の未来は、近代化はどうなるのか｣という不安を感じている。しかし、李箱の考え

は朝鮮の人々に理解されない。当然ながら、朝鮮総督府で働いている朝鮮人の立場として、

理解してもらえるわけがない。しかも、この詩を日本語で書いているという状況では、理

解を求めても、それが叶わないことは当然である。 

 

人ハ云ツタ 

「あの便秘症患者の人はあの金持の家に食鹽を貰ひに這 

入らうと希っているのである」 

ト 

...................... 

 

 ここで注目すべきは「人」、「金持の家」、「便秘症患者」である。27これまでの詩の展開

                                                        
27 コンヨンミン(권영민）は「排泄、その欲望と快楽の構造」（『李箱テクスト研究』、문학

에디션 뿔、2009.）で、この部分に詩的モチーフとして「小便たれの塩貰い」という民間

習俗が使用されていることに注目している。民間習俗では、おねしょをした子供に箕をか

ぶらせて隣の家に行かせ塩を貰って来させることがあった。箕をかぶった子供を見ると、

隣の人もすぐわかってひやかしたり叱ったりしながら塩を与えた。コンヨンミン(권영민）

はこの習俗と「便秘症患者」が「金持の家に食塩を貰ひに這入」ることにアナロジーを見
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により、「人」は朝鮮の人々、「金持の家」とは朝鮮より近代化が進んでいる日本、「便秘症

患者」とは李箱自身を表していると考えられる。植民地化という現実を見抜いていながら

も、その現実の力によって表現し、理解してもらうことができない人間、それは李箱であ

る。このことに鑑みれば、主張を胸の内にためて苦しむ李箱の姿と「便秘症患者」は比喩

関係として捉えられる。李箱は朝鮮の人々が自分の苦しみや不安の意味を感じ取れないこ

とを自覚している。そこには朝鮮総督府で働いていた李箱の立場も含まれていただろう。

それで、「金持の家に食鹽を貰ひに這入らうと希っている」と、つまり、「食鹽」28で象徴

される金銭や食糧を求めて日本に頼ろうとすると言われ、人に理解されないと考えている。

それでも彼は言葉を返すことができない。詩の最後の「......................」は、理

解されない李箱の何も言えない姿なのである。 

 

３．詩語「俺」の姿―「異常ナ可逆反應」と「破片ノ景色――」の関連性をめぐって 

 

 「異常ナ可逆反應」を解釈するにあたって先行研究とは異なる観点から分析し、当時の朝

鮮の現実が反映されている詩として解釈に努めた。日本によって朝鮮の植民地化と近代化

が同時に起こっているその現実を示した詩であった。それでは、「異常ナ可逆反應」で見ら

れた近代化と植民地化の問題を二番目の詩「破片ノ景色――」にも見ることができるだろ

うか。二篇の詩に関連性があるかどうかを探りながら、「破片ノ景色――」の詩語「俺」の

姿を明らかにしたい。 

 〈1931・6・5〉という日付から、「破片ノ景色――」はおそらく「異常ナ可逆反應」と同

じ日に書いたと考えられる。この二つの詩の関連性については最新のキムジュヒョン編の

『増補定本李箱文学全集』（2009年）では「異常ナ可逆反應」の6篇の詩は各々個別の詩と

考えられている。李箱の全集はイムゾングク編をはじめとして、6回出版されているが、29

                                                                                                                                                                   

て、「小便たれ」が「便秘症」に変容したことを、ともに排泄の行為として欲望と快楽の構

造から説明している。しかし、隣の家が「金持ちの家」であることに関しては説明がない。

また貰いに行くことと「貰ひに這入」ることの違いに関しても注目していない。「小便たれ

の塩貰い」が一つの詩的モチーフであるとするならば、 「金持ち」、「這入る」などの変容

した詩語の意味まで考えるべきである。 

28 百科事典によれば、塩は生活の必需品であるために交換の媒介をする一種の貨幣の役

目を果たすようになり、ときには塩を固めたものが貨幣として使用されていた。ローマ時

代には役人や軍人に塩が支給され、帝政時代にはこの塩の代りに貨幣が支給されるように

なったが、こんにち俸給を意味する英語のサラリーsalaryは塩の支給を意味するラテン語

のサラリウムsalariumに由来している。（『世界大百科事典』12 、平凡社、1988、p.73） 

29 日本で出版された崔真碩による『李箱作品集成』（2006、作品社）は、 原本に似せて、

「異常ナ可逆反応」と「破片ノ景色――」外４篇の詩の題名の文字のサイズを変えている。 
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ほとんどが活字の大きさの違いに気づくことなく「異常ナ可逆反應」の6篇の詩のタイトル

を同じ活字サイズにしてきた。ただ、イオリョン編の全集では「異常ナ可逆反應」のタイ

トルは大きい活字と小さい活字で2回示されている。イオリョンの判断で、二つの題名にさ

れたようだが、これも原本とは異なる。活字のサイズの違いを無視していることも、個別

詩として見ることも、原本とは距離がある。本稿では、個別詩ではなく系列詩として見る

のが妥当だと考える。「異常ナ可逆反應」に連続する詩として「破片ノ景色――」を見るこ

とにより、難解だと言われている部分が明らかになる。 

 まず、形式面では題名の活字のサイズに注目したい。これまで出版された李箱の全集で

は「異常ナ可逆反應」と「破片ノ景色――」の題名はほとんどが同じサイズになっている。

これを『朝鮮と建築』に発表されている他の詩と比べてみよう。この原本で連作詩と考え

られている詩は、それとわかるように差別化され明示されている。大きい題名のサイズは

16ポイント、小さい題名は約14ポイントである。これに比べると、原本の「異常ナ可逆反

應」外五篇の詩は連作詩か否かはっきりとは明示されていないが、「異常ナ可逆反應」の題

名のサイズは16ポイント、「破片ノ景色――」外４篇の題名は約14ポイントである。 

   
「異常ナ可逆反應」（16ポイント） 

 
  「破片ノ景色――」 （約14ポイント） 

 

つまり、「異常ナ可逆反應」を大枠の題名として定め、その他の五篇を系列詩として発表し

ていると考えられる。李箱は編集の経験が豊富で、ポイントにも敏感であった。30 例え

ば、 

 

「参考書というのが大概が九『ポイント』活字になっている」（〈李箱1936. 3、

「早春点描」『毎日申報』、引用者訳〉キムジュヒョン2009．『増補定本  李箱文

学全集3-随筆・他』から再引用、下線 引用者） 

 

「草花が咲いて満開になる夢、グラビアの原色版の夢、絵本を見るように楽し

                                                                                                                                                                   

〈李箱全集〉については、注４参照。 

30 李箱は1926年に京城高工文芸回覧誌『難破船』を編集、1929年に卒業アルバム編集、

その後1936年には出版社に就職、「九人会」の同人誌『詩と小説』でも編集を担当するなど

の編集経歴を持っている。 

 アンサンス(안상수)『타이포그라피적 관점에서 본 李箱 시에 대한 연구』、한양대학

교 대학원 박사논문、1995．アンサンスの論文は李箱の詩の活字体に関して詳しく考察し

ており、参考になる。 
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い夢を見たいです。そうすれば、簡単な説明のために、爽快な詩をつくって七ポ

イントの活字で配置するのもいいです。」（〈李箱1935．「山村余情」『毎日申報』〉

崔真碩編訳2006、『李箱作品集成』から再引用、下線 引用者） 

 

などの表現が見られる。このような例に鑑みて、最初に発表された詩の活字のサイズも意

識的に設定されていたはずである。 

 内容面では、「異常ナ可逆反應」の最後の部分と「破片ノ景色――」の最初の部分を繋げ

てみると、関連性が見られる。「破片ノ景色――」の一行目は、いきなり泣くことで始まる。

勿論、破格の詩行として読めないことはない。しかし、「異常ナ可逆反應」の最後の部分と

関連させてみれば、「俺」が泣いている理由を探る鍵ともなる。「異常ナ可逆反應」で李箱

は日本による近代化と植民地化が進む朝鮮の現実に悩み、揺れ動く自分の姿を表現してい

た。最後の部分の沈黙、「......................」は、人に理解されない李箱の何も言え

ない姿であり、「......................」のように何も言えず、「仕方ナク泣イタ」人は

「俺」であり、同時に李箱であると考えられる。 

 このような形式面と内容面の考察で「異常ナ可逆反應」と「破片ノ景色――」には繋が

りがあることが窺える。つまり、「破片ノ景色――」を解釈するにあたっても、李箱が生き

ていた時代を読む必要がある。今度は「破片ノ景色――」に登場する「すてつき」という

詩語に注目する。この語は李箱が生きていた時代を読むためのキーワードになると思われ

るからである。 

 

４．詩語「すてつき」：ステッキガール・モダンガール・妓生（キーセン） 

１）「すてつき」をめぐる先行研究 

 この詩では、現在ひらがなで書く言葉はカタカナで、カタカナで書く言葉はひらがなで

書かれているため、「すてつき」は現在ならカタカナで書くところだろう。 

「すてつき」の辞典的意味は、スティック、またはステッキ（stick）、洋風の杖である。

「すてつき」に関する先行研究は男性の象徴と見るのが一般的である。31しかし、そのよ

うに考えるならば、なぜ「淋シク有名デアル」のか、その理由が説明できるような手掛か

りが見えない。 

 先行研究の中のユンスハの研究によれば、32「すてつき」はスラップスティックコメ

ディの代名詞のチャップリン（Charles Chaplin）のことだという。「内面の感情を隠して

演技をしなければならない俳優として有名な人」だから、というのが彼の主張であるが、

「すてつき」の前後の詩行との関連性が説明できていない。また、シンヒョンチョルはチ

ャップリン（Charles Chaplin）の代表作の一つである〈The Gold Rush〉（1925）との関連

                                                        
31  イスンフン(이승훈)、『李箱文学全集1-詩』、文学思想社、1989. p.101.  

32  ユンスハ(윤수하)、「李箱 詩の相互媒体性 研究」全北大学校 博士論文、2009. 
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から「すてつき」がチャップリンのことだという説を詳しく述べている。33さらに、シン

ヒョンチョルは映画の二つの場面から「履物と食べ物の間の隠喩的類似性」に着目して、

詩語「▽ノすりつぱーハ菓子ト同ジデナイ」との関連性を主張している。その場面とはチ

ャップリンが靴を煮て食べる場面と、恋人を待ち続ける際の夢のなかでパンにフォークを

挿し、躍らせる場面である。「すりつぱー」と「菓子」のイメージはこの映画の場面から着

想されたものであり、李箱は詩の中にそれ以外の手がかりを残してないと述べている。 

 筆者もチャップリンの映画が投影されていることはあり得ると考える。それは、「すてつ

き」が西欧主義者の代表的アレゴリーとして使われた場合である。「すてつき」は夏目漱石、

横光利一、牧野信一などの小説にも登場するし、当時の社会的トレンドでもあった。その

中でも映画の普及によりチャップリンのモチーフがよく知られていたことは間違いない。

特に、チャップリン映画では紳士でない浮浪人が紳士のアイテムを使うところに特徴があ

り、その特徴を象徴する場面の一つが靴を食べる場面であるといえる。 

 とはいえ、李箱の詩にチャップリンの映画モチーフが投影されているとしても、それが

詩全体の構造面にかかわるものであるとは思えない。なぜならば、この詩の全体的構造は

｢△」・｢俺｣・｢▽｣という三つの要素から構成されており、それがこの詩の柱になっている

と考えるからである。 

チャップリンの履物と食べ物のイメージは、素材は同じであっても、「破片ノ景色――」

において意味する内容とは異なっている。また、李箱は「すりつぱー」と「菓子」の解読

を助けるために、先行する詩「異常ナ可逆反應」の中に手がかりを残しておいたと考えら

れる。前述したように、「異常ナ可逆反應」と「破片ノ景色――」には繋がりがあり、「異

常ナ可逆反應」の最後の連にその手がかりを見つけることができる。そこでは、「金持の家

に食鹽を貰ひに這入らうと希っている」と人に後ろ指を指され、自分の真意が理解されな

いことが「......................」という沈黙を示す記号として表現されていた。 

李箱にとって「▽」の「すりつぱー」と「菓子」とは何を意味したのか。まず、「すりつ

ぱー」はどこで働いているか、どこに〈所属〉するのかという〈所属〉の問題を表象して

いると考えられる。また、「菓子」は〈所有〉の問題を表象し、34「異常ナ可逆反應」に現

れる「金持の家」と「食鹽」との関係につながっている。つまりここには、朝鮮総督府で

働いている人間の葛藤が表現されている。 

詩行「▽ノすりつぱーハ菓子ト同ジデナイ」を見ると、「▽」が持つ「すりつぱー」は「菓

子」とは違うと反論している。「異常ナ可逆反應」では何も答えることができず、無言で終

わってしまったが、「破片ノ景色――」でははっきりと「同ジデナイ」と主張している。 

チャップリンの「靴」と李箱の「すりつぱー」は同じ履物ではあるが大きい差がある。

                                                        
33 シンヒョンチョル（신형철）、「이상 문학의 역사철학적 연구」、서울대학교 박사

논문、2012. 
34 「菓子」については第４章にも言及するが、「空腹」の詩にも〈所有〉の表象として現

れている。 
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先行研究のようにチャップリンの履き古した「靴」と同じであるとすれば、その靴は「空

腹」や貧しさや辛い人生と一緒に読まなければいけない象徴物であろう。それならば、当

時の京城の現実に即してみると、ゴム靴や経済靴の方がふさわしいだろう。なぜ「すりつ

ぱー」なのか。当時の「すりつぱー」は、朝鮮に輸入された当初、金持の家の室内用か官

公署・銀行などの職場用として導入され、その後次第に一般に普及した履物であった。そ

れは朝鮮本来の文化ではなく、日本から輸入された近代文化の一つである。朝鮮総督府で

「すりつぱー」を履いていたかどうかはまだ検証していないが、銀行で履いていたことは

小説を通して確認することができる。 

1930年代の社会を緻密に描写し、風刺していたチェマンシク（채만식）の長編小説『濁

流』には「××銀行群山支店」で働いている人が仕事中ちょっと出かける様子を描写する

際、「すりつぱー」を履いていると記述している。35 

 日本の「すりつぱー」の由来を考えるために、以下の内容が参考になる。 

 

足の甲に引っかけて履く室内用の履物。英語slipperは、slip（滑る）から生じ

た語で、滑らすように容易に履けるものの意。福沢諭吉の『西洋衣食住』に「上

沓（スリップルス）」として紹介してあるのが、古い例であるが、その挿絵は靴の

形状をしている。日本式スリッパは、西洋人が土足のまま室内に上がり込む問題

を解決するために、東京の仕立て職人徳野利三郎が、靴のまま履けるものとして

考案したのが原型とされる。（「スリッパ」、『暮らしのことば 新語源辞典』、2008.） 

 

明治に日本で外国人のために作られたスリッパは、明治 30年代になると都市の

上層部を中心に履かれるようになっていくが、大正から昭和初期にかけての素材

は、払い下げの軍服の生地を染色し直して使用していたという。（「スリッパ」、武

知邦博（日本はきもの博物館学芸員、p.16。

www.hikaku.metro.tokyo.jp/images/pdf/126pdf/04.pdf、2014年 12月 2日検索）

36  

日本式のスリッパも開化と絡んで作られ、近代文化として作られ普及して、それが朝鮮

に導入された。したがって、このようなスリッパを履く職場は〈朝鮮総督府〉を象徴し、

「菓子」は〈朝鮮総督府〉で働いていることがどういう意味を持つのかを表象するもので

あると考えられる。ある人には「食鹽」（異常ナ可逆反應）をもらうためだと言われ、ある

                                                        
35 공종구 엮음、『탁류』（채만식、1937.10．12－1938．5．17、조선일보에 연재）현대

문학、2011、p.28. 

 蔡萬植、三枝壽勝 訳、『濁流』、講談社、1999、p.15.には「サンダル」と訳されている

が、「スリッパ」のことである。 
36 日本はきもの博物館は閉館してしまったが、この資料はネット上で検索できる。 

http://www.hikaku.metro.tokyo.jp/images/pdf/126pdf/04.pdf
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人には「菓子」であると見なされるのを「俺」は否定しようとする。詩行「▽ノすりつぱ

ーハ菓子ト同ジデナイ」の前後には「俺」が苦しんでいる姿が現れる。つまり、チャップ

リンと安易に関連づけて解釈するのではなく、この詩の文脈における｢△」・｢俺｣・｢▽｣の

実態から具体的に分析する必要がある。詩的構造を探って、｢△」・｢俺｣・｢▽｣の意味を明

らかにすることにより、詩の全体がより鮮明に見えてくるであろう。そのため、チャップ

リンの映画以外の当時の近代文化からも考えてみる。 

２）「すてつき」とステッキガール 

 本稿では「すてつき」には日本から入ってきた近代文化が反映されていると考える。つ

まり、「ステッキガール」の「ステッキ」である。それでは、ステッキガールとは何か。日

本の『外来語辞典』（1967年、角川書店）によれば、ステッキガールとは「散歩のステッキ

がわりに同伴する女性」である。それはモダンガールの一種で、新しく出現した職業であ

った。下の二つの引用を見ると、その姿が浮かび上がる。引用の①は「ナンセンス・スケ

ツチ」というエピソードに描かれる「ステッキガール」である。 

 

① 

銀座通りの夜。 

一人の短髪の美人がモボと腕を組んで喃々と語りつゝ歩いて来る。新橋の橋のと

ころまで来ると、突然立ち停って、 

女「私これで失礼します」 

男「さうですか」 

女「頂戴な」 

男「え？何を」 

女「一時間一円です！」 

男「・・・・・・」 

女「私ステツキガールよ」 

男「僕は・・・・・・僕はステツキボーイなんです」 

〈エロ時代銀座風景〉「東京エロオンパレード」西尾信治（南博1985：72） 

 

② 

とにかく、新聞や雑誌や映画は「近代的
モ ダ ニテ ィ

」に対して、特殊の感覚を持っている。

そしてこの尖鋭な感覚は、一つはニュースとして、一つは流行として、一つは商

売として夫々特異な宣伝力を発揮する。例えば銀座に現れたステッキ・ガールが、

まず新聞記者の感触からニュースとして取扱われると、雑誌はステッキ・ガール

を主題として記事の幾頁かを作って、メーン・タイトルとする。と抜目のない活

動屋が直ちに『ステッキ・ガール』を一本、スクリーンの前におったてる。斯く
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してステッキ・ガールという実物と名称とが、モダニティの一存在として立派に

確立されてしまう。 

モガもモボも、そして又ストリート・ガールまでもが、こうした宣伝によって、

一般の好奇にそそられ、若い人々の流行となり、生活の存在となってゆくのであ

る。      「モダーン、しんぶん・ざっし・えいが・まんだん」保篠龍緒

（南博1983：163－164） 

 

引用の②には、大衆文化が作られていく仕組みが観察される。その一例として登場する

「ステッキガール」は1929年の日本の流行語であり、37実際に「ステッキガール」（1929、

清水宏監督）という名の映画も製作されていた。 

 日本で流行していた物や言葉は同じ時期に京城にも現れる。当時の新聞には「モダンガ

ール、モダンボーイ」の記事がよく掲載されている。38さらに、「ステッキガール、ステッ

キボーイ、キスガール」などの言葉も見られる。日本とほぼ同時期、1929年7月に朝鮮の都

市、釜山でも映画「ステッキガール」が上映されていた。39「ステッキガール」が東京の

銀座に現れたことは京城にもすぐに伝わり、1929年6月4日の朝鮮日報に以下のように報道

されている。40 

   

このごろ東京の銀座には‘ステッキガール’という新しい職業婦人が出来て芳

紀に男性のステッキのかわりになって散歩を楽しむ男性の脇を支えるらしい。こ

れは勿論ブルジョアの社会の爛熟期にないわけにはいかない現象だが、女性の参

政権を主張するモダンガールが自ら男性のおもちゃになるのも良い対照で、これ

も都会人のますます尖らされていく末梢神経の刺激剤になるだろう 

（〈1929年6月4日の朝鮮日報、引用者訳〉シンミョンジック、2003、から再引用） 

  

 当時、京城のモダンガールの流行は日本と同時代的であった。モダンガールの主流は日本

に留学した女性たちを含め、新式教育を受けた、いわゆる新女性たちだったが、そこには、

妓生たちも多く混じっていた。 

 

彼女たち（妓生：引用者）はまもなく流行歌の歌手や映画俳優になり、喫茶店

                                                        
37 木村傳兵衛 他、『新語・流行語大全』、自由国民社、2005、p.363.  

38 シンミョンジク（신명직）、『모던보이、京城을거닐다』、현실문화연구、2003. 

 キム・ジンソン著、川村湊 監訳、安岡明子、川村亜子訳 『ソウルにダンスホールを』、

法政大学出版局、2005． 

39 ホンヨンチョル（홍영철）、『부산근대영화사』、산지니、2009、p.319. 

40 シンミョンジク（신명직）、前掲、pp.128-129 
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のマダムに納まって、知識人や文化人、芸術家たちと深い交わりを持った。した

がって現代の初期において、女性の地位と役割、さらに思想と意識を左右したの

は、いくつかの知識人グループの欧米志向的な考えであったにしても、これを日

常の暮らしの中で、自分自身のあるべき姿を確認しつつ実践した人々の中に妓生

も含まれていた。（中略）妓生が社会の周辺に生きる遊女に没落していくのではな

く、1930年代の近代社会へ入っていく過程で、新しい文化の主体に転換したのは

注目すべき流れだった。（キム・ジンソン2005： 216－217） 

 

 モダンガールの中には妓生が多く、新しい大衆文化の主体になった。有名な女優、歌手

は妓生出身が多かった。 

  

３）ステッキガールと妓生（キーセン） 

「すてつき」はステッキガールからモダンガール、そこから妓生に繋がっていく。妓生

は近代大衆文化として京城で日常的に見られる風景でもあった。1930年代の京城は行政に

よるものではないが、日本人の町と朝鮮人の町に分かれていて、どちらも遊郭がズラリと

並んでいた。川村によれば、当時、「京城全体の合計は楼数七十四、娼妓三百九十六人」で

あった（川村湊2000：133）。 

 

ホントウニ 

「一緒に歌ひなさいませ」 

ト云ツテ俺ノ膝ヲ叩イタ筈ノコトニ対シテ 

▽ハ俺ノ夢デアル。 

 

すてつき！君ハ淋シク有名デアル 

   

 「すてつき」の前の連を考えると、妓生とのつながりがはっきり見えてくる。妓生を連

想させる部分である。  

 次の「すてつき」の行を読むと「淋シ」いことと「有名デアル」ことが等価の意味を持

つ言葉として表現されている。なぜ、「淋シク」感じるのか。淋しいという表現に注目した

い。 

 これまで見てきたのは、京城の近代文化の世相の一面であった。憧れの華麗なる近代文

化である。 

 反面、妓生のもう一つの顔は以下のような研究に現われている。 

 

妓生の「美人絵葉書」は、宗主国の男性と植民地の女性という明白な権力関係

の象徴にほかならなかったということだ。実際には妓生と無縁に朝鮮から帰って
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きた日本人男性にとっても、その小さな一枚の写真カードを手にすることによっ

て、大日本帝国が獲得した植民地の女性を手に入れることができたのである。（川

村湊2001：199） 

 

 絵葉書のモデルになっている妓生の文化史的解釈である。妓生は植民地朝鮮のイメージ

の象徴になっていた。植民地時代に朝鮮を紹介するポスターや観光案内書にも妓生の写真

が載せられ、雑誌『モダン日本』の朝鮮版の表紙にもなっていた。日本の政策により、朝

鮮は妓生というイメージが作られたのである。 

 イメージだけではなく、現実的にも変化が現れた。 

 

日本人が殖民進出した地域には、必ずといってよいほど“遊郭”がこしらえら

れた。自然発生的な“カルボチビ”とは違って、日本人のための遊郭は、官許、

公娼街として建設されたのである。（川村湊2000：132－133） 

 

上記のように、日本式の公娼制度が導入され、全国的に遊郭が多くなり、特に港町には大

規模の遊郭ができた。41妓生は次第に娼婦に転落して行った。 

 芸人としてのイメージから転落し、滅びていく妓生という存在は「淋シク」感じさせる。 

 「すてつき」は近代大衆文化のスターでありながらも、植民地の象徴として利用され、

過去の品格の高さを失って、ただの娼婦になっていく妓生を象徴していると考えられる。 

 近代化と植民地が交錯するところで李箱の苦悩は深くなる。この詩を書いた二年後、李

箱はある妓生と出会い、一緒に住むことになる。以降に出会った二人の女性もモダンガー

ルである。先行研究によれば、李箱の作品はこの三人の女たちとの関係に基づく作品だと

いうことになっている。妓生は李箱にとってどのような存在だったのか、筆者にはまだわ

からない。だが、李箱と三人の女たちとの関係を当時の京城の文化を見る視点から見直す

必要があると考えている。 

 さらに、京城と同時代性を持つ、あるいは、京城に影響を与えていた東京、そして、東

京がその後を追い模倣した欧米の政治や文化を視野に入れて李箱の文学に表れる女の像を

考えるべきである。 

 

５． 詩語 「△」・「俺」・「▽」 

１）詩語「▽」の姿―「  」をめぐって 

 「／」はスラッシュと呼ばれる記号である。これを逆にした「＼」、バックスラッシュと

いう記号がある。 

この詩が掲載されている『朝鮮と建築』誌は、当時の活版印刷によって印刷されている。

                                                        
41 鄭 銀淑、『韓国の「昭和」を歩く』、祥伝社、2005．  
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【図１】 

この活版印刷術では、四角形の金属がスタンプのようにひとつひとつの活字をなし、それ

らの活字を配列して文を作成する。 

 しかし、「  」という活字は存在しない。ここでは、「Ｗ」「＼」

「Ｉ」という３つの文字を組み合わせて一文字分のスペースに入れ

ている。 

 先行研究において、イオリョンはこの組文字「  」を「１ワ

ット」か、もしくは「電球のフィラメントの芯の模様である」と述

べている。それ以来、この解釈はイスンフン、キムジュヒョンの全

集でも註に引用されている。42イオリョンの説が概ね認められてい

るわけである。 

 また、イオリョンは文学シンポジウム資料集『李箱文学研究60年』

（1998年）で、「  」を考える場合、記号内容ではなく、記号表

現に注目すべきであると述べながら、「  」を数式としてではな

く、視覚的形態として捉えると「分数を表す数式ではなく、電球の

フィラメントの芯の模様を表していることがわかる」と主張してい

る。 

 李箱の詩を研究するに当たって、イオリョンのように記号論的接

近を試みることは重要である。ただ、その場合でも、記号そのものを

精確に見据え、分析する必要がある。確かに、「／」は分数をイメージ

させる記号である。実際に、『朝鮮と建築』のなかにある「京城物価表」では、「／」を分

数を表す記号として利用している例がある。 

 しかし、ここに見られる「  」の組文字の形態から、この線を「／」と読むことが

できるかどうかは疑問である。なぜなら、物価表の表現では「１／２」の形になっており、

線の方向が分数を表す場合と逆向きになっているからである。 

「  」の線は、正しく「＼」と解釈するほうが妥当であり、「＼」を利用した李箱の意

図を探るべきである。「＼」は数学の集合記号である。その意味は差集合である。差集合と

はある集合の中から別の集合に属する要素を取り去って得られる集合のことである。 

 差集合として捉えることで、新しい解釈の可能性が生まれる。「Ｗ」「＼」「Ｉ」の関係を

次のように考えてみたい。 

 「Ｗ」とは、タングステンの元素記号である。タングステンは金属で、電球のフィラメ

ントとしてしばしば用いられてきた。つまり、電球のフィラメントを意味していると考え

                                                        
42 イオリョン 校註、『李箱詩全作集』、文学思想資料調査研究室編、甲寅出版社、1978、

p.89. 

  キムユンシク・イスンフン 編、『李箱文学全集』全５巻、文学思想社、1989、p.101. 

 キムジュヒョン 注解、『増補定本李箱文学全集』全３巻、ソミョン出版、2009、p.35. 
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ることができる。イオリョンが述べた視覚的形態についても、ある程度の妥当性が認めら

れるが、「Ｗ」という記号の意味がこの解釈を裏づけ、これがフィラメントを表しているこ

とが理解できる。 

 「Ｉ」については、これまでの先行研究ではしばしば「１」と解釈されてきた。これま

で出版された李箱の全集でも、初期の全集では「Ｉ」と表記されながら、注では「１」を

表すと述べられている。おそらくローマ数字の表記と見なしたわけである。そして最近の

全集では表記も注も数字の「１」になっている。43 

 しかし、1931年の『朝鮮と建築』に発表された原本は、図１にも見られるように、必ず

しも「１」として読めるものではない。アルファベットの「Ｉ」である可能性も否定でき

ない。 

 それでは、「１」ではなく「 I 」と考えた場合どのように解釈できるかを考えてみよう。

「Ｉ」は数式で電流量を表す。 

 これまで考察してきた「Ｗ」「＼」「Ｉ」の記号の意味に鑑みれば、その関係を考えるこ

とができる。つまり、フィラメント（ Ｗ ）から 電流の量（Ｉ）を除くことになる。除い

て残るのは、電流の流れのない、光ることのないフィラメントである。つまり、記号「  」

は電流のないフィラメントということになる。 

 

▽ハ デアル 

 

 「▽」は「  」、すなわち、電流のないフィラメントである。 

 この一行は前の一行と合わせて、一連となっている。前の行と合わせてこの二行を考え

てみると、電燈と繋がりがあることがわかる。 

 

電燈ガ煙草ヲフカシタ 

 

 電燈がタバコをふかしたという表現は、人がタバコをふかすときのように、電燈が煙を

出していることを意味している。電燈の中のフィラメントが切れ、電球から煙が立ちのぼ

る様子を表していると考えられる。つまり、「  」とは、 電燈の中の切れたフィラメ

ントである。そこに電流が流れることはない。 

 電流が流れることのない切れたフィラメントは電燈の役割を果たせない状態を表す。ま

た、煙のため、電燈の中のフィラメントの実体ははっきりしない。煙幕を張り仮面を被っ

た状態、本来の役割を果たせない状態で、仮面を通じて姿を見せている人間のことではな

                                                        
43 便宜上、初期と最近の全集と述べたが、詳しくは、「Ｉ」表記は（１）（２）、「１」は（３）

（４）（６）である。（５）は両方載せているが、原本は「１」と表記し、韓国語訳本は（１）

から引用して、「Ｉ」になっている。注4の〈李箱全集〉参照。 
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いか。 

  

２）詩語 「△」の姿― 詩語 「△」・「俺」・「▽」の関連性をめぐって 

「△」・「俺」・「▽」とは何かを考えるために、「俺」が登場する詩行を見ると、「俺ハ仕

方ナク泣イタ」、「▽ヨ！俺ハ苦シイ」、「如何ニ俺ハ泣ケバヨイノカ」などがある。「破片ノ

景色――」のこれらの詩行に見られる「俺」は直接に感情を表す人であり、苦しみ、泣く

ことのできる人である。「俺」は「▽」に訴えている。「俺」にとって「▽」は冷静で落ち

着いた存在である。 

 次に、「△」が何かを考える前に、これまでの先行研究では注目されてこなかった不思議

な現象に目を向けてみたい。それは、以下に引用する四つの詩行に現れている。 

 三篇の詩のタイトルの横に、「俺」には「ＡＭＯＵＲＥＵＳＥ」がいると副題のように書

かれている。これまでは、出版された李箱の全集で③の部分の表記が「△」になっていた

ため、44しばしば間違ったテクストによって研究されることがあった。 

 

① △ハ俺ノＡＭＯＵＲＥＵＳＥデアル 「破片ノ景色――」より 

 

② △ハ俺ノＡＭＯＵＲＥＵＳＥデアル 「▽ノ遊戯――」より 

 

③ ▽は俺のＡＭＯＵＲＥＵＳＥである 「神経質に肥満した三角形」より 

    （下線は引用者） 

  

④ △オレの妻のナマエ（既に古い過去においてオレのＡＭＯＵＲＥＵＳＥは斯

くの如く聡明である）「線に関する覚書７」より 

 

 上記の①の「破片ノ景色――」と②の「▽ノ遊戯――」は同じ日付の「1931．6．5」で、

発表は『朝鮮と建築』1931年7月号になっている。③の「神経質に肥満した三角形」は「一

九三一、六、一」の日付で、発表は『朝鮮と建築』1931年8月号である。そして、④の「線

に関する覚書７」は「一九三一、九、一二」の日付、発表は『朝鮮と建築』1931年10月号

になっている。発表順では①②（7月号）→③（8月号）→④（10月号）となるが、書かれ

たと思われる日付に従えば、③→①②→④になる。45これまで、③の記号が「▽」である

ことに注目し、解釈した研究はないようである。本稿では、③の記号が「▽」であるとい

                                                        
44 注4の全集の中（１）（２）（３）（４）は原本と異なり、「△」になっている。（５）のキ

ムジュヒョンの指摘どおり正しいのは「▽」である。 

45 ④に関しては日付順、発表順ともに最後になるため問題にならない。また、他の記号と

関わる論になるので、別の機会に論じたい。 
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う点に注目したい。 

 なぜなら、①②③の詩では、副題以外に詩の本文に「△」が現れることはない。「△」が

詩の本文に現れるのは④の一回だけである。筆者が最初に①②③の詩を読んだとき、成立

が最も早い③の詩ではまだ「▽」だけが現れていて、「△」と「▽」の二つに分化していな

い、分化する以前の未分化の状態を見ることができると考えた。しかし、この詩が後に発

表されながら修正されていない点に注目するならば、この考えは成り立たない。 

 まず、 ①②③を通して見ると、二つの疑問が生じる。一つ目は、日付どおり③を先に書

いたとすれば、何故①②を③より先に発表したのか。二つ目は、③を後で発表したならば、

何故①②と同じく「俺」の「ＡＭＯＵＲＥＵＳＥ」を「△」に修正しなかったのか。勿論、

後で修正することなく最初に書いたまま載せたものとすれば不思議はない。しかし、そこ

に何か意味が隠れているとすれば、③の「俺」の「ＡＭＯＵＲＥＵＳＥ」を①②と異なる

「▽」のままで発表した理由があるはずである。 

 それは、「俺」の「ＡＭＯＵＲＥＵＳＥ」が「△」と「▽」の両方であることを示してい

るのではないか。 

 先行研究は「△ハ俺ノＡＭＯＵＲＥＵＳＥデアル」という詩行だけを考え、「△」は「Ａ

ＭＯＵＲＥＵＳＥ」だから女である、したがってそれと対称をなす「▽」は男である、と

考えられてきた。「ＡＭＯＵＲＥＵＳＥ」はフランス語で「恋人」を意味するというのがそ

の根拠であった。それでは、前述したとおり、「俺」の「ＡＭＯＵＲＥＵＳＥ」が「△」と

「▽」の両方である場合は、「俺」は両性愛者になるのか。泣いたり、苦しんでいる「俺」

が愛するのが「△」と「▽」の両方だと言う場合、それを女と男とすることは難しい。 

 本章で解釈してきたとおり、「俺」は植民地の現実に揺れ動き、悩む姿を直接に見せる人

であり、また、「▽」は仮面を被って冷静で落ち着いた姿を見せる存在であると考えられる。

しかし、「△」はここまではその性格がはっきりと表現されていない。対称構造を考えると

推測できないことはないが、以降の詩を追うことによって明らかになるだろう。 

 重要なのは、「△」と「▽」の両方とも「俺」の「ＡＭＯＵＲＥＵＳＥ」であるというこ

とである。以降の詩では、この「△」・「俺」・「▽」は別の表現に置き換わっていく。「俺」

の「内面」と「外面」、「鏡の中の私」と「鏡の外の私」。したがって、李箱の中心イメージ

として知られる「鏡」のイメージの母胎になるのが「△」・「俺」・「▽」の記号であると考

えられる。 

 また、「△」と「▽」を見つめる「俺」の視線、「内面」と「外面」を見つめる「俺」の

視線、「鏡の中の私」と「鏡の外の私」を見つめる視線。この第三の視線が冷静に物事を考

える力を持っている。「△」と「▽」（「破片ノ景色――」より）→ 「内面」と「外面」（「空

腹――」より）→「鏡の中の私」と「鏡の外の私」（「거울속의나」と「거울밖의나」、朝鮮

語詩「鏡」より。原題「거울」、1933、訳は引用者。）に変容しながらも維持される視線は

どこに向かっているのか、これが今後の課題である。 
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６．むすび 

 本章では李箱の初期詩における幾つかの記号――｢眞々5″｣、｢すてつき｣、｢ ｣、｢△」・

｢俺｣・｢▽｣――を暗号化を用いた暗号言語としてその解釈を試みた。これにより李箱が暗

号化を用いた理由と背景が以前よりも明らかになったと考える。 

 読者の理解を得られず、80年以上も闇に包まれていた暗号の壁は厚かった。その保護壁

がなかったら、李箱の詩は発表することすら叶わなかったかもしれない。李箱自身が建築

学を学ぶために見学した監獄に逆に収監されたかもしれない。一方、その厚い保護壁のた

めに我々は李箱を断片的にしか読むことができなかった。本章で着目した記号の意味を探

る作業はその意味で李箱の文学の世界を開く鍵となるに違いない。 

 ｢眞々5″｣の「眞々」は日本の建築用語辞典では簡単に探せる用語で、「眞々」と「心心」

の両方が説明されているが、現在の韓国の建築用語辞典では探すことが難しい。46韓国の

辞典では「心心」の漢字は使うが「眞々」は使わず、また、漢字ではなく韓国語の「심심」

で表記され、韓国語の発音で「シムシム」となっているからである。 

 「5″」の「″」は建築現場で日常的に使われていたわけではなく、翻訳された建築理論

書にのみ見られたため、47日本の建築家でさえあまり知らない記号であった。 

 この｢眞々5″｣の用語から、1930年代という時代の背景を読むことの大切さと暗号化の可

能性が見えるようになった。ただ、李箱の暗号化の方法は、これから我々が探る李箱文学

の一つの成立条件に過ぎない。第１章では、李箱が自ら築いた壁の裡で何を考えていたか

を探るための一つのコードを見つけ出したに過ぎない。テクストの多様な解釈の可能性は

まだ多分に残されている。本稿で論じたこのコードを踏まえ、これからの研究の幅を広げ

ていこうと考えている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
46 『건축용어대사전』개정증보판、기문당、2007、p.722. 

47 ロバート・エル・ダビソン 述、金允基 抄譯、「新建築構造法」『朝鮮と建築』第10巻

第6号．pp.4-5. 
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第2章  李箱の小説「翼」の構造分析 

－暗号としての二重構造及び初期詩語「△」・「俺」・「▽」との関連性を中心に－ 

 

 

１．はじめに 

 李箱は文学修辞の特殊な範疇としての暗号言語を用いている。これは、初期詩では記号

として表れていた。第１章で筆者は「異常ナ可逆反應」において、暗号を利用して植民地

の現実を描いていると述べた。また、「破片ノ景色――」に出る「▽」が「仮面を被って冷

静で落ち着いた姿を見せる存在である」と述べた。48 

本章では、このような暗号言語が、李箱が亡くなる前年の1936年に書かれ、李箱の代表

作として知られている小説「翼」（原題「날개」）にどのように表れるかを探ってみたい。 

 「翼」についての先行研究には様々な分析が出されているが、李箱の個人的事実に基づ

いて書かれたと見る視点が一般的である。その中で、坪井秀人は「怠惰とコキュ」を中心

に、1930年代東アジアのモダニズム文学の枠組みの中で「翼」を評価している。その試み

は当時の世界文学の普遍性に基づき幅広い範囲から李箱の文学作品を理解するのに示唆を

与えてくれる。ただし、植民地の文学としての特殊性を見逃す恐れがある。反面、崔真碩

は植民地の近代都市京城での「私」と「妻」の関係を朝鮮と日本という対立構造で読んで

いる。それにより、植民地の文学としての特殊性は見えるものの「私」と「妻」の関係が

単純化される恐れがある。 

 本章はこの二つの論文から見えてきた普遍性と特殊性の枠組みを考慮しつつ暗号言語と

しての範疇から分析を進めていく。 

 そのためにまず、「翼」に描かれている二枚の挿画に注目し、暗号言語として、その記号

の解読に努める。先行研究では李箱が自分で描き、小説に大きく組み込んだ挿画に注目さ

れることは殆どなかった。 この挿画については最近の先行研究の中でパクチボムとキムミ

ヨンの論文がある。 

 パクチボムは李箱の小説の挿画に注目し、挿画が小説のテクストの中でどのように機能

しているかという観点から分類している。その中で、「翼」の挿画は挿画の本来的機能と美

術的機能をあわせ持ち、混合的機能を果たしていると主張し、本文及びアフォリズムとと

もに「翼」の意味形成に積極的に寄与していると述べている。ただし、挿画の機能を重視

しながらも、挿画の意味を小説の分析に生かすには至らず、次の研究課題として残してい

る。   

                                                        
48 本稿p.30を参照。（ 拙稿、「 李箱の初期詩における暗号言語としての記号について  

― ｢眞々5″｣、｢すてつき｣、｢  ｣、｢△」・｢俺｣・｢▽｣の意味の解釈を中心に｣『文化記号

研究』創刊号、 文化記号研究会、2012、ｐ.77）。 
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 キムミヨンは挿画の分析を進め、「翼」のテクスト分析に生かそうと試みている。一枚目

の挿画に描かれている薬の成分に着目した点は鋭い視線を見せている。だが、強引な解釈

に傾きがちである。例えば、薬と関連して「錯覚」、「自己偽造」と捉えている。また、説

明の中で「未亡人」を「妻が私より長生きすることを示す」（キムミヨン2010：133）と述

べているが、本文では「長生き」に言及されていない、など。 

 本章は挿画に注目したパクチボムとキムミヨンの論文の成果を生かして、「翼」の構造分

析に努めたい。挿画の分析を基に、「翼」の本文の構造が暗号として表構造と裏構造の二重

構造をなしていると考えて論を進める。表構造は私と娼婦の妻との葛藤の物語になってい

るが、裏では植民地朝鮮のおかれた現実への不満とその中で分裂せざるを得ない朝鮮人李

箱の苦悩と自己回復への葛藤の物語になっている。 

 挿画の分析から得た表と裏の二重構造に加え、プロローグの「女王蜂と未亡人」に焦点

をあて、パラドックスの様相を中心に一段階と二段階の二重構造として分析する。「翼」の

挿画、プロローグと本文の関係を有機的に考察する過程で、その二重構造が明確に浮かび

上がってくると考える。 

 小説「翼」は複雑な構造をなしているが、暗号化された緻密な設計図とその構造を解析

する手掛かりは用意されている。したがって、「翼」の構造を分析した上で、「翼」の「私」

と「妻」の作中人物の関係に注目し、その作中人物と初期詩の詩語「△」・「俺」・「▽」と

の関連性を探る。この関係に注目している先行研究はない。韓国文学史上、作家個人の研

究としては最多の論文が発表されており、49その中でも最も注目されている作品ではある

が、李箱の初期詩と「翼」を結びつけて考察することはなかったからである。その理由の

一つは、初期詩に関する評価にある。ダダイズム、シュールレアリズムなどの日本からの

影響を受けて書かれた難解な詩という評価を受け、実験詩として数字、図形などの特徴的

要素にのみ注目されてきたからだと考えられる。本章では、初期詩の 詩語「△」・「俺」・「▽」

と「翼」の作中人物の関係に注目することにより、李箱の初期詩と小説「翼」に共通して

表れる李箱の作品の構造的特徴を明らかにする。また、実際の李箱の逸話の中の女性が李

箱の作品とどのような関連性を持っているかについても再考してみたい。初期詩の詩語

「△」・「俺」・「▽」と「翼」の作中人物の関係を探る試みは、李箱の文学の世界を貫く柱

を発見するのに役立つと考えられる。また、本章では植民地での主体の受動性の問題を考

察する。これは、詩「異常ナ可逆反應」では顕微鏡のプレパラートに置かれた状態として

表れていたが、小説「翼」ではプロローグの「女王蜂と未亡人」に比喩されていると考え

る。「翼」の登場人物を通じ、植民地の主体の受動性と主体の生き方としての処世術の問題

                                                        
49  キムジュヒョン(김주현)1998.「텍스트부터 잘못되어 있다」『이상문학연구60년』권

영민 편저、문학사상사．ｐ.388. キムジュヒョンによれば、「学位論文の最も多数を占

める作家が李箱」である。 
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が問われている点に注目し分析を進めていく。それにより、「翼」の二重構造の裏側に隠さ

れた植民地下で揺れ動く李箱の姿が見えてくるだろう。 

 まず、挿画の分析から始めよう。 

 

２．暗号言語としての「翼」の挿画に見える二重構造 

 小説「翼」の二枚の挿

画を暗号言語として解釈

を試みる。「翼」に挿入さ

れている二枚の挿絵は李

箱により描かれている。

それにもかかわらず、李

箱の全集でも、翻訳本で

も省略されており、原本

を見ない限り挿絵に注目

することは難しい。勿論、

李箱の描いた挿画として

知られてはいるものの、

「翼」という作品におけ

る二枚の挿画の重要性は

あまり認識されていない。本稿では、挿画は、「翼」の構造を読み解く鍵になると考える。

挿絵を見ながら具体的な分析に入りたい。 

 

 

 

 

 

 

             

【（１）原本の〈挿画１〉（1936年9月）】 

 

           

〈写真１〉 

     

http://www.worthpoint.com/worthopedia/med

icinal-tin-allonal-roche                                

（2012年11月22日検索） 
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         〈写真２〉 

http://www.ub.edu/pharmakoteka/reg

istre.php?id=480                     

（2012年11月22日検索） 

 

 「翼（날개）」という題名の下に「李 箱 

作・絵」と書かれている。これにより、本文

も挿画も李箱自らの作であることがわかる。

一枚目は題名の右側に二ページにわたって描かれている。その下の二重線で囲んだ四角形

の中に本文と区別して書かれたプロローグが見える。挿画とプロローグを一つのものと考

えることで、より鮮明に「翼」の構造を読むことができるが、このプロローグに関しては

後に詳しく解釈を加える。 

 まず、挿画に注目しよう。「allonal roche」という薬の箱を開いてそのまま模写したよ

うな図である。本文には一度も出てこない名前である。本文に出る薬は「ASPIRIN（アスピ

リン）」と「ADARIN（アダリン）」で、「私」と「妻」の心理的葛藤の頂点に置かれるもので

ある。したがって、この二つの薬の名前より先に図示されている薬「allonal roche」に注

目すべきであろう。「allonal roche」は〈写真１〉の広告に、「for pain or insomnia」と

記載されているように、痛みと不眠用の薬である。つまり、解熱鎮痛剤の「ASPIRIN 」の

機能と催眠剤の「アダリン」の機能を両方とも持っているのである。50 

 

                                                        
50 キムミヨン(김미영)の論文「挿画를  통해 본 李箱의 〈날개〉」には、〈挿画１〉の薬

の成分に関する分析がある。薬「アロナール」に「アスピリン」と「アダリン」の成分が

あることに目を向けたのは鋭いが、これを「錯覚」とするのは根拠が薄いと思われる。 

←〈図１〉 

『朝鮮薬学會雑誌』第十五巻第一号（昭和

九年十二月三十日発行）には「昭和8年度に

使用したる新薬及新製劑の数量調査報告」

があり、その中に、「アスピリン」と「アダ

リン」、「アロナール」の薬品名が記されて

いる。つまり、1920－1930年代当時、朝鮮

では三つの薬が市販されていたことにな

る。1図のＰ．はPulver.（粉末）、 Ｔ．は

Tabletten（錠剤）を示す。 
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 〈写真３〉は『世富蘭偲 校友會報』第16号に

実際に載せられていた「allonal roche」の広告で

ある。この広告によれば、李箱の描いた挿画の包

装箱左右に見える12と100の数字は瓶包装の12錠

と100錠の二種類を指している。 

 この、薬を描いた挿画の意味を本文との関連で

探りたい。 

 「翼」で三回目の私の外出の時、「私」はびしょ

濡れになって「妻」の部屋に帰る。そこで、「妻」

から薬を飲むように勧められる。「私」が必要とす

る薬は風邪の治癒のための「アスピリン」である。「私」は「アスピリン」だと思って飲む。

風邪が治っても「妻」に勧められて一ヶ月ぐらい飲み続ける。 

 その後、「妻」の部屋で薬「アダリン」を見て、「私」は衝撃を受ける。「妻」は「私」を

眠らせるために「アダリン」を飲ませていたのか、飲ませていたとすれば何故なのかと「私」

は思う。「私」は自分が飲んでいた薬が「アダリン」なのかそうでないのかと葛藤し、悩み

続ける。しかし、読者はその場面から、「私」が飲んでいたのは「アダリン」だとすぐ知る

ことができる。 

 なぜならば、一般に「アスピリン」を一回に四錠も飲むことはしないし、解熱鎮痛剤を

一ヶ月続けて飲むこともない。また、飲んでも眠り続けることはない。だが、「アダリン」

は実際一回に四錠を飲んでもおかしくない。51一ヶ月続けて飲むことも考えられる。また、

催眠剤であるから眠り続けることもあり得る。 

 その、「アスピリン」と「アダリン」は「私」と「妻」の葛藤を象徴的に表すものである。

互いの心理的せめぎ合いの中で、二人に必要なのは「私」には「アスピリン」、「妻」には

「アダリン」ということになる。挿画を見ると、その二人に必要な薬の成分が一つの薬に

含まれているのが「allonal roche」である。しかし、本文では一度も「allonal roche」

                                                        
51 古川ロッパ、『 古川ロッパ昭和日記・戦前篇』、晶文社、1987．「三月十九日（月曜）午

前八時半起き、ゆふべアダリン四錠飲んだのでまだフラフラ」（p.32 引用） 

←〈写真３〉 

『世富蘭偲校友會報』第16号（1932年） 

（延世大學校 醫科大學 東隱醫學博物館提供） 
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の名前が出てこない。つまり、この挿画の薬は暗号言語として用いられ、記号化している

わけである。 

 この「allonal roche」という薬には二つの意味が隠されている。まず、一つの薬に二つ

の機能が同時にあることを示している。薬の効能に二つの機能が含まれていることは特に

気にすべきことではない。しかし、「翼」においては「私」と「妻」の使い方の違いが対立・

葛藤を暗示する要素になる。さらに、「私」と「妻」、二人の葛藤の様相が、後述するよう

に「私」と「妻」を一人の人間と考えてみるならば、その一人の人間の中でせめぎ合う状

態を暗示するものとして提示されていると解釈できる。 

 そして、もう一つの意味は二つの機能を一つにする「統合」である。「私」と「妻」は葛

藤を感じながらも一

つの存在でいなけれ

ばならない。この薬

はその葛藤を超克す

る「統合」への願望

を表すものでもある

と考える。 

 この薬の意味の二

重性が二点目の挿画

にはどのように表さ

れているかを分析し

ながら、「翼」の構造

を探る。 

 この絵は上段、中

段、下段に分かれてい

る。この三つに分かれ

た挿画の意味を小説「翼」の内容と関連させて考える。  

 上段には 二行で「アスピリン」と「アダリン」について書かれている。一行目は「 AS

PIRIN☆ADARIN ☆ASPIRIN☆」とあり、イニシアルの○Rで終わる。二行目は「 ADARIN ☆A

SPIRIN☆ADARIN☆ 」と書かれた後にイニシアルの○Sで終わる。 

 まず、イニシアル○R と○S の意味を考えてみる。李箱をローマ字で表記すると、一般に、

〈Lee Sang〉になるが、一枚目の挿画にも表れるように〈Ri Sang〉とも表記される。恐ら

く、６錠の「allonal roche」が李箱である。同じく、○Rは李を、○Sは箱を表している。○R

の李は「 ASPIRIN☆ADARIN ☆ASPIRIN☆」と、「ASPIRIN」を先に考える「私」、○S の箱は「 

ADARIN ☆ASPIRIN☆ADARIN☆ 」と、「ADARIN」を先に考える「妻」であると思われる。こ

の二行は、すなわち、二人の悩みが葛藤の中でせめぎあっていることを表している。 

【（２）原本の〈挿画２〉（1936年9月）】 
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 既に述べたが、本文で「私」は「アスピリン」を必要としている。それに対して「妻」

は「アダリン」を「私」に飲ませる。イニシアルの○Rと○Sが「ASPIRIN」で始まる行と、「A

DARIN」で始まる行の最後に記されていることは、とりわけ重要な意味をもつ。「ASPIRIN

☆ADARIN ☆ASPIRIN☆」と考え、「ASPIRIN」が必要な「私」も、「ADARIN ☆ASPIRIN☆ADA

RIN☆ 」と考え「ADARIN」が必要な「妻」もともに李箱のイニシャルで示されている。こ

れは別個の人物としてこの小説に登場する「私」も「妻」も、実は裏の構造では李箱とい

う一人の人間の中に潜む二人の人物で、葛藤する李箱の内面を描いていることを暗示する

鍵なのである。 

 中段には人が眼をつぶって、横になっている。この人は男のような髪型をしている。ま

た、横になっている姿勢も男のようである。しかし、女の胸が目立つよう描かれているの

で、女であるとも考えられる。この人は女にも男にも見える。眼をつぶっている、男と女

の二つの姿を持つ一人の人間、つまり、両性具有的人間と考えられる。 

 両性具有に関して、エリアーデは重要な示唆を与えてくれる。勿論、神話・宗教的、文

化人類学的観点、また、欧米の文学伝統にも関わるそういう視点からは離れているかもし

れないが、植民地の状況という、小説「翼」の「私」の現実的状況においては、ある種の

繋がりが見えるように思う。 

 

   反対の一致、対立の結合、分裂の統一を多かれ少なかれ明瞭に内包してい

る、これら神話とシンボル一切、これら儀礼と神秘的技法一切、これら伝説と信

仰は、われわれに何を明かすのであろうか？ まず、第一に、現実の状況、人間

の条件と呼ばれるものに対する深い不満である。（エリアーデ1973：155、下線は

引用者） 

 

 要するに、対立するものが唯一の実在の相補的様相に他ならぬと把握されるの

は、まさしくこの失われた「統一」を回復したいという願望のゆえなのだ。（エ

リアーデ、前掲：156、下線は引用者） 

 

 何故李箱は一人の人間が男女両性を合わせもつ挿画を提示したのか。まず考えられるの

は、「アスピリン」と「アダリン」で表されるような葛藤が「私」と「妻」の二人ではなく

一人の人間の中にあることを示すためである。しかし、それだけではなく、そこに二重の

意味が含まれており、上記の引用のような「現実の状況、人間の条件と呼ばれるものに対

する深い不満」から生じる「「統一」を回復したいという願望」が表現されているのではな

いか。 

 真ん中の男女の姿を見せる一人の人間、その上の「アスピリン」と「アダリン」で暗示

されている「私」と「妻」が「李」と「箱」だとすれば、この図は一人の人間「李箱」を、
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李箱の中の葛藤を示していることになる。 

 しかも、この葛藤を示すことだけが目的ではなく、葛藤を越えて、「私」は「妻」と統合

されたいという願望を持ち、それを暗号で示すことが最も本来の意図に近いのではないか。 

 「私」が「妻」との統合を願望していたと言える理由は、外出の動機にある。外出した

のは「妻」と「客」が貨幣を使うのを見て、その「快感」を知るためである。しかし、「私」

は外で使おうとせず、「妻」に貨幣を支払うことにより「快感」を知ったと言う。「妻」の

部屋で寝ることで知ったことになる。なぜなら、「私」は貨幣を媒介手段とし、外に出て「妻」

を理解する糸口を探し、「妻」との統合を目指していたからである。たからこそ、外出から

戻り、「妻」の部屋で寝たことは「私」にとって嬉しいことだと言えるのである。「私」は

外出し、「妻」が使う貨幣の秩序に自己を組み込み、その「妻」が関わっている社会を体験

してからようやく初めて「妻」の部屋で寝ることが許されたわけである。 

 しかし、現実は「私」の思うとおりにはならず、「妻」との葛藤は大きくなる。そこで、

「妻」との統合を考えていた「私」は「私たち夫婦は宿命的に足のそろわないちんば」（「翼」：

107）だと思う。   

 「私」が「妻」の部屋から出て、二人の統合の失敗を感じる時に、まさしくその理由を知

覚させるかのように「正午のサイレンがなる」（「翼」：107）。その絶望的状況の中で夢見る

「翼」は〈挿画２〉の人間の下に描かれている部分に提示されている。 

 下段には、扇のように半分開かれた13冊の本のようなものが並んでいる。「allonal roc

he」のように本文には直接に出てこないものである。これらが実際に13冊の本であるとす

れば、真ん中の人間の両性具有的特徴と小説「翼」の最後の部分を合わせて考えることか

ら一つの解釈が生まれる。 

 小説「翼」の最後の部分を引用してみよう。 

 

 この時ポーと正午のサイレンが鳴った。人びとはみな両手足をのばして鶏のよ

うにはばたいているように見え、ありとあらゆるガラスと鋼鉄と大理石と紙幣と

インクがぐつぐつとたぎりたち、騒ぎたてるかと思われる刹那、それこそまさに

絢爛をきわめた正午だ。 

私は急に腋の下がむずがゆくなった。あは、それは私の人工の翼が生えていた跡

だ。今ではなくなったこの翼、頭の中では希望と野心の抹消されたページが、デ

ィクショナリーがめくられるようにちらついた。 

私は歩みをとめ、そして一度まあこんなふうに叫んでみたかった。 

翼よ、今一度、生えよ、 

飛ぼう。飛ぼう。もう一度だけ飛んでみよう。 

もう一度だけ飛んでみようじゃないか。 

（李箱、「翼」、『朝鮮短編小説選（下）』、大村益夫・長 璋吉・三枝壽勝編訳、 
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1984：107．下線は引用者。） 

 

「正午のサイレン」は植民地の統制の基準となる時間である。そして、夜の12時は「妻」

との関係の基準時であった。52「私」は「妻」の部屋から出てきたところでまた「正午」

という基準時にぶつかる。12という数字が意味するのは植民地統制の基準時であり、統制

そのものを象徴するものでもある。 

 実際、朝鮮総督府は1912年1月１日から大韓帝国の標準時を日本東京標準時（東経135度）

に合わせ午前11時30分を正午に改正した。また、1921年6月10日から朝鮮では毎年「時間記

念日」の行事が行われた。その日は朝9時、正午、午後6時にサイレンを鳴らした。時間の

観念を高めようとする企画であったが、こうして日本により新しく設定された統制のため

の基準時が正午の12時になったと考えられる。 

 

 その基準とされた正午のサイレンを朝鮮の前近代的時間の基準であった鶏のイメージと

結びつけ、53飛べない鳥、鶏を朝鮮民衆の比喩ともしているのは、植民地統制下の近代の

暗示である。その近代を象徴する物質がまさしく「ガラスと鋼鉄と大理石と紙幣とインク」

であったのだろう。 

 「私」は「妻」との葛藤の末、家を出てきてしまう。挿画の中の人間に象徴されている

                                                        
52 「翼」の本文を見れば、このことが確認できる。「私は実際、夜がよほど更けたものと

ばかり思っていたのだ。それがおまえのいうように夜中の十二時前だったなんて、ほんと

うだ、夢にも知らなかったんだ。私はあまりに疲れていた。」（前掲、p.90）、「京城駅の時

計がたしかに十二時を過ぎたのを見とどけてから、私は家へ向かった。」（前掲、p.94） 

53 韓国語には「へるる ちだ」（홰를 치다）という表現があり、意味は「鶏が夜明けに止

まり木を羽で打ちながらはばたく」ことを意味する。前近代の朝鮮の人々にとってこのよ

うな鶏の羽ばたきが起床時間を知らせる、日常生活の一種の基準になっていた。 

←〈写真４〉 

[朝鮮日報に映った「モ

ダン朝鮮」][72]サイレ

ンと鐘を鳴らしながら

キャンペーンを繰り広

げる「時間記念日」（キ

ムヨンチョル デジタ

ルニュース編集委員20

11.10.26、引用者訳） 
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統合されたいという願望は、成し遂げることができない。その彷徨のさなかで聞こえてく

る「正午のサイレン」は、植民地の現実に目を覚まさせられるきっかけとなる。そして気

づくのは、具体的で現実的な物である。「ガラス」、「鋼鉄」、「大理石」、「紙幣」、「インク」

などの植民地の統治権力の支配下にある物、54また、同じくその支配下にあって「鶏」の

ように飛べない人間たちの姿である。羅列された「ガラス」、「鋼鉄」、「大理石」、「紙幣」、

「インク」は何を暗示しているのか。 

 まず、「ガラス」である。近代ガラス工業は大韓帝国時代にロシアから受け入れていたが、

植民地時代から朝鮮総督府は日本企業の工場を設立し、やがて日本化された。また、「ガラ

ス」に関する先行研究としては、当時の文学によく現れる金魚と金魚鉢のイメージを中心

に、植民地の状況を比喩的に表現したものと解釈している研究もある。55 

 「鋼鉄」はまず鉄道と考えられる。近代物質文明の代表的表象であり、朝鮮半島を貫通

し大陸に挑む植民地の象徴のようなものでもある。また、京城駅の時計は鉄道の基準時間

を指し示し、人々の生活様式を時計の時間に合わせて変える重要な近代的道具であった。 

 「大理石」は近代的建築物に使われており、京城では百貨店も朝鮮総督府も大理石で建

てられていた。 

 次は「翼」全体を通して重要なモチーフをなす「紙幣」であるが、「翼」では貨幣のこと

が繰り返し言及されるため、詳しく検討する必要がある。まず、「妻」からもらった「銀貨」

を「紙幣」に換えるという行為を考える。1930年代の貨幣構造を考えてみる。1878年日本

第一銀行の支店が設立され、1902年には日本第一銀行の銀行券が発行された。それ以来朝

鮮の貨幣は日本の第一銀行の銀行券に急速に代わっていく。その紙幣は植民地での社会性

を得るための手段になる。つまり、「私」が部屋でもらっていた「銀貨」を街に出て真っ先

に「紙幣」に換えるのは、朝鮮の「私」が日本植民地支配下の貨幣経済の秩序に合わせよ

うとする象徴的な行動である。朝鮮の「私」が外出するということは植民地の秩序の中に

自らを組み込むことを意味する。 

勿論、これまでの考察は二重構造の裏面であり、表面ではない。表では五十銭銀貨が貯

まって重くなりすぎたので、軽い紙幣に両替したと考えられる。しかし、両替行為はごく

日常的なことであっても、部屋に閉じこもっていた「私」が久しぶりに街に出て、金銭の

使い方まで忘れてしまうほど「怠惰」であるというのは、現実の行動としては疑わしい。

「紙幣」は日本の植民地金融経済を支える銀行券を表している。特に、「翼」のストーリー

においては貨幣の使用法が一つの基軸をなしている。「私」と「妻」、「妻」と「客」の間に 

                                                        
54 先行研究の中で、イスジョンの論文「지느러미와 날개의 변증법」は「金魚」と「金魚

鉢」から、「ガラス、鋼鉄、大理石」までの分析で多くのヒントを与えてくれた。「紙幣」

と「インク」に関してはより深い分析も必要であるが、本稿の考察の助けとなった。 

55 イスジョン（이수정）、前掲論文、pp.235－266. 
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生じる関係は貨幣を媒介として成り立っている。「妻」は金銭を媒介とする社会的関係を結

ぶのにたけている。「妻」の「客」がどんな人間なのかは問題ではない。ただ、貨幣を媒介

とし社会的関係を結ぶことが重要である。「妻」は銀貨も紙幣も持っている。しかし、「私」

が意を決して外出する以前にはいつも銀貨を与えていた。「妻」は「私」との関係を保つ手

段、媒介として、朝鮮の「私」に銀貨を与える。社会的関係を結ぶための価値の媒介手段

が貨幣であることに「妻」は気づいており、だからこそ「私」の外出の変化に伴って「妻」

は「私」に紙幣を与えるようになる。 

 最後の部分で「ガラス」、「鋼鉄」、「大理石」、「インク」とともに「紙幣」という言葉を

使っていることに注目すべきである。「銀貨」ではなく「貨幣」でもなく、なぜ「紙幣」な

のか。それは、近代の貨幣の問題一般に焦点を合わせているのではなく、植民地近代の貨

幣経済に焦点があることを示しているのである。 

 最後の「インク」に関して、イスジョンは小説そのものを暗示するのではないかという

仮説を提示している。しかし、「ガラス」、「鋼鉄」、「大理石」、「紙幣」と「インク」の間に

は何も関係がないように解釈されている。本稿では、この「インク」も「鋼鉄（ここでは

輪転機）」、「紙幣」などと同じく植民地近代の統制下にあった印刷物一般を表していると考

える。そう考えるならば、「インク」と〈挿画２〉の13冊の本と小説「翼」の最後に言及さ

れる「翼」には何らかの関係があることに気づくだろう。 

 まず、「インク」は植民地総督府の検閲対象としての印刷物のことであろう。したがって、

〈挿画２〉の13冊の本はそのような印刷物の一つであると理解できる。 

イムミョンソプは「李箱の文学にあらわれる本と読書の隠喩」の中で、李箱は本を世界の

↑〈図２〉 

한국 화폐 오천년（Timeline of Korean Currencies）、『우리 화폐 세계 화폐 

CURRENCY』: pp.10－12．図に見られるように、紙幣が発行され、広く流通したのは

日本の植民地期からである。 
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比喩として用いていると述べている。56具体的に検証する必要はあるが、これは鋭い指摘

であると考える。 

 「インク」を植民地の検閲対象である印刷物、その中の本だとすると、その本は植民地

の壁に囲まれた世界であり、13冊の本は、13の世界になる。 

 それでは、この「翼」において13という数字は何を意味しているのだろうか。現在のと

ころまだ解明できないでいるが、李箱の作品の中に繰り返しこの数字が現われるので、推

理は可能であろう。今後の課題の一つとしたい。 

 ここでは、関連すると思われる李箱の詩を見ることにする。「一九三一年 作品第一番」

という遺稿として発見された詩である。副題のように一から十二までの番号が付けられた

作品で、その中で番号「十」の詩である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

56 イムミョンソプ（임명섭）、「이상 문학에 나타난 책과 독서의 은유」 

『李箱문학전집５』문학사상사、2001、pp.131－147. 

イムミョンソプの李箱文学に表れる「本＝世界」の比喩の分析は鋭い指摘であると考え

る。 

「本＝世界」という観念は中世ヨーロッパにまで遡る有名なトポスである。E.R.クルティ

ウス『ヨーロッパ文学とラテン中世』によれば、「エドワード・ヤングは（1683－1765）は

1759年にそのConjectures on original Composition 『創作論』を公刊したが、その中で

彼は、シェイクスピアは学問はないが、「自然という書物と人間という書物」には親しんで

いた、と説明している。」（ E.R.クルティウス：472.）と述べられている。 

 李箱がヨーロッパの文学や哲学をどのくらい理解していたかは分からないが、彼は現実

という書物と人間の本質という書物には親しんでいたと言えるだろう。ただ、 欧米の文学

との影響関係及び李箱の特殊性を探ることは機会を改め詳しく考察したい。 

        十 

 

私ノ室ノ時計 突然 十三ヲ 打ツ ソノ時 號外ノ鈴ガナル 私ノ脱獄ノ記事 

不眠症ト睡眠症トニ悶マサレテイル私ハ常ニ左右ノ岐路ニ立ツタ 

私ノ内部に向ツテ 道徳ノ記念碑ガ 壊レナガラ倒レタ 重傷 世ハ錯誤ヲ傳ヘル 

13＋1＝12 翌日(即チソノ時)カラ 私ノ時計ノ針ハ三本デアツタ 

 

（李箱、「一九三一年  作品第一番」、キムジュヒョン 2009：273） 



 

 

 

 

46 

 

 

  

 

 

この詩の一行目の詩語「脱獄」から考えてみたい。「私ノ脱獄」は「私」

が監獄か監獄のようなところにいたことを想定する表現である。筆者

は第１章で、1931年に発表された詩「異常ナ可逆反應」に暗号として

西大門刑務所が隠されていることを指摘した。それは、植民地朝鮮の

現実を暗示するものであった。この詩「一九三一年  作品第一番」に、

「私」の「脱獄」が言及されているのは、何らかの関連を推測させる。 

 その「脱獄」の「記事」が現れるのは、 「私ノ室ノ時計」が 「十

三ヲ打ツ」時である。場所は「私」の部屋で、数字は普通の時計なら

打つはずのない「十三 」である。 

 二行目から三行目の「重傷」までは「私」の状況の説明と考えられ

る。 

 その後に、「13＋１＝12」という一つのパラドックスが表れる。「記

事」の内容は「脱獄」であるが、恐らく、この「記事」の中に「13＋１＝12」の意味する

内容が含まれている。「世」は「號外」の「記事」によって「錯誤」を「傳ヘル」と読むこ

とができる。「錯誤」の内容は「13＋１＝12」である。計算式の「13＋１＝12」は間違いで

あるから、「記事」の内容も間違っている。つまり、「世」が間違っていると言える。しか

し、現実の「世」は「13＋１＝12」の状況になっており、「13」という「脱獄」の時間が過

ぎても「12」という植民地の統制時間の領域に戻ってしまう。つまり、植民地の状況から

逃れることはできないということである。 

 だが、「私」は 当たり前の計算式が通じない現実を認識した「翌日（即チソノ時）」から

変わる。「私ノ時計ノ針」が「三本」になったのは 「私」だけの時間、「私」の世界の時間

が創出できたことを示している。「私」は秒を表す針ではなく、別の第三の針で自分の時間

の世界を作ることにより、「世」の「錯誤」から逃れようとする。 

 しかし、 李箱はテクストと現実の二重性に気づいている。李箱は自分だけの時間と空間、

つまり、自分の世界の中でしか自由になれないことを、また、植民地の状況から脱出する

ことは現実的には無理だということを知っている。彼が「ペンは私の最後の刀である」（李

箱、小説「十二月十二日」（1930年）、キムジュヒョン2009：77）と言いながら、文学的修

←李箱、「一九三一年 作品第一番」 

（キムユンシク（김윤식）、『이상문학텍스트연구』（서울대학교

출판부、1998、p.458．）に、この 手稿が収録されている。） 
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辞として暗号化の方法を取らなければならなかった理由がそこにある。李箱が新しく作っ

た世界とは暗号化を用いた彼自身の文学の世界であったと言える。 

  再び〈挿画２〉を見てみよう。〈挿画２〉も題名の横に描かれていた〈挿画１〉のよう

に二面にわたって大きく描かれている。それは、小説の本文の文字に囲まれて額縁に入れ

た絵のように見える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〈図３〉は〈挿画２〉が挿入されている小説「翼」の本文206－207の見開きページを図

示したものである。このような挿画の入れ方は珍しい。わざわざ二面にわたってレイアウ

トに工夫を要する挿画を入れたのは編集の意図があったからに違いない。編集経験を持つ

李箱が自分の意図を込めた可能性が高い。つまり、〈挿画〉の入れ方も小説と関連があるこ

とを示している。  

 〈挿画２〉には本文の内容が刻まれていて、その外側の囲まれた形は壁と見る事ができ

る。本文の内容の外側に植民地の現実の壁があることが示されているわけである。 

 また、この〈図３〉はテクストそのものであり、この〈図３〉を見ている読者はテクス

トの外側にいて、読者の現実から見ている。そのため、〈挿画２〉の人間は額縁にはめられ

ており、飾られて鑑賞されている人間にも見える。李箱はこの〈図３〉を通じ、「剥製され

た天才」として時間と空間を越え、本質的人間の問題を見せようとしたのではないか。こ

の〈図３〉はこれからの研究の一つの糸口になると考える。 

 李箱は挿画二枚の中に小説「翼」の設計図を書いていたといえる。そして、二重線の四

角の中に書かれているプロローグも設計図の一つである。だが、挿画とプロローグの設計

図は暗号言語として「翼」の構造を示しているため、その暗号が解けないと「翼」の隠れ

た構造は見えない仕組みになっている。 

 

３．暗号言語としての「翼」のプロローグについて 

 プロローグとは「翼」の最初の部分、二重線の四角に囲まれた部分を指している。これ

はエピグラムともプロローグとも言われているが、作品の意図を暗示する部分であるので

本稿ではプロローグと呼んでおきたい。 

 このプロローグの中で、先行研究では分析しきれていない「女王蜂と未亡人」のところ

←〈図３〉 

 

〈挿画２〉 

人間の本質＞個人＞朝鮮人の一人（李箱） 

   ＝男性と女性の両性具有 

（＝本文の「私」と「妻」） 

人間の状況一般＞社会＞日本の植民地の権力 
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を考えてみる。 

 

 私は自分の非凡な発育を回顧して世間を見る眼目を規定しました。 

女王蜂と未亡人―― 世間のあまたの女のうちに本質的にすでに未亡人でないも

のがありましょうか。否！すべての女がその日常においてことごとく「未亡人」

であるという私の理論は、こはいかに、女性に対する冒瀆でありましょうか。グ

ッバイ。（李箱、「翼」、前掲：72－73）  

 

 李箱が作った「翼」の構造の中で、「私」は「世間を見る眼目を規定」した。それが「女

王蜂と未亡人」である。 

 広辞苑によれば、「女王蜂」は「社会生活をする蜂群において、産卵能力をもつ雌蜂。ミ

ツバチでは１群中に1匹だけいる」。一群の唯一の強者、権力の中心である。「女王蜂」とい

う言葉によって女だけではなく男にもイメージが及ぶ。権力の中心の女と交尾を終えると

死んでしまうのが男である。 

 また、「未亡人」は「（まだ死なずにいる人の意で、本来は自称の語）夫と死別した女性」

（広辞苑）である。「未亡人」にも死んだ夫と生き残った妻が同時に含まれている。 

 「女王蜂と未亡人」の共通点は女と男の関係を考えさせることにある。しかし、権力の

中心に位置するのが女なのか男なのかによって対照的な立場を示す。「女王蜂」は女の方が

権力を持ち群れの中心である。それに対し、「未亡人」は中心が男の方で、夫が亡くなって

もまだ生きている妻を表す言葉である。「世間」は「女王蜂と未亡人」であり、権力を持つ

女が支配しようとするが、男が死んでしまうと支配できずに取り残され、立場の逆転が起

こる。「女」は「本質的にすでに未亡人」である。つまり、「女王蜂」は「未亡人」である

という「パラドックス」として読める。 

 この「女王蜂と未亡人」は二段階的に現れる。一段階目は本文の「私」と「妻」の関係

である。二段階目は挿画の分析の章で見た一人の人間とその人間が属する社会との関係に

現れる。一段階目の「私」と「妻」は二段階目では「私」と「妻」の両性具有である一人

の人間として考えられる。その二段階目で朝鮮の人々と日本の植民地権力の問題が表れる。

「女王蜂と未亡人」に沿っての分析は「５．「翼」の二重構造」で再度試みる。 

「私」と「妻」は葛藤し、統合を試みるが、目を覚ませばそこにまた大きな壁の存在を認

識する。プロローグにあらわれる「女王蜂」は植民地の規律を課す権力の比喩である。そ

こで私は「翼」を夢見る。現実を超克できるような「翼」である。その「翼」によって達

することができるのが「13冊の本」の世界なのである。脱出できれば、「女王蜂」は「未亡

人」になる。そこには植民地権力に対しての皮肉が混じっている。 

 

４．小説「翼」の作中人物の性格 
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 ― 「翼」の登場人物と 初期詩語「△」・「俺」・「▽」の意味との関連性 

 小説「翼」の作中人物の性格を主人公の「私」と「妻」の部屋という空間を中心に考え

てみる。 

 「私」と「妻」は一つの部屋で過ごしている。だがその部屋は、障子により二つに分け

られている。奥のほうが「私」の部屋で、障子を挟んで「妻」の部屋になる。部屋が二つ

だとは言えない。なぜなら、外に出る入り口が一つしかないからである。その入り口は「妻」

の部屋の方にある。「私」が外に出るためには「妻」の部屋を通らなければならない。しか

し、「私」は引きこもりのようであり、自分の部屋に満足している。その満足の気持ちは以

下のように表現されている。 

  

 私はどこまでも私の部屋が―家ではない。家はない―気に入っていた。室内の

気温は私の体温にとって快適であり、暗さも私の視力にとって快適な程あいだっ

た。私は私の部屋以上にひんやりする部屋も、暖かい部屋も望まなかった。これ

以上に明るい部屋も暗い部屋も欲しくはなかった。私の部屋は私一人のためにち

ょうどこれだけの程あいをいつまでも保っていてくれるようで、いつもこの部屋

をありがたく思っていたし、私はまたこういう部屋のためにこの世に生まれつい

たような気がして嬉しかった。（李箱、「翼」、前掲：75） 

 

 「私」は自分の部屋に満足しているように語っているが、それが「妻」の部屋とは違う

ことを対照的に述べている。 

 「私」は自分の部屋のことを「우ㅅ방（ウッパン）」、「妻」の部屋のことを「아랫방（ア

レッパン）」と呼んでいる。「우ㅅ방（ウッパン）」は「ふた間つづきのオンドル部屋の焚口

から遠い方の部屋」を意味する。「아랫방（アレッパン）」は「つづき部屋の場合、焚口に

近い方にある部屋」である。オンドル部屋の焚口から遠い方を〈웃목（ウンモク）〉、 焚口

に近い方を〈아랫목（アレンモク）〉と言い、〈아랫목（アレンモク）〉は温かいところを意

味する。言葉の意味のどおり、「妻」の「아랫방（アレッパン）」は「私」の部屋に比べる

と「陽が射す」ところで、「私」の部屋は「陽の射さない」ところである。 

 また、「妻」の部屋は「いつも華やか」で、「私」の部屋は「壁に釘一本打っていない素

朴なもの」である。「妻」の部屋には「天井の下にぐるっと釘が打ちめぐらしてあり、その

一本一本に華やかな衣服が引っ掛けてある」のに対し、「私」には「服をくれなかった」か

ら、「着たきりのコールテンの服が寝衣でも、普段着とよそゆきをかねたものでもあった」。

つまり、一つの部屋を一つの空間だとすれば、一つの空間に二人の男女が対照的な別々の

空間を構成していると考えられる。 

 それでは、この男性の「私」と女性の「妻」はどのような関係なのか。常に「私」の視

線から語られるため、「妻」の肉声を直接的には聞くことはできない。語り手の話に沿って
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考えてみる。 

 まず、「私」は「妻」について、自分とは違うと対照的に述べている。反面、「私」は「妻」

のことを「大事にして」おり、それは「妻」が「いちばん小さくて、いちばん美しいこと

を知っていた」からであると言う。また、「妻」以外の人との関わりは「妻」を「大事にす

る」ために結ばないと述べている。 

 「私」は「妻」の不在の時だけ「妻」の部屋に行き、そこで遊ぶ。また、「妻」のことを

化粧品の香りで思い出し、「妻」の部屋の中で「妻」への情を感じる。「妻」の不在の時に、

「妻」の部屋で楽しみ、また、「妻」への思いが心に浮かぶ「私」が存在する。 

 このように、「私」が考える「妻」は、葛藤を感じる存在であると同時に憧れの対象でも

ある。葛藤する「妻」は直接的に姿を見せる存在であるが、憧れの対象である「妻」は不

在であり姿を見せない。そのため、比喩的に化粧品などの「妻」のものでその存在が暗示

される。つまり、部屋の中には、「私」と、「私」と葛藤する「妻」と、「私」の憧れの「妻」

がいるわけである。  

「私」と「妻」を一人の人間の別の自我だと考えるならば、このような設定は李箱の初期

詩からすでに読み取ることができる。 詩語「△」・「俺」・「▽」のことである。「私」と「妻」

を分裂しつつも統合されたいと願う自我だと考えた上で、初期詩の 詩語「△」・「俺」・「▽」

の意味との関連を考えてみたい。57 

 初期詩で「△」・「▽」は「俺」の「ＡＭＯＵＲＥＵＳＥ」であり、「妻」である。58 

「翼」の「私」と「妻」はただ単に対立関係にあるわけではない。対立と憧れの葛藤の関

係である。 

 初期詩の「俺」と「▽」もそのような葛藤の関係にある。その葛藤を見るために「破片

ノ景色――」の中から「俺」と「▽」が出る幾つかの詩行を考えて見よう。 

 下の「破片ノ景色――」の部分引用には、「▽ヨ！俺ハ苦シイ」、「▽ハ俺ノ夢デアル。」

という詩行がある。その後、「ドウシヤウ」と一旦葛藤を吐露する。最後、「遂ニ▽ヲ埋葬

シタ雪景デアッタ。」という詩行で終わる。「俺」にとって「▽」は訴える対象であり、「夢」

であり、「埋葬」の対象でもある。  

                                                        
57 初期詩で ｢△」・｢俺｣・｢▽｣が出る詩は「破片ノ景色――」、「▽ノ遊戯――」、「神経質

に肥満した三角形」、「線に関する覚書７」の４篇である。 

58 以下の例がある。 

 ①△ハ俺ノＡＭＯＵＲＥＵＳＥデアル    「破片ノ景色――」より 

 ②△ハ俺ノＡＭＯＵＲＥＵＳＥデアル    「▽ノ遊戯――」より 

 ③▽は俺のＡＭＯＵＲＥＵＳＥである    「神経質に肥満した三角形」より 

 ④△オレの妻のナマエ（既に古い過去においてオレのＡＭＯＵＲＥＵＳＥは斯くの如く

聡明である）                「線に関する覚書７」より 
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「翼」の「私」にとって「妻」は服や食事をくれる人であり、「お金」をくれる人でもある

が、服や食事やお金をわずかしかくれない人でもあり、「アスピリン」ではなく「アダリン」

を飲ませたかもしれない人でもある。 

 つまり、「翼」の「私」と「妻」の関係と「破片ノ景色――」の「俺」と「▽」の関係は

葛藤という面で同じ設定であることが分かる。また、両方とも「私」と「俺」の立場から

語っているだけで、「妻」と「▽」からの肉声は聞こえない。 

 次に、「翼」の「妻の部屋で遊ぶ私」と「破片ノ景色――」の「△」について考えてみる。

第1章で筆者は「▽」が「仮面を被って冷静で落ち着いた姿を見せる存在である」と述べた。

また、「「△」と「▽」の両方とも「俺」の「ＡＭＯＵＲＥＵＳＥ」である」と述べながら、

しかし、「「△」はここまではその性格がはっきりと表現されていない」とも

述べた。59 

 なぜなら、「△」が詩の本文に現れるのは、「△ オレの妻のナマエ」（「線

に関する覺書７」より）の 一箇所だけだからである。また、「破片ノ景色―

―」の「△」は詩の本文には現れず、タイトルの横の副題のような一行に含

まれるだけである（左図）。 

この「△」の性格は「翼」にも見ることができる。「△」は「妻の部屋で遊

ぶ私」のような存在である。その「私」は「虫眼鏡」で遊んだり、「鏡」で遊

んだりする。何の葛藤もない、ただ、「妻」の部屋で「妻」がいない時に登場

する「私」である。本文の表現をみよう。 
                                                        
59 本稿ｐ.30を参照。 

 

←「破片ノ景色――」より、傍線は引用者。 
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 妻が外出しさえすれば、私はすぐ表の部屋に出てきて、東側についているあげ

窓を開け、開けると射しこんでくる陽
ひ

脚
あし

が妻の化粧台にあたって色取りどりの瓶

が綾なしてきらきら輝き、その輝くさまを見ているのは、私のまたとない楽しみ

なのだ。私は小さな虫めがねを取り出し、妻だけが使っているちり紙を焦がして

遊ぶ。平行光線を屈折させてひとつの焦点に集め、その焦点がやがて熱くなり、

しまいには紙を焦がしはじめ、細い煙をあげながらとうとう穴があくまでのほん

のしばらくの間のじりじりする味わいが、私にとっては死んでしまいたいほどお

もしろい。 

 このいたずらに飽きると、私はまた妻の手鏡をもっていろいろに遊ぶ。鏡とい

うのは、顔を映す時だけ実用品だ。それ以外はまったくおもちゃなのだ。 

 この遊びもすぐ飽きてしまう。私の遊戯心は肉体的なものから精神的なものへ

飛躍する。私は鏡を放り出すと、妻の化粧台の前へいってずらっと並んでいるさ

まざまな化粧品の瓶をながめる。そいつらはこの世のなによりも魅力的だ。その

中のひとつを選んでそっと蓋を取り、瓶の口を鼻先にもっていって息を殺すよう

にそうっと呼吸してみる。異国的なセンシュアルな香りが肺に浸みこむと、私は

ひとりでにゆっくりと目蓋
ま ぶ た

の垂れてくる私の眼を感じる。紛れもなく妻の体臭の

かけらだ。私は元通り蓋をして考えてみる。妻のどの部分からこの匂いがしてい

たのかを……だが、それははっきりしない。なぜか。妻の体臭はここにずらっと

並んでいるいろいろな香りの合計であろうから。    

（李箱、「翼」、前掲：76－77.下線は引用者。） 

 

 「翼」の「私」と「妻」の葛藤とは別に、葛藤を感じない「妻の部屋で遊ぶ私」こそモ

ダニスト李箱の姿なのである。これまでの李箱文学の研究の中心をなしていたモダニスト

としての李箱の姿がこの「△」に現れている。 

 「妻」の部屋で遊ぶことが「 私にとっては死んでしまいたいほどおもしろい」ことであ

り、「虫眼鏡」や「手鏡」は勿論、「化粧品」をながめながら、それらが「この世のなによ

りも魅力的」だと感じる「私」がいる。また、「妻」を思い出させる「異国的なセンシュア

ルな香り」に陶然とする「私」なのである。 

 ちなみに、前掲の引用のように「破片ノ景色――」にも「俺ハ遊ぶ」という詩行があり、

「翼」の「私」との関連を思わせる。 

 しかし、そのような「私」は「妻」がいない時だけ、しかも「妻」の部屋にだけ存在す

る。「△」と「▽」は「俺」の「ＡＭＯＵＲＥＵＳＥ」、あるいは、「妻」でありながらも性

格が異なる。「俺」と葛藤の関係にある「▽」、「俺」と葛藤の関係にはないが「妻」のとこ

ろにだけ存在する「△」、この三つの性格が並存する。 
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 これまでの考察により、「妻の部屋で遊ぶ私」・「私」・「妻」の性格を初期詩「破片ノ景色

――」に照らし合わせてみると「△」・「俺」・「▽」に当てはまる。 

 「翼」で李箱は「 」でこれを示している。「 」に囲まれた言葉は四つある。「剥製に

なってしまった天才」、「未亡人」、「虫眼鏡」、「蓮心！」である。 

 「妻の部屋で遊ぶ私」・「私」・「妻」は「虫眼鏡」・「剥製になってしまった天才」・「未亡

人」と「蓮心！」という比喩で語られている。 

表にすると〈図４〉〈図５〉のようになる。 

 

 

 

 

 

「△」 

＝「妻の部屋で遊ぶ私」 

⇒「虫眼鏡」 

「俺」 

＝「私」 

⇒「剥製になってしまった天才」 

「▽」 

＝「妻」 

⇒「未亡人」と「蓮心！」 

 

 「私」は葛藤する「妻」＝「▽」と憧れの「妻」＝「△」と「私」の三つに分かれてい

る。つまり、「私」は「妻」との葛藤だけではなく憧れも持っているわけである。 

 先行研究の多くが李箱の小説と随筆は三人の女との実際の関係から生まれた逸話だと考

えてきた。そのため作品に出る妻や女がどういう意味を持つのかが一つの問題点であった。

本稿では李箱の作品中の「妻」を分裂した李箱の一つの自我として分析することにより、

また、1930年代当時のモダニズムへの傾倒として読むことにより、問題点がより明らかに

なったと考える。 

 さらに、「翼」の「私」と「妻」との関係と 初期詩語「△」・「俺」・「▽」との関連性が

重要である理由は、李箱の作品が実際の女性関係から生まれたという説を再考へと導くか

らである。李箱が一人目の女性、娼婦の「蓮心！」（錦紅の本名）と出会ったのは1933年で

あるが、 詩語「△」・「俺」・「▽」が現れるのは1931年である。つまり、「△」・「俺」・「▽」

の構造が先にある。したがって、李箱と三人の女性との関係は事実であるにしても、李箱

の作品がその事実を述べるため書かれたと見る見解は修正されなければならない。 

 これまで考察してきた挿画、プロローグ、そして、作中人物の性格を踏まえた上で、「翼」

の二重構造を考えてみたい。 

 

 

５．「翼」の二重構造 

「翼」は次頁のような二重構造になっている。 

(1)「△」・「俺」・「▽」（詩「破片ノ景色――」） 

(2)→「妻の部屋で遊ぶ私」・「私」・「妻」（小説「翼」） 

(3)→「虫眼鏡」・「剥製になってしまった天才」・「未亡人」と「蓮心！」 

       （ 小説「翼」における（２）の比喩化） 
〈図４〉 

 

 

〈図５〉 
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         表構造 － 妻の部屋で遊ぶ私・私・妻 

         遊郭のような家 ： 私・妻（秘密－娼婦） 

        

         私の部屋： 

            私―ひも、眠る、怠惰 

 

         妻の部屋：    妻の部屋： 

         遊ぶ私   妻（娼婦） 

            ―社会的関係、 

                  貨幣の使用 

                入口 

     

                 

         プロローグと挿絵二枚 － 裏構造に入る鍵 

         裏構造 － 私（△）・私・妻＝私（▽） 

         植民地の状況に置かれた私 

         背景 － 植民地の近代都市京城 

         私の部屋： 

         私－植民地の状況を見通す人物 

 

 

         妻の部屋：   妻の部屋： 

         私（△）－研究。妻＝私（▽） 

         近代好き    －現実的 

                 処世術にたけて 

                 いる。 

                 貨幣の使用 

             入口 

 

 

 

本文の「私」の視線 プロローグの語り手の視線 

作者：李箱 

〈図６〉「翼」の二重構造の図式化。 
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 〈図６〉では便宜的に表構造と裏構造という表現を使っているが、表と裏の二重構造は

完全に分離・遮断されているわけではない。表に裏が紛れ込んでいるのだが、表の物語の

方に読者の目を引きつけ逸らしながら、裏に入る道はプロローグと挿絵二枚にはめ込まれ

た暗号によって提示されている。そのため、本文だけに注目すると裏構造は見えにくい仕

組みになっている。 

まず、語り手の視線についてはプロローグと本文に用いられる終結語尾に注目したい。

原文が朝鮮語で書かれているため、精確に日本語で表現するには無理がある。そのためか、

翻訳本によって差が生じている。 長璋吉の訳（『朝鮮短編小説選（下）』、1984．大村益夫・

長璋吉・三枝壽勝 編訳）では本文は普通形、断定形、所謂「た形」、プロローグは丁寧形、

所謂、「です、ます形」で訳されている。反面、崔真碩の訳（李箱、『李箱作品集成』、200

6．崔真碩 編訳、作品社 ）では本文、プロローグともに断定形、「た形」で訳されている。 

 原文は、本文で非丁重体を、プロローグでは非丁重・丁寧体を用いている。本文とプロ

ローグの終結語尾が同じでない点、異なる点に注目すべきである。この異なる終結語尾は

語り手の立場の違いを示す効果を狙っている。 

 本文では受動的な主体が中心になる。従って、全体的な雰囲気も暗く、ことがらの展開

の速度も遅い。主人公は受動性から少しずつ脱していく人物である。本文では読者を意識

せず独白のように語っている。 

 他方、プロローグでは語り手が読者に向けて本文の中に隠されている暗示の鍵を与えよ

うとする。まるで読者にいたずらをしかけているように、楽しみながら語る。「愉快だ」と

言える余裕をも見せる。語り手は受動的立場ではないからこそ、楽しむことができる。プ

ロローグの語り手は本文を上から見下ろす立場に身を置き、本文の背景にある現実的状況

全体を見渡す視座から、本文を操り、設計したことを語る。読者と近い距離を保ち、冗談

を交わしているように語る。 

 このように、プロローグと本文の語り方の違いに注目しなければならない。なぜなら、そ

れは読者にプロローグと本文を区別させるための二重の装置だからである。まず、最初に

発表された時点でプロローグが二重線の四角に枠づけられているにもかかわらず、その後

の編集者はこれに注意することが少なく、四角の中に入れないことも多い。そのため、李

箱の意図が伝えられない恐れがある。そして、二つ目の装置がここで問題にしている終結

語尾の違いである。本文と異なる語り方をすることにより、読者の注意を促す効果をあげ

ようとしている。本文を読み解くための鍵であることを暗示しているのである。 

 表構造の物語は物語に現れているそのままとして理解できる。登場人物は、奥の部屋に

閉じこもって、何もせずに寝ている「怠惰」な「私」と、どうやら 娼婦のような「妻」で、

その葛藤の物語である。 

 「私」は李箱がこしらえた「私」の空間にいる。この「私」は現実を見ようとしない人

間であり、現実を見ていても分からないものと設定されている。冒頭の空間描写を読んで
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読者の誰もが「遊郭」であると見るところを「私」ははっきり分かっていないように語る。

その「私」と読者の距離が「ウイット」を醸し出す。 

 また、「私」の見ている世界と「私」が見ようとしない世界の現実が二重に設定されてい

て、「アダリン」という薬で現実を知り、悩み揺れ動く葛藤が描かれる。 

 部屋の入り口は一つだけで、外に出ようとすれば「妻」の部屋を通る以外に方法がない。

「私」は少しずつ外に出ようとする気を起こすが、「妻」は「私」と逆に、見せてはならな

いものを見せてしまうことになるのを恐れて「私」の外出を防ごうとする。五回にわたる

外出によって、「私」と「妻」の間の葛藤と「私」の生き方についての葛藤が次第に露呈す

る。  

 表構造は作品全体の保護壁であり、読者の目を逸らす役割を果たす。李箱の実際の妻の

名前を用い、しかも、「蓮心！」とかぎカッコに入れて見せることで疑う余地がなくなる。

そのため、多くの研究者がこの作品を実際の話として、娼婦に頼って生きているひもと言

える「私」の物語、すなわち、李箱自身の話として読んできた。 

 裏構造は、1930年代の京城の近代文化と植民地としての京城の現実を背景に置いて読む

ことで明らかになる。つまり、「翼」は植民地の現実の中で自己分裂を強いられ、せめぎ合

い葛藤する自我の物語であり、その分裂の状態を克服し一つになりたいという願望の物語

である。小説に現れる「タンゴドーラン」、「カルピョのラベル」、「京城駅」、「三越」の四

つの言葉から前掲の〈図６〉のように、「翼」の時代背景は植民地朝鮮であると特定できる。 

 「翼」の「妻」は仮面を被った「私」であり、社会との関わりを持つ。「私」の心の奥深

くにある「私」は朝鮮のものである。植民地に住む朝鮮の「私」は外の社会に出て行きた

がる。しかし、モチーフの「「私」である「妻」」はこの「私」を止めようとする。ここに

「私」と〈「私」である「妻」〉の葛藤が生じる。 

 人に見られるのは仮面を被っている「私」、すなわち、「妻」である。「妻」は「私」を人

に見せたくない。入り口に達するには「妻」の部屋を通る方法しかないため、「私」が外出

しようとすればするほど「妻」との葛藤は避けられない状況になる。 

 「翼」の裏構造には植民地の人間が自身の状況の中で本音を見せたい、だが見せてはな

らないという心理的葛藤が如実に表れている。こういう心理的葛藤も自由に表現できない

のが植民地文学の特殊性である。つまり、「翼」の裏構造から、検閲・統制下での表現方法

として、暗号－レトリックの一つの機能が見てとれる。植民地の状況の中で表現の自由を

得るためには、暗号化の方法が有効なのである。 

 「私」が外出する前の段階で、小説の背景をなすと考えられる場所の描写がある。「表門」

のことである。 

 外出以前に、「家」と「部屋」の状況が視線に沿って描かれている。「私」が住むところ

は「三十三番地」の「十八所帯」である。その家は「構造がちょうど遊郭といった感がな

いではない」と述べながらはっきりとは断定せず、「遊郭」と考えられる手掛かりを提示す
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る。その手掛かりの中で特に「納得」がいくのが、「彼女らの表札」である。「十八所帯」

を代表する「表門」がある。ただ、それは「隅の離れたところに」あり、「一度も閉まった

ことのない、大通りと変わらない門」である。その「表門」の有名無実が「彼女らの表札」

の必要性をもたらすことになる。つまり、「私」が住むところは、家の「表札」ではなく、

部屋の「表札」がその主人を示しているのである。 

 外出以前に、語り手は小説の中に何を埋め込もうとしたのか。それは、植民地朝鮮の状

況である。隠されたもう一つの物語の背景がここに示されているのである。植民地朝鮮は

日本により「表門」を開かれてしまい、もはや閉まることはない。この家の「表門」は有

名無実である。植民地朝鮮の人々は「朝鮮」という国の主人ではなくなっている。国では

なく、個々人として、自分の生き方の主人として生きる道が残されているだけである。そ

のため、対外的には仮面を被った姿を見せることしかできない。その植民地朝鮮の都市、

京城がこの物語の背景になっているのである。「家」ではなく「部屋」の主人でしかない、

というわけである。 

 さらに、その「部屋」の「表札」の名前が「妻」であることに注目しなければならない。

「部屋」の主人は「妻」であり、「私」は「妻」のところを通らないと外に出ることができ

ない。「妻」と「私」の関係において、「妻」は「私」にとって「女王蜂」のように君臨す

る存在である。冒頭ではその状況を「部屋」のことを中心に詳しく描写している。 

 しかし、五回の外出は「妻」と「私」の関係に変化をもたらす。「私」が外出する以前は、

「私」は「妻」に支配されているような立場にある。「私」は死んでいるような生活を送り、

「妻」は「女王蜂」に喩えられる状態にある。そのような「私」が外出を試み、五回の外

出を繰り返す過程で、立場は変わる。「私」が貨幣をすべて「妻」のところに置いて部屋を

出ることにより、「妻」は「未亡人」になる。 

 次に、外出の動機の問題と「私」の外出に伴う「妻」の秘密の露見という出来事の推移

に沿って考えてみたい。 

 まず、外出の動機の問題である。外出以前の「私」は自分の部屋に閉じこもり受動的に

生きる人間である。「妻」は「私」に銀貨を与えるが、「私」は「妻」からもらう五十銭の

銀貨に興味を持たない。繰り返し銀貨を与える「妻」と銀貨をもらうばかりで使う気のな

い「私」は平行線の状態にある。「私」は貯金箱を捨てることにより「妻」との関係を拒絶

する行動を見せる一方で、客が「妻」に、また、「妻」が「私」にくれる金銭の使い方に興

味を持ちはじめる。そこには何らかの「快感」があると感じ、その「快感」を知るために

外出を試みるのである。 

 表構造の「私」は「快感」のために外に出ようとする。しかし、裏構造の「私」は植民

地近代の流通の媒介手段である貨幣の使用法を直視するために、表に出ようとする。「妻」

のことを、「妻」を通じて伝わってくる社会のことを知るために、出ようとする。つまり、

「妻」との関係を考え始めたことになる。受動的で死んでいるような「私」に変化が萌し
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始める。「私」は現実を知ろうとして、つまり「妻」と社会の現実を知り、「妻」との距離

を縮めようとして、自分から「妻」との統合のために行動を開始する。「私」の狙いはこれ

まで一定の距離があった「妻」との関係を深め、夫婦として生活することである。 

 そのため、一回目と二回目の外出から戻ると、五円と二円を差し出して、「妻」の部屋で

寝ることになる。「私」は「快感」が分かったと思い、「この喜びをこの世のどんなものと

も取り換えたくなかった。私は安らかによく眠った」と言うことができる。「妻」の部屋で

寝ることだけでも「私」は統合への進展だと感じるからである。それは、金銭を介して実

現したことなので、「私」は金の必要性を感じるようになる。 

 次は「私」の外出に伴い、知ることになる「妻」の秘密である。「私」は「妻」の職業を

知らない。知らないが、金銭のやり取りがあることには気づいている。「快感」を知るため

に外出を試みるのだが、「妻」の秘密を知りすぎて、「妻」との葛藤が深刻化する。その葛

藤の末、「私」は全ての金銭を「妻」のところにおいて家を出る。「私」のこの行動は貨幣

を媒介にした「妻」との統合の試みを断念することを示している。 

 「私」が外に出るのは「妻」がいない時である。したがって、家を出るときに「妻」の

秘密が露見する恐れはない。一回目と二回目の外出の際には外で金銭を使うことができず、

「妻」に渡して「妻」の部屋で寝ることになる。一回目と二回目は互いに問題なく過ぎた

ため、「妻」も「私」の外出を許可する。しかし、その際も、「妻」に変化が現れる。一回

目に「妻」は初めて客と「ひそひそ話し」をする。二回目は「日頃やったこともない掃除」

をする。 

 そして、三回目には「妻」が「今日はきのうよりももう少し遅く帰ってきてもいいと囁

く」ほどになる。「妻」から紙幣ももらう。だが、基準の時間の十二時以前に帰宅したため、

「見たら妻があまり喜ばないにちがいないことをとうとう見てしま」う。そして「私」に

はよく分からないが、「妻」には分かるその秘密がばれてしまったことで「妻」の 態度の

急変をもたらす。 

 その結果、「私」の部屋を出ようとする意思は強くなりつつあるが、「妻」は逆に外出を

やめさせるだけでなく深く眠らせようとする。 

 裏構造から見れば、植民地の現実の矛盾を認識し、外に本音を語ろうとする「私」とそ

の「私」を心の奥に隠し、植民地の現実を生きようと処世術を発揮する「妻」の葛藤がク

ライマックスに至る。それは「アスピリン」と「アダリン」に表れる。 

 そして四回目。「妻」のいない時、「アダリン」を発見した「私」は部屋を出る。山で一

昼夜寝て家に戻ってきた時、「私」は「妻」が客を取っているのを見てしまう。「私は自分

の眼では決して見てはならないものを見てしまった」という。「妻」と「私」の争いの中、

「私」より社会的関係に「黙っておとなしく」応じる「妻」を目撃してしまった「私」は、

「妻」すなわち植民地の「私」に衝撃をうけて、部屋を出て行く。 

 五回目の外出の際、「私」は「妻」から貰った社会性の手段である金銭を「妻」のところ
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に置いて出る。「ズボンのポケットに残っていたなん円なん十銭かの金をそっと取り出して

そっと戸を開けると、こっそり敷居の下に置き、私はそのまま一目散に駆けて出てきてし

ま」う。 

 「私」は植民地という状況の中で金銭の使い方を忘れ、社会性を剥奪され、心の奥に閉

じ込められるが、外に出ようと試みたところで、せめぎ合うもう一人の自分である「妻」

に強く反発される。「私」は「アスピリン」と「アダリン」をきっかけに現実に目を瞑って

いられなくなる。結局、「妻」の部屋から出てきてしまう。 

 「女王蜂と未亡人」を本文の「私」と「妻」の関係に照らし合わせ考えてみたい。女王

蜂と交尾した後働き蜂は死んでしまう。「女王蜂」によって働き蜂の男は死んでしまう。そ

の男たちの「妻」は生き延びるために「日常において」処世術が必要である。「翼」の「私」

は社会的関係を持たないという面からみれば、夫としても人間としても死人と変わりのな

い生活を送っている。その「私」の「妻」は社会的関係を維持しながら、日常生活をして

いる。この「私」と「妻」の関係と葛藤の比喩が「女王蜂と未亡人」である。「私」という

主体の有様により、「妻」の立場は「女王蜂」にも「未亡人」にもなる。受動的性格から能

動的性格に変わることにより、支配－被支配関係が変わることを意味する。 

 しかし、分裂している「私」と「妻」の統合、つまり、一人の人間として葛藤を解消し

ようとする希望は叶えることができない。一段階目では「私」と「妻」の関係に表れてい

た。せめぎ合う末、「私」が部屋を出てきてしまい、彷徨う姿が表れる。 

 その「私」と「妻」を一人の人間として、人間とその属する社会との関係において考え

ると、「女王蜂と未亡人」の二段階目の比喩の意味するところが浮かび上がってくる。 

 京城の植民地権力の中心は日本の朝鮮総督府である。「女王蜂」は 植民地の権力主体で

ある日本の比喩であり、植民地朝鮮の社会は日本によって動かされている。その権力の中

で死んでいるような人間が冒頭の「私」である。 

 初期詩「異常ナ可逆反應」で、植民地朝鮮は顕微鏡のプレパラートの状態として表象さ

れていた。その朝鮮の状況の中で何も言えず揺れ動いている「便秘症患者の人」が李箱で

あると第1章で筆者は述べたが、小説「翼」における李箱は「女王蜂」の権力の下で死んで

いるような一人の人間として現れる。また、死んでしまうことにより、「女王蜂」として社

会を統制する権力を「未亡人」の立場に逆転させることもできる。つまり、「女王蜂と未亡

人」の比喩には両性具有的存在の不満と統一への願望という二つの要素が同時に含まれて

おり、いつでも一方の顔の裏から他方の顔が現れそうな不安定な状態を表している。そこ

には本文の物語で語られるような「アスピリン」と「アダリン」の間隙が存在する。〈挿画

２〉の13冊の本で李箱はその間隙を乗り越え、脱出して自由を得ることができる世界を願

い、それを暗示しようとしたのではないかと考える。 
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６．むすび 

 「翼」は李箱の人間の現実に対する深い不満と統一への願望の現れである。これは植民地

朝鮮のおかれた現実に対する不満とその中で分裂せざるを得ない朝鮮人李箱の苦悩と自己

回復の葛藤の物語である。 

 本章では、これまであまり注目されることのなかった李箱の「翼」の挿画を分析し、プ

ロローグと合わせて考えることにより、本文の構造が表構造と裏構造の二重構造であるこ

とを明らかにした。挿画とプロローグが暗号言語として本文の二重構造に踏みこむ鍵を握

っている。また、「異常ナ可逆反應」と「破片ノ景色――」の関係から「△」・「俺」・「▽」

の意味を探り、「△」・「俺」・「▽」が 小説の代表作「翼」では作中人物の「私」と「妻」

に繋がることを指摘した。 

 韓国の李箱文学の研究は、李箱の作品が1930年代の作家たちと大きく異なり、モダニス

トとしての面貌を示すことに注目している。勿論、モダニストとしての李箱も重要ではあ

るが、李箱の作品の全てを読み解く視座としては偏っているように思われる。優れたモダ

ニストとしての李箱の性格は「△」の姿の現れであると考える。李箱の文学を理解するた

めには、「俺」と「▽」の性格を合わせて考察しなければならない。李箱の作品には「△」・

「俺」・「▽」の三つを統合しようとする願望が現れていると考えるからである。 

 本章の分析は李箱の文学を研究するにあたって暗号化されている場面を中心に探ってき

たが、まだモザイク的な段階に留まっている。そのため、今後は一層作品の中に隠されて

いる要素を有機的に関連させて分析するように努めたい。 

 具体的な課題としては、「△」・「俺」・「▽」に繋がると考えられる「鏡」系列の詩につい

て分析に努めたい。また、李箱の小説「翼」に強い影響を与えたと指摘されている横光利

一の「眼に見えた虱」と比較しながら、二人の作家の女性像の分析を試みたい。そうする

ことで同時代の東アジアの作品に現れる影響関係及び李箱の特殊性を浮かび上がらせるこ

とができると考えている。 
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１．「仁川米豆取引所」２．「敷島遊郭」３．「月尾島」４．「京仁列車」 

 

 

第 3章 短編小説「鼅鼄會豕」の叙述構造と人物造形 

 

１．はじめに 

李箱（1910-1937）の文学は植民地化と近代化のアンビバレンスに苦しむ朝鮮という土地

を掘って、その中に３本の柱を打ち込んで建てられた建築物であるといえる。その３本の

柱とは朝鮮本来の伝統、植民地化、近代化である。 

建築様式は1930年代という時代に合わせたモダニズム様式だが、その建築物は暗号化さ

れていて、建物の構造を覗くためには暗号を解く鍵が必要である。さらに、多数の暗号が

仕掛けられ緻密に設計されているため、一つの鍵では一部しか覗くことができない。 

 1930年代の京城に溢れていた近代文化は当時の朝鮮の人々には新奇なものであった。百

貨店、鉄道などからストッキング、ハイヒールに至るまで人々の日常に変化が現れる。電

気・電報・電車の便利な生活に、ピカピカするネオンサインは夜中まで人々の心をわくわ
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くさせる。反面、植民地化がもたらした陰鬱なできことも同時に存在した。土地を収奪さ

れ、職や金銭を求めて都市に押し寄せる貧しい農民やルンペン生活の人々、また、独立運

動をして監獄に収監される人々も数多くあった。西大門刑務所が建てられたのもそのため

であった。 

 李箱は1930年代の朝鮮における日本の植民地化と近代化がもたらした歪曲された社会文

化と政治経済の変化を見抜いていた。しかし、現実の状況では、社会に対する彼の問題意

識についても、彼の希望と夢に関しても、自由に述べることは許されなかった。そこに、

暗号化を用いる必要性があったといえる。 

 筆者がそのように考えるきっかけとなった作品は日本語詩「異常ナ可逆反應」（1931.7）

であり、代表作と言われる短編小説「翼」（1936.9）であった。そのため、「翼」の直前に

発表された作品で、「翼」と似た面をもつことで注目される李箱の短編小説「鼅鼄會豕」（1

936.6）の構造を分析する必要があると考えた。 

その李箱の文学の特徴的性格をより深く探るため、暗号化を用いた作品として、1936年

に雑誌『中央』6月号に発表された「鼅鼄會豕」について分析を進めたい。60 

 この作品についての先行研究は、｢翼｣の「私」あるいは、｢鼅鼄會豕｣の「彼」と「妻」

との関係、そして「妻」の職業の類似性などの比較、また、李箱の友人のムンゾンヒョク(문

종혁)との個人的な事実関係に関心が集中し、61「鼅鼄會豕」全体の構造に関する研究は少

ない。62 

                                                        
60 『中央』は1933年11月１日字に朝鮮中央日報社から創刊された総合雑誌。奥付には、著

作兼発行人金東成、印刷人趙鎭周、印刷所鮮光印刷(株)、発行所朝鮮日報社出版部、Ｂ５

判151面、定価30錢とある。（『韓国雑誌百年』3巻、チェドクギョ（최덕교）編著、현암사、

p.241. 訳は引用者。） 

『中央』・『朝光』は『新東亜』とともに３大新聞社の発行する総合雑誌である。新聞社

発行の雑誌をはじめとする雑誌の増加により文学作品の発表紙面が拡大されていた。した

がって、同人誌が中心であった1920年代に比べると、1930年代は文壇が対社会的に形成さ

れていたと言える。 

61 キムユンシク(김윤식)『이상문학텍스트연구』서울대학교출판부、1998、pp.143-149. 

 ムンゾンヒョク（문종혁）「심심산천（深深山川）에 묻어주오」『여원』 1969.4. 

ムンゾンヒョク（문종혁）「몇 가지 이의（異議）」『文学思想』1974．4． 

62 キムミヨン（김미영）「이상의〈지주회시(鼅鼄會豕 )연구〉」『인문논총』제65집、2011． 

コガンウォン（고광원）『「鼅鼄會豕」의 構造分析―小説 分析의 方法論的 考察―』 

이화여자대학교대학원 석사논문、1985. 

パクソンギョン（박선경）「「鼅鼄會豕」：이상 작품 난해성 논란 종언을 위한 시학」『이

상 소설 작품론』역락、2007． 
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 そのような先行研究の中で、キムミヨンの「李箱の〈「鼅鼄會豕」〉研究」は李箱の造形

芸術的認識と態度が生んだ、「鼅鼄會豕」の社会性と実験性を評価している。しかし、彼女

もまた、この作品の社会性に言及しながらも、他の先行研究と同じくそこに植民地の現実

を具体的に見ようとする視点は持っていない。 

 本章では「翼」で見えていた植民地化と近代化のアンビバレンスの問題が「鼅鼄會豕」

ではどのように展開されているのかを、叙述構造と人物造形に注目して分析してみたい。 

作品の構造について言えば、「鼅鼄會豕」の構造は「１」、「２」と表記された二つの部分に

分かれている。しかし、この二つの部分の冒頭は妻が階段から落ちた同じ出来事を別の角

度から見る視線によって語られており、読者に相互の対照を促すように構成されている。

「１」と「２｣のちょうど中間に、つまり「１」の最後の部分に、両者をつなげる蝶番(ち

ょうつがい)のように、主人公である「彼｣の仁川についての記憶が差し挟まれている。そ

の「仁川」の回想部分が「１」と「２」の両者を解読するための鍵だと考えられる。 

また、「鼅鼄會豕」における人物たちの貨幣を媒介とする関係に投影された人物造形の歪

んだ様相を探る。そこには、人物造形の特異性が見られ、「クモ」と「洋ブタ」、「ヤセ」型

と「デブ」型の二項対立的要素、及び、人物と衣服のねじれた関係が現れる。 

 1930年代の街には、チマ・チョゴリや浴衣や着物の人々、洋装姿のモダンガール・モダ

ンボーイ、トゥルマギや外套姿が混ざり合い、人々の服装にも社会的政治的状況の複雑さ

が反映されていた。人々の服装は単なるファッションではなく、朝鮮の伝統と近代化・植

民地化の急激で錯綜した変化を代弁していたと考えられる。そのような現実の文化現象と

照らし合わせて、小説の中に現れる衣服の表象、特に、「毛外套」、「ユカタ」、「チマ・チョ

ゴリ」などと、それら衣服との関連で示唆される人物の特徴的性格に注目する。 

さらに、タイトルの「鼅鼄會豕」という漢語に注目し、タイトルの「鼅鼄」と本文の「거

미」(クモ)という二つの表記について考察する。 

 まず、モダニズムの意匠の中に隠されている植民地都市空間を呼び起こすことから始め

る。それは李箱により計画的に設計され、目立たないよう意図的に隠された部分に視線を

向け、その内的構造を探る作業となるだろう。 

 

２．「鼅鼄會豕」の構造的特徴 

 １）「仁川」という都市空間 

 「鼅鼄會豕」を分析するにあたって、そこに描かれた都市空間の特徴を探ることから始

め、これまで注目されなかった「仁川」という都市空間について、語り手の視線に沿って

辿ってみたい。本章で「京城」と「仁川」という都市空間に注目する理由は、李箱の文学

を解明するためには、建築を学んでいた作者の李箱、建築学的構造物として構想された作

品、その作品の舞台となっている植民地都市計画の政治社会的意味、という三つの観点か

ら総合的に捉えることが必要だと考えるからである。 
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 上述したように、この作品には建築家としての李箱の視線を見出すことができる。前田

愛は、「鼅鼄會豕」の構造を都市空間との関連で解明するための手掛かりを与えてくれる。 

  

 私たちがまだ訪れたことがない都市であっても、小説のなかで出会う街の名

前には、空想をそそりたててやまないふしぎな色彩や響きがこもっているが、そ

の一方で、作中人物の動きにそって紹介される街の名や通りの名や橋の名の連な

りは、都市の解読についやされた作者の精神の歩行を解きほぐす糸口になる。作

者の愛着がしみとおっている地名の集合そのものが、都市というテクストから切

りだされたメタテクストを構成しているといいかえてもいい。文学テクストのな

かに呼びあつめられた地名は、現実の都市空間と虚の言語空間とが相互に浸透し

あう界面であり、その集合は言語の次元に変換された都市、いわば「言語の街々」

（篠田一士）を支える底辺をかたちづくっている。（前田愛1992：24、下線は引

用者。） 

 

「鼅鼄會豕」に現れる地名や遊郭、遊園地の名前は、前田が述べているように、「都市の

解読についやされた作者の精神の歩行を解きほぐす糸口」になる。 

前田の言う「作中人物の動きにそって紹介される」のとは異なる方式を用いてはいるも

のの、「鼅鼄會豕」では鳥瞰図を作成しようとする語り手の視線の動きにそって、都市空間

の「解読についやされた作者」李箱の「精神の歩行」が解きほぐされる。 

 しかし、李箱の場合、地名や遊郭、遊園地の名前が現れていても、暗号化の戦略により、

その表現の意味が目立たないようにモダニズムの意匠の中に隠されている特徴がある。そ

の中で、「鼅鼄會豕」で特に注目したいのが「仁川」という都市空間である。次の引用は2

0世紀初期に書かれた「仁川」に関する記述である。 

 

『三』韓国第一の市場 

       ・・・・・・・・・宛然たる韓国の横濱・・・・・・・・・・・

  

 仁川港に於ける貿易市場としての価値は、韓国の首都たる京城の關門に位し、

京畿、忠淸、黄海、平安各道の咽喉を扼して、恰も我が横濱港が東京の咽喉を占

め、我国に於ける對外貿易の中堅たると等しく、其の形勝に於て太た酷似せるも

のあり。而かも西、二百七十海里の航程を隔てゝ臨み、遙かに南満及び北淸沿岸

の諸港に對す、その日淸韓に於ける海上交通の中心點として、通商その他軍事上

重要なる地歩を占むるは、將来此の地の有望なる事を證して餘りあらん。（信夫

淳平 原文、1908．仁川広域市歴史資料館『譯註仁川開港25年史』 2008：185、

下線は引用者。） 
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この資料によると、「仁川」は「韓国の横濱」とも呼びうる都市で、1883年の開港以来、

世界各国の租借地として使われていた。その名残りで現在もチャイナタウンがある。国は

異なるが、租借地で、港口都市として「上海」・「横浜」・「仁川」は多くの共通点を持って

いた都市である。また、「仁川」は各国の領事館や銀行など西洋式近代建築物が密集してお

り、現在では近代文化遺産として観光地になっている。現在でも仁川駅に降りると、目の

前にすぐチャイナタウンの代表的な象徴物の牌楼が見える。徒歩で1時間もかからずに、「旧

米豆取引所」・「旧日本第一銀行」など近代の建築物を見ることもできる。「清日租界地境界

階段」を中心に清朝中国と日本の建築物の違いも見分けられるし、朝鮮の伝統的な建築と

は異なるため、別の世界を歩いている錯覚に陥りそうな都市空間となっている。 

「鼅鼄會豕」は都市建築学的概念によって基礎づけられた独特な構造を示しており、語

り手の視線の歩行が立ち止まる地点で、上で叙述していた現実の「仁川」という都市空間

が文学の都市空間にそのまま移行し変容していくように思われる。 

また、先行研究の中で蘭明は1932年に発表された李箱の小説「地図の暗室」が「上海」

という都市空間と歴史的事実に基づいた横光利一の『上海』の影響を受けていたことを詳

しく論じている。63 李箱が横光利一の影響を受けていたとしても、4年後の1936年に書か

れた「鼅鼄會豕」においては、『上海』と違って、その視線が中国やロシアや日本など各国

に向けられるのではなく、もっぱら日本によって計画され建設された場所に集中している

ことが特徴的ある。 

さらに、前田は横光利一の『上海』について、「新感覚的な意匠のあわいに、心理的手法

のしるし
・ ・ ・

を読みとろうとするこれまでの批評や研究の偏向が、『上海』のなかに呼吸
い き

づいて

いる五・三〇運動の意味を蔽いかくしてしまったのだろうか」64と問いかけ、自らこの問

題に解決を与えるやり方で批評している。つまり、作者の側に立ってではなく、文学を読

む批評の側の問題に答えるだけに終わっている。しかし、横光利一の作品と比べると李箱

の文学は暗号化の修辞法を用いているため、作者の側の意図を解きほぐすことが極めて重

要である。また、同じくモダニストと呼ばれるこの二人の文学の差異は、植民される側の

作家と植民する側の作家の作品創造基盤の差異から生じているのではないだろうか。 

李箱が日本の「詩と詩論」を中心とした詩人や横光利一の影響を受けていたと考えられ

ることから、1930年代のモダニズムの普遍性を読むことはできる。しかし、西洋と日本の

モダニズム文学と異なる李箱文学の特殊性を軽視すれば、李箱の文学の全体像は見えてこ

ないだろう。その特殊性の背景に植民地の現実と植民地で建築を学んだ李箱の葛藤が潜ん

                                                        
63 蘭明、「第一章李箱における横光利一受容」『李箱と昭和帝国 東アジアの自画像とし

て』、思潮社、2012、pp.24－80.参照。 

64 前田愛、『都市空間のなかの文学』筑摩書房、1992、pp.470－471. 
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でいることを見過ごすことはできない。 

 つまり、作者である李箱が元々建築を学び、朝鮮総督府の建築課の技手として働いてい

たという経歴から見て、小説の「言語空間」を描き出す彼の視線の背後には、植民地化さ

れた都市と建築をめぐるさまざまの具体的な事実と認識が存在していた可能性が高い。 

 先行研究の中で、キムミンスは「植民地時代にも都市の中に人々の衣食住があり、喜怒

哀楽があり、映画やショッピングや先端の交通手段及び余暇活動が存在したのは事実であ

る。しかし、京城のような植民地の首都の場合、それがどういう意図で建設され、その機

能がどのように作動していたのかという「見えない企画の視線」、すなわち、プログラムに

注目しなければならない。本質的に近代都市計画が前近代と異なる点がまさしくこの企画

力の徹底さと科学性にあった」と述べて、李箱が「総督府技手として都市建築デザインに

投入され、植民地都市化の主体、つまり生産者体験をしながら、挫折した」ことに注目し

ている。65 

 これまでの先行研究では、李箱の文学をベンヤミンの近代都市における「散歩者の視線」

で見る研究が多かったが、66キムミンスの研究は発想の転換を促し、李箱文学の本質に近

づく一つの道を開いてくれた。具体的な作品分析では解釈に問題を露呈しているところが

あるが、「植民地都市化の主体」、その「生産者」としての李箱にも注目する視点は重要で

ある。彼はまた、李箱が「1920年代の極少数の訓練された朝鮮人建築家の中で最初に「都

市建築」デザインの能力を身につけた人物であ」り、「当代唯一李箱だけが「模造近代」の

虚構と矛盾を超克し二十世紀に向かって、歩みを進めて行ったのである」と高く評価して

もいる。67 

 キムミンスの述べたとおり、李箱は自分が学んでいた近代建築の理論と植民地都市建設

の現実の狭間で乖離を感じていたと考えられる。「京城」・「仁川」という都市が変貌する姿

は李箱が学んだ理念的な「近代」とはほど遠かった。しかし、どのように近代化と植民地

化が遂行されていくのかというプロセスはよく目に見えていたはずである。だからこそ、

作品の中に現れる都市空間は、この矛盾と葛藤に満ちた「生産者」としての李箱の思惟を

具体化した空間として捉えることができる。 

 とりわけ「仁川」に注目する二つ目の理由は「鼅鼄會豕」の全体的構造にある。この作

品の空間的背景は「京城」と「仁川」であるが、具体的に言えば、「京城」での現在の２日

間の出来事に、「仁川」が過去の回想部分として挿入されている。つまり、「京城」→「仁

川」→「京城」の順に構成されていて、「仁川」は作品の中間部分に配置された短い連結部

                                                        
65 キムミンス（김민수）、『이상평전』、그린비、2012、pp.17-19. 訳は引用者。 

66 チョヨンボク（조영복）、『한국 모더니즘 문학의 근대성과 일상성』、다운샘、1997. 

 チェヘシル（최혜실）、『韓國모더니즘小說硏究』、民知社、1992.   

67 キムミンス（김민수）、前掲、p.19. 訳は引用者。  
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分である。しかし、単純な場所としてではなく、友達の「呉」の性格が大きく変わる理由

を説明する場所として描き込まれている。「呉」の示す変化は彼だけの問題ではなく、当時

の朝鮮の人々の現実でもあったから、「仁川」は朝鮮の現実を反映する代表的な場所として

設定されていると言える。さらに、何気なく描写しているように見せかけてはいるが、植

民地の近代都市として変容する「仁川」を象徴する場所が次々に登場する。例えば、「仁川

米豆取引所」、「シキシマ」、「月尾島」、「京仁列車」などである。 

 その一方、「京城」は1394年の漢陽遷都以来、朝鮮の首都としての機能が五百年以上続い

てきた都市でもあり、植民地の首都としての都市建設に際しても、ゼロからの新設ではな

く、朝鮮の伝統との接合・融合が必要であった。それに比べると、「仁川」は植民地の近代

都市として新設された都市と言える、その意味で「植民地化」現象がどぎつく露呈するバ

ブル都市の典型であった。 

 このような理由から、「植民地都市化の主体」としての李箱の視線の移動に注目し、前田

とキムミンスの研究を一つの手がかりとして、小説「鼅鼄會豕」を、植民地都市空間を中

心に読み解いてみたい。まずは李箱のモダニズム的意匠の隅々に隠されている植民地都市

空間を呼び起こし、具体的にテクストの構造分析に努めたい。 

 そのため、まずこの小説の解読の鍵と考えられる「仁川」に言及する部分を中心に分析

を進める。 

 

① 米豆問題-「仁川米豆取引所」 

 「鼅鼄會豕」には性格が大きく変化する人物が登場する。「彼」の対立項として現れる「呉」

のことである。 

 

 外衣(トゥルマギ)のように長い毛の外套――油を塗った頭――金時計――宝石

の嵌めこまれたネクタイピン――このような呉のあらゆる身なりが彼には限りな

く目障りだった。どうしてあんなふうになっちゃったんだろう。いや。俺こそど

うしてこんなふうになっちゃったんだろう。（お金だった）人を騙したという。（李

箱「鼅鼄會豕」、崔真碩編訳2006：17）68  

 

                                                        
68 「鼅鼄會豕」は『中央』1936年6月号に掲載、朝鮮語で書かれている。日本語訳は金学

烈・高演義編『朝鮮幻想小説傑作集』など二種類あるが、本文の引用は 「崔真碩 編訳、

「蜘蛛、豚に会う」『李箱作品集成』、作品社、2006．」によるものである。ただし、「鼅鼄

會豕」の原文タイトルは漢字であるため、原文のまま「鼅鼄會豕」とする。また、「鼅鼄會

豕」の原文によれば、本文に出る「거미」は漢字語彙ではないため、「クモ」と表記する。

「양돼지」も西洋種の豚という意味だが、「洋ブタ」と表記する。 
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引用のように「彼」は「呉」が変わったことに「目障り」を感じる。「彼」は何故「呉」

が変わったのかと考えながら、記憶をたどる。その記憶の中から浮かんでくるのが、「呉」

の「仁川」時代である。 

「彼」と「呉」は10年間の少年時代を過ごす。二人の夢はともに画家になることであっ

た。京城の社稷公園で「彼」は「呉」から父親の手紙を見せられ、その厳しい経済状況を

告白される。その父親の手紙が「呉」の人生を変えるきっかけになるのである。 

「呉」の父親は「米穀相場師」で、それによって「百万の家財」を蕩尽してしまった。そ

の結果、「呉」は父親の希望にしたがって「仁川」に行き、「取引店」に就職する。「取引店」

とは「米豆取引所」の認可を受けて、69売買の仲介を担当していたところで、現在の先物

取引のような業務を行っていた。現物の米の取引はしないが、米の価額が決まると、その

差額で利潤をあげる仕組みになっていた。 

「仁川 米豆取引所」は1896年に資本金３萬圓で、日本人商人により設立された。役員は

皆日本人で、70東京と大阪の米豆取引所に電報で連絡をとり、その動向が「仁川米豆取引

所」に反映されるシステムだった。そのため、経験豊富で、情報収集能力を持つ日本人が

有利になり、資本主義経済の仕組みを知らない朝鮮の人々は不利であった。やがて朝鮮中

小の地主は没落し、取引所は朝鮮の経済が日本に編入されていく窓口の役割を果たした。

「米穀市場は一攫千金を夢見る人々の射幸心を助長することにより投機市場化され、その

ため身上をつぶして、没落する人が続出」（イヒョンジン1992：43）したのである。 

 1918年、日本で起きた米騒動をきっかけに植民地朝鮮は米の供給地として活用されるこ

とになる。米騒動の原因は「シベリア出兵を見越した地主と米商人の投機によるものであ」

り、「その根底には、第一次大戦中の資本主義の発展による非農業人口の増大に米の増産が

ともなわず、地主保護政策をとる寺内正毅内閣が外米輸入税の撤廃などの適切な処置をと

らなかったという事情」（日本史大事典：424）があった。その後、「日本政府は朝鮮だけで

なく、仏領インドシナ、英領ビルマ、タイなどからも米を買い付け、その量は一九一九年

度には大きく飛躍した。そのため、東南アジア一帯の米価は高騰する。米の輸入は、アジ

ア各国から米を奪う行為となり、あらたにアジアに米騒動を連鎖させることになった」（成

田龍一2007：88）。  

当時、朝鮮は人口の80％以上が農民であったから、「米」は経済の基盤を揺るがす問題で

あった。71その後、1920年代に実施された産米増殖計画によって植民地収奪政策が加速化

される。農村経済が崩壊する中、都市では近代資本主義経済の導入が急速に進んだ。その

                                                        
69 부산근대역사관『철도로 떠나는 근대도시기행』、2008、p.149. 

70 仁川府編『仁川府史』、1933、pp.1049－1051. 

71 チョンボンガン（전봉관）『럭키경성』、2007、pp.47-77 参照. 
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様相が集約的に現れる象徴的な都市が「仁川」であった。なぜなら、米の価額が決まると

ころが「仁川 米豆取引所」であり、全国で生産された米が一所に集められて日本に搬出さ

れる場所が「仁川」であったからである。 

その「仁川」で働きはじめた「呉」の変化は「彼」にとって批判の対象ではあるが、そ

の一方で「彼」が思い浮かべる「仁川」の状況は、「呉」と「彼」自身の生活の変化を理解

するための背景をなしている。その理由は、「米豆取引所」が朝鮮の人々に投機の場所とし

て意識され、没落していく朝鮮の地主の土地が日本人に与えられるなどの根本問題が、近

代資本主義経済の導入によって始まった問題であるだけでなく、植民地という特殊な経済

構造がもたらした社会的問題だということを、「彼」が正しく見抜いていたからである。 

 

② 公娼制度の問題―「シキシマ」 

「仁川」には1902年（明治35年）に日本人によって作られた「敷島遊郭」という公娼街

があった。72「敷島」は「敷島町」という地名でもあり、公娼街の名称でもあった。地図

にもその一帯が「遊郭」と書かれている。73こうして、当時の「仁川米豆取引所」の近所

には、料亭や「きの国や」「敷島樓」などの遊郭があり、娼妓数は70餘名に達していたとい

う。74 

  「彼」が「呉」に呼ばれて「仁川」に会いに行った際には、夜になると二人で「シキシ

マ」（敷島）に通った。その遊郭の名称がはっきりと示されている。 

 

 呉の顔は一時一刻として同じでなかった。夜ともなれば呉についてブリキの切れ

端のようなバーを何軒も梯子してから――（シキシマ）―― 日ごとにやつれてゆ

く体をどうすることもできなかったけれど、奇妙にも呉は六時になると目を醒まし

目を醒ましてはランプの油皿のような目玉をあっちにくるくるこっちにくるくる回

し、赤い頬はぴくりともさせず九時までには海岸通りの事務室に間違いなくいた。

疲れを知らない呉の体はおそらく金剛力とともに――きっと――何かの道を極めた

のかもしれない。（李箱「鼅鼄會豕」、前掲：18、下線は引用者。） 

 

 しかし、敷島遊郭のような港町に作られた公娼街と、1930年代のいわゆるモダンガール

                                                        
72 萩森茂(はぎもりしげる) 『京城と仁川』大陸情報社、1929、（『京城の地理歴史、京城

と仁川』韓国地理風俗誌叢書37．景仁文化社、1989。）p.489. 

「明治三十五年十二月、其の筋の認可を得て東部海岸の一廓に開業せられたもので、之

より先き釜山に於いて綠町遊郭の開業あり、・・・」 

73 仁川府 編「仁川府内図」『仁川府史』1933． 

74 萩森茂、前掲、p.489. 
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や新女性の働いていたカフェなどは区別して考える必要がある。李箱の文学には妓生(キー

セン)やカフェの女給などがしばしば登場し、1930年代の大衆文化が反映されている。しか

し、「仁川」の「シキシマ」には近代都市文化というだけでは説明がつかない、日本によっ

て形成された植民地文化の特徴が見られる。つまり、日本の遊郭文化が植民地に移植され

たということである。遊郭は「公娼を集娼方式によって一定区域内に集団的に居住させて

おく場所」で、「豊臣秀吉によって一五八五年に始められた」75日本的な制度であった。  

 

このような朝鮮の売買淫の形態は日本による植民地化の過程で公娼制度下に編

入されていく。すなわち、一六世紀頃から公娼制度を実施してきた日本は江華島

条約締結（一八七六）後開港場と開市場を通じて人的・物的に朝鮮に浸透しなが

ら、始めは日本人居留地を中心に公娼制度を実施し、統監府を設置してからは朝

鮮人売春婦の公娼化に着手した。そのようにして「合邦」以降には本格的に公娼

制度化政策を推進し、一九一六年に全国的統一法規を発布することで全朝鮮に公

娼制度を実施するに至った。 （山下英愛1992：2） 

 

 朝鮮の公娼制度は大陸に進出しようとする日本にとっては重要な制度であった。移住す

る居留民と軍隊のために必要な制度でもあり、収益を得る方法でもあった。しかも、朝鮮

という植民地にキーセンのイメージをまとわせ、観光地として積極的に宣伝し売り出して

いたのである。 

 公娼制度は以前から隠れて存在していた売春を一定の地域にまとめて営業させると同時

に、健康診断や性病の管理によって外化させた面もあった。しかし、売春を取り締まるこ

とが目的ではなかったので、公娼は増えつつあった。そしてそれこそが、植民地政策の偽

らざる一面だったのである。 

 李箱により造形された女性像には、近代大衆文化と植民地文化が表裏一体となって表現

されている。売春婦やキーセンやカフェ女給の女性たちは1930年代の近代大衆文化の中心

になると同時に、意図的に別方向で朝鮮のイメージを作り上げた日本帝国によって植民地

の象徴的モデルにもなっていたと言える。つまり、李箱の文学の柱となる植民地化と近代

化のアンビバレンスは女性像の造形にも典型化されている。それは、当時の最も激しい変

化が女性の身体を媒介として現れていたからであり、社会現象を呼び起こしてもいたから

である。76 

 

                                                        
75 山下英愛、 『한국근대 공창제도 실시에 관한 연구』、이화여자대학교 석사논문、

1992．訳は引用者。 

76 李箱の造形する女性像に関しては稿を改めて詳しく論じたい。 



 

 

 

 

71 

 

 ③「月尾島」と「京仁列車」 

「鼅鼄會豕」で李箱は「彼」と「呉」との過去の逸話のなかに、植民地の現実を象徴する

いくつかの典型的な場所を描き込んでいる。それらの場所が、当時、社会現象として話題

になった「仁川」という近代都市のイメージを構築する。上述した「仁川米豆取引所」と

「敷島」から、金と女で大衆を惹きつけ動かす都市「仁川」が読める。一方で「仁川」を

読むもう一つのコードは「月尾島」と「京仁列車」である。  

 

昼ともなれば呉の父親は鬱積した心情を一つ残った伽耶琴(カヤグム)に託しと

きどき小さな手帳に信じる息子からの電話を満足そうに書き記す。引き戸を開け

ると京仁列車が時折り見える。彼は呉の毛の外套を掛けて月尾島(ウォルミド)の

裏を回りまだまばらに咲き残っている花々の間の芝生の上に場所を占めてごろり

と寝転び春が訪れながらも健康の訪れなかったことを嘆いた。見渡すばかりの海

――泥土の畑の上を波がひとしきり押し寄せるうちに日は暮れていった。午後四

時呉は口笛を吹きながらこの同じ芝生に毎日彼を訪ねてくる。テントを張ったと

ころで揺れるポータブルラジオを聴きお茶を飲んで鹿を眺めあまりに長い堤防の

中間でちょっぴりさわやかなアイスクリームを買って食べ牡蠣を採っているのを

少し見て呉の部屋で新聞を読み晩飯を睦まじく終える。このようなひと月――五

月――彼はまさにその芝生の上でいつの間にか離船楽曲(ペッタラギ)を覚えた。

胸中に画策していたことが日ごとに一重ねずつ海に散っていった。（李箱「鼅鼄會

豕」、前掲：18、下線は引用者。）77 

 

 「呉」の仕事が終わる時間まで「彼」が待つ場所として登場する「月尾島」は日本によ

って開発され、遊園地になっていた。月尾島遊園地に関しては「京城より約五十分にして

着く、仁川駅前より海中を横断してゐて一大長橋と見まごう十餘町の、坦々たるコンクリ

ート長堤を渡れば、…（中略）展望絶勝の地を劃して、幾多の設備を整へたる一大楽天地

あり、名附けて月尾島遊園と謂ふ、駅前より乗合自動車にて五分間にて達する」（萩森茂(は

ぎもりしげる)1929：264、下線は引用者）という説明がある。そこには、大浴場、娯楽室、

婦女幼者専用プール、大プールなどもあった。しかも、小説に登場する「鹿」の「鹿苑」

も実際にあった。「月尾島」は日本人により開発された近代化の一つの成果を宣伝するとこ

ろであった。 

 「引き戸を開けると京仁列車が時折見える」というシーンがここに挿入されている。何

                                                        
77 崔真碩の訳は「・・・トンネルを掘っている・・・」になっている。しかし、李箱「鼅

鼄會豕」の原文は韓国語で「굴캐는것」である。「굴」は日本語で「洞窟」か「牡蠣」であ

る。「캐는」という動詞を考えると、恐らく、訳は「牡蠣を採っている」になる。 
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気なく言及されているようにみえる「京仁列車」は李箱の重要モチーフの一つである。し

かも、「呉」の父親のことを描写するシーンで挿入された点は意味深い。京仁列車に乗れば、

萩森茂の言うように、「京城より約五十分にして着く」。つまり、一時間以内で「京城」か

ら「仁川」に着くのである。また、京仁列車は京城と仁川地域を結ぶ近代的交通手段とし

て、それまでは徒歩で十二時間、水路で八時間以上かかっていた行程を一時間の距離に短

縮させ、人的・物的交流・流通の活性化を実現した。78正確な時間概念、便利さ、速度感

など、鉄道は近代化の象徴であり、朝鮮の一般大衆にも益すると同時に、帝国主義的侵略

の足掛かりでもあった。 

  

２）「鼅鼄會豕」における暗号化の意味 

「鼅鼄會豕」の構造的特徴は「仁川」・「京城」という都市空間の描写とその配置に現れ

ているが、さらに、暗号化に踏み切っていることにも見てとれる。 

李箱にとって「鼅鼄會豕」という小説は自分が設計し作りあげた建築物であったと思われ

る。一つの画面に複数の角度からの眺められた対象の像を合成するキュービズムのような、

立体的小説を構想している。その構造は以下のように分析することができる。 

 

「１」京城 ― 「１」の末尾に挿入された回想部分における京城→仁川 ―「２」京城 

  

一見単純な構造に見えるが、この構造においては中間に回想部分を配置することによっ

て、変化する「京城」を「仁川｣を媒介として対比・対照させる視線が同時に表現されてい

る。つまり、「京城｣という一つの建築物を、異なる角度から見られた部分の合成によって

一つの画面上に描いて見せているわけである。 

時間軸上では25日のクリスマスからその翌日26日までのたった２日間の出来事をめぐっ

ての話であるが、「１」の京城と「２」の京城において、そこに登場する人物や生じる出来

事を見る「彼」の視線は明らかに異なっている。〈理解〉を試みる視線と〈批判〉の視線。

つまり、「仁川」という新都市の回想の前後で、「彼」の視線の変化が生じたと考えること

ができる。換言すれば、「彼」は「仁川」での出来事を回想することによって、植民地的資

本主義経済に曝された「京城」の真の顔をより鋭く見抜くようになるのである。この批判

的視線をもたらす契機として、開港以降植民地都市計画によって建設された新都市「仁川」

の回想が、小説構造の蝶番として配置されていると考えられる。 

「鼅鼄會豕」は二つに分けられた「１」でも「２」でも、「妻」が階段から転げ落ちた出

来事を冒頭に置いて話を始める。しかし、「１」と「２」の冒頭文を比較すると「妻」の転

                                                        
78 信夫淳平、明治四十一年（1908）『仁川開港二十五年史』（ 仁川広域市歴史資料館『譯

註 仁川開港25年史』、2008）pp.92－93の注30を参照。 
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落事件に対する視線が異なっていることがわかる。「２」では、「妻」に対して「不格好」、

「ぶざまだ」という表現が用いられている。 

 

１ 

その日の夜に彼の妻が階段から転げ落ち――いたずらに明日のことを心配する

なとどこか、気の利いたお方が諭してくださった。ごもっともである。（李箱「鼅

鼄會豕」、前掲：10） 

２ 

その日の夜に妻は格好悪く階段から転げ落ちた。ぶざまだ。（李箱「鼅鼄會豕」、

前掲：20） 

 

「妻」の転落事件に対し、「彼」はともに投げやりな態度をとっているが、その視線は「１」

における人を理解しようとする問いかけの視線から、「２」の批判の視線へと大きく変化し

ている。つまり、小説の全般において、外の現実に対する「彼」の皮肉で投げやりな態度

は一貫しているのだが、人々に向ける視線は〈理解〉から〈批判〉の視線に変わっている。

その批判の視線は「妻」と「自分」だけでなく、「呉」をはじめとする他の人間にも及んで

いる。この視線の差異は二つの部分の記述内容の基本的な差異となって現れている。 

「１」の冒頭には「いたずらに明日のことを心配するな」（マタイ福音6：34）という新

約聖書からの引用が現れるが、そこには、揶揄にも似た、外の現実に対する投げやりで無

関心な態度が見られる。このような外向きの怠惰な態度と違って、内向きには「彼」と「妻」

との関係が執拗に問われ続けている。 

 「１」で「彼」が「クリスマス」の日に「呉」を訪ねるのは、後述するように、「呉」の

変貌を理解しようとする一つの行動として読むことができる。冒頭の新約聖書の引用は「ク

リスマス」の日の伏線として言及されていたと言える。 

「彼」と「呉」の関係の変化は貨幣に基づいている。「呉」は金を求めて性格が変わって

いき、友達である「彼」に「100円を三か月で500円にしてあげる」といううまい話を持ち

出す。従来、社会的関係にも金にも無頓着であった「彼」も、「仁川」での「呉」の生活を

見て「呉」のように金を稼ぐ気になり、結果的には騙されることになる。「呉」は職業柄、

「米豆」の投機で失敗することも多かったはずであり、始めから騙すつもりであったかど

うかは分からない。また、「彼」のほうも、自分の金もないのに、「妻」を介して借りた金

を「呉」に渡して投機話に乗っている。 

 「呉」も「彼」も当時の投機の流行とその魅力にはまった植民地朝鮮の多くの人々の一

人である。その背景に「仁川」・「京城」という二つの緊密に連結された都市空間があり、

都市計画によって計画的に作り上げられた二つの植民地都市を連結していたのは、まさし

くそのような植民地的経済構造なのである。 
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 ３回も繰り返し言及される「クリスマス」は「呉」に対する〈理解〉の視線の背景をな

している。その「クリスマス」の日に京城で「呉」と再会した「彼」は、その自慢話を聞

かされながら、皮肉にも十年前に「京城」の「社稷公園」で「呉」から窮状を告白された

ことを思い出す。 

 この「社稷公園」に注目するならば、この公園は実際に李箱の生活圏にあったため、何

気なく登場させた場所である可能性も否定はできない。しかし、これまで考察してきたと

おり、そしてまた前田の言うように、小説の中に出る地名や名称を、李箱の「精神の歩行」

を解きほぐす「糸口」として読むのであれば、少し立ち入ってこの場所に付された意味を

考える必要があるだろう。 

 「社稷公園」は〈社稷壇〉の置かれている場所に作られた公園である。〈社稷壇〉は国土

の神である「社」と主穀の神である「稷」に対して祭祀をおこなった壇で、国祀として〈宗

廟〉と共に国家的に重要視されたが、1922年以降、日本によって公園化されていた。79〈公

園化〉は、朝鮮という国が権威を失ったことを象徴的に知らせる手段であり、植民地近代

的都市計画に組み込まれたことを意味する。まさしくそのような場所で、「呉」は自分の状

況を打ち明ける。植民地経済を担う植民地投機家の一人として働かなければいけない状況

に追い込まれた、という告白がなされる場所として、極めて皮肉な視点から「社稷公園」

が選ばれているのである。 

 また、小説の全般にわたってシニカルな雰囲気が漂う一つの要因は、「クリスマス」の日

という設定である。「クリスマス」には「彼」でさえ感じるほど誰もが寛容の恩恵を受ける

という温かいイメージと、年末の忘年会を含めて派手なパーティーのように一部の金持だ

けが楽しんで貧富の差を際立せるというイメージが併存する。温かいイメージと冷たいイ

メージの併置によって小説全体に皮肉で緊張した雰囲気が形成される。 

 ところが、これまでの分析から少し離れて、つまり、小説の中の建築物だけに注目する

という視点から離れて、その建築物が建てられている空間と時間を鳥瞰する視点に立つと、

1930年代の植民地の現実の状況がそうであったように、小説全体の設定自体が皮肉な状況

にある。〈植民地〉における植民される側の人々の複雑にもつれた状況、その〈植民地〉と

いう空間的背景が西洋の文化として近代イメージを持つ〈クリスマス〉という時間的背景

と絡み合い、縦糸と横糸をなしてナンセンスな背景を構成しているのである。  

 李箱の文学は斬新である。一見軽薄な作品とも見られているが、韓国のモダニズム文学

の先導者として果たした役割については異論がない。しかし、移植された軽薄なモダニズ

ムなのか、自己の足で立つ独創的モダニズムなのかという点で評価が分かれる現状におい

ては、具体的な作品分析に努めることは極めて重要である。 

 これまで探ってきたように、「鼅鼄會豕」には1930年代のカフェ文化や貨幣経済の諸様相

                                                        
79 『서울육백년사（六百年史）』(seoul600.seoul.go.kr/) 参照 
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が可視化されている。しかし、李箱の眼が見て取った朝鮮総督府の植民地近代化の企図は、

見えながら目立たないように、地名や名称に言及するだけで取り立てて問題視されてはい

ない。 

 朝鮮の伝統と植民地化がもたらした近代的現実の挟間で新しく輸入されるモダニズムは

新鮮な風であり、現実からの逃げ道でもあっただろう。しかし、そのモダニズムの風は主

として植民地化する側から吹いてくる風でもあった。二つの極の間で揺れ動きながらも、

批判的現実認識がなければ、李箱のモダニズムの受容は単なる流行追随と新奇なるものの

実験に終わっていたかもしれない。厳しい現実の状況を見抜きながら未来に向けて視野を

広げ、そのグロテスクさを内に向かって暴露しつつ外に向かっては隠す、その一つの有力

な方法が、文学的修辞法としての暗号化だったのではないか。 

  

３．「鼅鼄會豕」における植民地近代都市の中の人物造形 

 １）登場人物の類型－「クモ」・「洋ブタ」80と「ヤセ」型・「デブ」型 

 「鼅鼄會豕」には植民地近代の都市空間に生きる人物像が三つのタイプとして提示され

ていて、李箱はこの三つのタイプに対して、「理解」と「批判」の分裂した視線を向けてい

る。 

 「鼅鼄會豕」のそれぞれの関係は貨幣を媒介としており、葛藤の有無に焦点が当てられ

ている。その関係が「クモ」と「洋ブタ」の比喩で表現されるのである。詳しく分けて考

えてみよう。 

 

 ① 心理的抵抗のタイプ ： 彼（ヤセ） ― 妻（ヤセ） 

 ② 現実順応的タイプ ： 友達の呉（ヤセ） ― まゆみ（デブ） 

 ③ 自発的参与のタイプ ：  Rカフェ主人、専務 （共にデブ）  

  

 ①は植民地朝鮮の人として現実を受け入れられずに悩み、葛藤する、心理的抵抗のタイ

プである。「彼」は社会的関係を忌避する人間であり、唯一「妻」を通じて生きることがで

きる。 

 

 生命に蓋をし、人と人とがつき合う習慣をやめ彼自身を閉ざした。あらゆる友

人から――あらゆる関係から――あらゆる希望から――あらゆる欲から――そし

てあらゆる恥辱から――ただ部屋の中でのみ彼は活発に発狂することができた。

（李箱「鼅鼄會豕」、前掲：16） 

                                                        
80 崔真碩の訳は「白豚」になっている。しかし、李箱「鼅鼄會豕」の原文は韓国語で「양

돼지」で、日本語で言うと「洋ブタ」により近いと考え、本稿では「洋ブタ」にする。 
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 この引用のように、「彼」は社会から自分を切り離し、自分の世界に閉じこもろうとする。

だが、「彼」は「妻」から養分を吸い取り、「妻」の前で借金の借用書に判を押したりする、

「クモ」である。 

 反面、「妻」はその「彼」を死なせることなく守ろうとする。自分の身体を売ったり、借

金したりしてあらゆる手段・方法を用いて、生き延びさせようとする。「妻」は気が強いと

語り手は言う。「彼」は「妻」を「くも」と呼ぶ。なぜなら、「彼」は生き延びようと思っ

てはいるが、「妻」の持つ社会的関係によって「屈辱」を感じさせられもするからである。 

 

 妻がまた戻ってきたのは三、四ヶ月前だ。戻ってきては彼を食べさせてゆくと

言うのだった。借金「百円」を頂戴するとき彼は妻を前に立たせてこのデブの見

ているところで楕円形の判子を捺した。そのときユカタを着て見下ろしていたデ

ブの目から感じた屈辱を今日も忘れられようか。 （李箱「鼅鼄會豕」、前掲：1

5、下線は引用者。）  

  

いくら彼がこの部屋の雨戸を何重にも閉めて一年十二ヶ月を髭も剃らずに横に

なっていたとしても世間はその残忍な「関係」をもって壁を突き抜け浸透してく

る。（李箱「鼅鼄會豕」、前掲：29） 

 

 上の引用のように、「彼」は「妻」のお陰で「百円」を借りることはできるものの、その

ような「関係」からも、またその状況がもたらす「屈辱」からも逃れることはできない。

「彼」が逃れたがっている「関係」は「世間」だが、その「世間」は貨幣で関係が成立す

る資本主義社会である。しかも、「彼」が生きている空間、「京城」はいかなる都市よりも

深く植民地経済が浸透した都市なのである。 

 ②は状況により性格が変わって自分自身を納得させていく現実順応的タイプである。こ

のタイプの人は自己合理化をする。「呉」と「マユミ」の間には葛藤が見られない。「呉」

の性格が変わっていくことを「仁川」という都市空間の中で考察したわけだが、変わった

「呉」が考える社会には人間味のある関係は存在しなくなる。それで「呉」は友達の「彼」

をだまして、「百円」を奪っても、返すこともなく、罪の意識も見せない。また、女と金だ

けを考えて、女との結婚は拒絶することになる。 

 

ソウバで女は絶対に禁物だ――しかし肉を削いで食べさせようと駆けこんでく

るのをどうしろってんだ（そうだそうだ）。女とは何か。お金のない女は無意味だ

――いや女のないお金こそ無意味だ。 （ 李箱「鼅鼄會豕」、前掲：21） 
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 友達の「呉」の世界は「ソウバ」と「お金」と「女」だけに限定されている。その「呉」

の女である「マユミ」も社会的生命力が強いたくましい女である。「マユミ」は「呉」にお

金を奪われることを「空しさ」を「充たしてくれる」ことの引き換えと考えている。 

 ③は日本人に成りすましている人たちである。「Rカフェ主人」と「専務」のような人種

は社会的にある程度の金も権力も持っている。社会に迎合する自発的参与のタイプである。

植民地の朝鮮人としての葛藤を感じない、分裂することもない人間として登場する。この

三つのタイプを比較してみることにより、小説の中に描かれた社会の中の人物像がより鮮

明に見えてくる。 

 ①と②の人物像の違いは、二人の間に生じる葛藤の有無である。①の「彼」は、「妻」に

頼って生きていける状況ではあるが、貨幣に基づく関係ではない。その上、二人の間に心

理的葛藤が存在する。つまり、社会に対する心理的抵抗を示しているタイプである。②は

互いに貨幣と性を引き換える関係である。「呉」は夫婦関係は望まないが、二人は互いに満

足し合っていて、葛藤は見えない。つまり、自己を合理化し、現実に順応していくタイプ

である。 

 ①と②のタイプは「彼」、「妻」、「呉」、そして「マユミ」を、一人一人別の人間と考える

こともできるが、夫婦の二人を、また、男女関係の二人を一人の人間の持つ二面性と考え

てみると、③のタイプとの違いがはっきりと現れる。①と②は分裂した一人の人間であり、

③は分裂することも葛藤もなく自己合理化の必要もない、歪んだ社会の中で成功し出世し、

そこに自発的に参与していくタイプである。 

 自己満足ができてお金も持っている「マユミ」と③のタイプの人は「デブ」型として表

わされる。また、自己満足もできず、お金も持たない「妻」と「彼」と「呉」は「ヤセ」

型で表わされる。 

 その中で、「マユミ」は自分から養分を吸いあげる「クモ」を育てる「クモ」であり、そ

の「クモ」によって自己満足することもできる。つまり、「クモ」でありながら、「デブ」

型で「洋ブタ」にもなれる独特な人物である。「妻」がいる「彼」の視線が「マユミ」にも

向かっているのはこの小説の一見して目立たない、最も重要な意味が込められたポイント

である。 

 

２）人物と衣服―「毛外套」、「ユカタ」、「チマ・チョゴリ」 

 植民地政策によって、農村は崩壊しつつあり、離農、貧民が増えていた。その中で一番

先に犠牲になったのが女であった。特に、家族のために工場で安い給料で働くことも、売

春婦になることも多かった。植民地政策は構造的に没落者を増やし、その反面、日本人に

なりすまし、出世する人々も増やした。 

 衣服と人物との関係には李箱が暗示する隠れた現実が窺える。ここでは三種類の衣服に

注目する。「呉」の「毛外套」、「Rカフェ主人」が着ている「ユカタ」。そして、「彼」の「妻」
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が買おうとする「チマ」と「チョゴリ」である。人物と衣服の表象のねじれた部分を中心

に探ってみよう。 

 まず、「呉」の「毛外套」である。前述したとおり、81京城で「彼」は「呉」の「外衣(ト

ゥルマギ)のように長い毛の外套」などを見て、「目障りを」感じ、「呉」が変わった理由が

「お金」のせいだと考える。そのような視線で「呉」を見る「彼」は、過去の出来事とし

て語られる「仁川」で、「呉」の退勤を待つ間、奇妙な行動を見せている。 

 『韓国気候表』によれば、仁川の五月の平均気温は十五.三度、五月の日最高気温の平均

は二十.五度、月最高気温では平均が二十六.九度、月最低気温平均が七.三度であるから、

82友達から借りてまで、「毛外套」を着る必要がないのだが、それを着て出かける。 

さらに、「毛外套」を着て、一か月間時間をつぶしていた場所が当代朝鮮第一の遊園地で

あること、また、アイスクリームを食べたり、鹿を見たりする行動も暗示的である。「彼」

が健康でないから、のんびりしていたように読むこともできる。しかし、「仁川」での行動

と「京城」に戻ってきて「彼」が見せた行動を合わせて考えるならば、「彼」の心の揺れが

読みとれる。 

 「仁川」で「彼」は季節外れの「毛外套」を「呉」から借りて着る。「呉」と遊園地での

んびりしたり、夜は「シキシマ」に行ったりする。それでも、「呉」がきちんと「六時に起

き」決まった時間に働いている様子を見て、心が揺れ動く。つまり、「彼」は世の中の関係

を拒否し、自ら怠けて生きていこうとしているが、「呉」の日常の様子を見て、動揺するの

である。植民地化によって都市が変わり、人々の生活が時間に縛られて辛く厳しくなる一

方、近代化によって日常生活が豊かになることも否定できない。その現実を体験したわけ

である。その根底にある金銭の必要性に目覚め、「京城」に戻ってきて、借金までして「呉」

の言う通り「呉」に「百円」を送ることにする。しかし、結果的に「呉」に金を騙し取ら

れてしまったことで、金に束縛される資本主義社会の虚構性が暴露される。 

 その近代資本主義を表象するものが「毛外套」である。「毛外套」に対しては「呉」のも

のとして「目障りを」感じながらも、その一方で、「彼」自身も憧れを感じざるをえない。

つまり、季節外れに着る「毛外套」は「彼」の葛藤する心の二重性を象徴的に見せている

と考えられる。 

 二つ目は「Rカフェ主人」が着ている「ユカタ」である。「ユカタ」（浴衣）は夏に着る日

本の着物の名称である。では、「Rカフェ主人」は日本人なのか。「ユカタ」を着ている人、

つまり、「Rカフェ主人」については、「ドブから竜が生まれる」（同訳書：16）といった表

                                                        
81 本稿ｐ.68を参照。 

82 과학기술처 중앙관상대 편『한국기후표（기후표준평년치）1931－1960』、과학기술처 

중앙관상대、1968. p.5、p.7.参照。 
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現を使う場面に鑑みれば、83その人の家柄や出自が暗示されていると言えよう。つまり、「ユ

カタ」は着ているが、朝鮮人である可能性が高い。李箱によって造形された日本人のよう

な朝鮮人ということになる。 

 三つ目は、「チマ」と「チョゴリ」であるが、まず、女性の登場人物の名前から考えてみ

る。「妻」の名前は「なみこ」、「呉」の女の名前は「まゆみ」である。この名前の選択は何

を意味しているのか。 

 

「あぶく銭ができたから使ってしまいましょう。今日は出勤しないことにする

わ。（痣になったところに薬を買って塗ることは夢にも考えずに）明日の昼にチマ

が一着、チョゴリが一着（何々が一つ何々が一つ）（そうして十円を使い果たして

から）残りの十円はあなたに靴を一足合わせてあげることにしましょう」勝手に

しろ。    （ 李箱「鼅鼄會豕」、前掲：29） 

 

 「妻」の名前は「ナミコ」とされているが、「妻」が買おうとするのは「チマ」と「チョ

ゴリ」である。本当の日本人であるならば、〈着物〉を買うはずであり、当時は、日本人の

売春婦の方が値段が高かったので、84わざわざ「チマ」と「チョゴリ」を着る理由がない。

また、源氏名だとしても、朝鮮人が日本人の源氏名を使うことには意図があるはずである。

作品の中に「ナミコ」・「マユミ」という日本人名と「チマ」と「チョゴリ」という衣服の

名前を挿入した理由、それは、社会的関係をうまく保ち、金銭を稼ぐためには日本人に成

りすます方が有利になるという植民地都市での現実を示唆するためであっただろう。 

実際、日本人に成りすまして「チズコ」（本名はチョンサムスン）、「マリコ」（本名キム

ミョンスン）、「ミネコ」（本名イトクソン）などの日本人名が使われていた。85それが、当

時の植民地朝鮮の現実でもあったのである。   

 これまで考察してきた人物の名前と衣服のねじれの問題と「ヤセ」型/「デブ」型に分け

る人物造形の特異性を踏まえながら、最後の部分で「彼」がまゆみのところに行く理由を
                                                        
83 韓国語原文は「개천에서龍이나려니까」（李箱「鼅鼄會豕」、『中央』、1936．6．p.234）

である。崔真碩の訳は「溝」になっている。しかし、「개천」は「ドブ」により近いと考え、

本稿では「ドブ」にする。 

84 1930年代当時、朝鮮遊郭は一晩5－7円、日本遊郭は10－15円だった。（나채훈, 박한섭

『인천개항사』、미래지식、2006、p.308.） 

85 『別乾坤』1932年11月号の「カフェ女給オンパレード」にはカフェ・ガールたちが紹介

されている。キム・ジンソン著、川村湊 監訳、安岡明子、川村亜子訳 『ソウルにダン

スホールを』、法政大学出版局、2005、p.243、p.248. 参照。 
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解釈してみる。 

 「彼」は近代資本主義社会に適応できない人間であり、植民地社会でも生き延びる方法

がわからない人間として描かれている。「彼」は「ヤセ」型で、言いたいことがあっても「（ ）」

と括弧つきで呟くしかない人物である。「彼」の代わりに資本主義社会で生き延びようとす

る人物が「妻」の「ナミコ」である。しかし、「妻」も植民地社会で葛藤せざるをえない「ヤ

セ」型である。その葛藤が専務に対しての態度、すなわち、「洋ブタ」と呼ぶ行動を通して

あらわれる。 

 その一方、状況によって変わるしかない弱い人間に対する理解の視線がある。また、状

況に負け、妥協してしまう人間の性格に対する批判の視線もある。それは「彼」が「呉」

を見つめる視線に現れる。「呉」は父親の希望どおり「仁川」で米豆関係の仕事をし、やが

てお金により性格が変わって行く近代資本主義社会の象徴的人間として描かれている。 

「長い毛のコート」を着たり、宝石を買ったりし、また、それを用いて女と取り引きをす

る。しかし、先行研究でよく読み間違えられるところだが、「呉」は「デブ」型のように行

動はしているものの、「ヤセ」型なのである。 

 

 しかし呉は痩せずにはいられなかったらしい。酒――それじゃ色？呉は完全に

呉自身をさっさとさらけ出していた様子だった。あたかも彼が呉の前でも世間の

前でも彼自身を何重にも閉じているように。  （李箱「鼅鼄會豕」、前掲：14） 

 

 この引用のように、「呉」は「鼅鼄會豕」において金と女に象徴される資本主義社会に自

分の全てを開いているように見えるが、「彼」と同様、「呉」もまた植民地社会に順応する

ことができない。「呉」の代わりに近代資本主義社会にも、植民地社会にも適応して生き延

びる人物が「マユミ」である。「呉」はこの「マユミ」とカップルになることで安心する。

しかし、結婚は拒否する。小説の表面的流れから考えるならば、金と女に執着する「呉」

の性格の外向きの面が読み取れるが、その裏面を考えると、「呉」は「マユミ」の必要性は

認めるものの、全面的に受け入れることはしていない。「マユミ」は「デブ」型である。朝

鮮人か日本人かは分からないが、表面上は日本風の名前「マユミ」として登場する。 

 また、「Rカフェ主人」と「専務」は資本主義社会と植民地社会という時代の波にうまく

乗って出世した人間で、一義的に「デブ」型である。 

 つまり、「デブ」型は植民地社会の朝鮮の状況に適応し、葛藤を感じないタイプで、「ヤ

セ」型は植民地の状況に適応できず、葛藤を感じるタイプの比喩である。 

 「彼」と「呉」のカップルにおいては植民地近代社会で分裂した人物が造形されている。

この二つのタイプが物語の中心であるが、彼らの生きる植民地の背景がはっきり読みとれ

るように描き込まれた人物が、別タイプの「Rカフェ主人」なのである。とはいえ、「Rカフ

ェ主人」と「専務」に関しては、「妻」との事件で登場することによって物語全体の背景に
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はなるが、彼らの側から内面の意識が現れ出ることはない。このタイプは内面ではなく金

銭による外面的な権力関係を表している。 

 「鼅鼄會豕」の物語の中心は「彼」の夫婦と「呉」のカップルである。このように判断

できる理由が最後の部分にある。「彼」が寝ている「妻」の和解金を持って、「マユミ」の

ところに行こうとする場面である。 

 この場面で、「彼」は自嘲の混じった仕返しを考え、自己合理化がうまい「マユミ」をお

金で自分のものにすることを企む。「デブ」型からもらった和解金を「マユミ」という「デ

ブ」型を買うことに使おうという企図である。しかし、そこには社会的関係をうまく維持

できる「マユミ」に対する憧れも混じっている。そして、その企みには最初から、どうせ

「彼」自身はどちらにしろ「マユミ」との関係がうまく築けないだろうという自嘲の念が

含まれている。その仕返しの企ては、「妻」に頼りつつ「マユミ」に対する憧れの中で生き

ていく無力な人間の「彼」が自分の属する植民地の近代社会に向かって試みる心理的抵抗

であると考えられる。なぜなら、「マユミ」に拒絶されたら、「洋ブタ」と呼んでしまえば

いいと考えているからである。 

 この最後の部分から、タイトルの「鼅鼄會豕」の意味が解釈される。使用言語を確認し

ておくと、タイトルは「鼅鼄會豕」だが、本文は漢字語が混じったハングル文字の朝鮮語

になっている。特に、「クモ」は「거미」という朝鮮の固有語で表記されているので、タイ

トルの漢字語「鼅鼄」と本文の「クモ」に注目したい。 

 「鼅鼄會豕」の作品解説ノートで、86コンヨンミン（권영민）は「鼅鼄」の文字の「鼅」

と「鼄」がどちらも「クモ」を意味することに着眼し、「彼」と「妻」が二匹のくもとして

表現されていると解説しているが、「鼅鼄」が一匹の「クモ」を表す言葉であることには深

い意味は見いださずに、一種の「言葉遊び」と捉えている。 

 タイトルの「鼅鼄」という漢字は本文には出てこない。本文には「거미(クモ)」だけが

現れるが、「彼」と「妻」は互いに相手から吸い取る関係の「クモ」としてあらわれる。「鼅

鼄」は二匹の「クモ」である「彼」と「妻」を表す。豕偏の「豕」の豚・猪などのぶた類

は「Rカフェ主人」と「専務」と「マユミ」を表す。豚・猪・豕などの類は部首「豕」に属

する。「鼅鼄會豕」の本文では朝鮮語で「돼지（ブタ）」か「양돼지（洋ブタ）」と書かれて

いる。漢字で表記する際、「ブタ」は「豚」という漢字をよく使う。しかし、「豚」でも良

いのに何故「豕」なのか。わざわざ漢字の「豕」を用いたのには理由があるはずである。 

 タイトル中の「豕」は 豚・猪・豕などの「豕」に属する類型的人物をまとめて示すと同

時に、そこに豚・猪・豕などさまざまな違いが存在することを示す名である。「カフェ主人」、

「専務」、「マユミ」はひとまとめに「ブタ」として描かれているが、「マユミ」は金と権力

を持つ「カフェ主人」と「専務」のような人物とは性格が異なる人物としても造形されて

                                                        
86 コンヨンミン(권영민)編、『이상전집2단편소설』、문학에디션 뿔、2009、p.392. 
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いるからである。このようなタイトルの作り方は、たんなる「言葉遊び」ではなく、モダ

ンで新奇な「言葉遊び」感覚を装いながら、その下に暗号言語としての役割が隠蔽されて

いるとみるのが妥当であろう。 

 つまり、タイトルの「鼅鼄會豕」の意味は「彼」夫婦が金力や権力を持つ人物たちに会

うということである。「鼅鼄會豕」の本文の中で具体的に「クモ」と書かれている部分と関

連づけられているのは、「お金」「部屋」「彼」「妻」「呉」「マユミ」である。反面、具体的

に「ブタ」とは言われていないが、「デブ」の姿で間接的に描かれているのが、「マユミ」

「Rカフェ主人」「専務」である。まず、「彼」夫婦が「Rカフェ主人」と「専務」に会うこ

とになる場面は、社会的関係が金銭関係に規定されており、金を持つ人間に左右されると

いう現実を明らかにするために設定されている。その後、特に、最後で 「彼」自らが「妻」

の和解金を持って「マユミ」に会いに行くという場面は、近代社会のもっぱら金銭に基づ

く人間関係に対する皮肉であると同時に、「彼」自身の中にも存在しうる別の顔と対面させ

るために用意されている。前述したとおり、ここには「「マユミ」に対する憧れ」が含まれ

ている。この社会的関係の中で頂点をなすのが、「彼」と「マユミ」の関係である。「マユ

ミ」は「彼」と同じく「クモ」であるが、「ブタ」の性格も持っている。「クモ」であると

同時に「ブタ」でもあることのできる「マユミ」はまさしくそれゆえに「彼」の関心を惹

きつける人物として描かれるのである。 

  

 ４．むすび 

 「鼅鼄會豕」には植民地化に対する李箱の批判的な態度と、同時に近代化に対する憧れ

の二面が描かれている。 

 まず、本章では、小説「鼅鼄會豕」を植民地都市空間の「仁川」を中心に読み解くこと

を試みた。そのため、本文に現れている「仁川米豆取引所」・「シキシマ」・「月尾島」・「京

仁列車」が植民地近代都市として変貌する「仁川」の中の重要な場所であることに注目し

た。その意図は、近代建築学を学んでいた李箱が近代都市の「生産者」としての視線を持

っていると見た上で、李箱の作品の中に現れる都市空間は「生産者」としての李箱の思惟

を具体化した空間として捉えられると考えたからであった。 

 その都市空間の中での人物造形には特異性が見られ、「クモ」と「洋ブタ」、「ヤセ」型と

「デブ」型の二項対立的要素、及び、人物と衣服のねじれた様相が現れていた。このよう

にねじれた人物造形からは、植民地近代の都市空間での複雑な状況や人物の葛藤が読み取

れる。さらに、この作品には、建築を通じて学んだ近代化と日本から移植される植民地近

代化の狭間で悩み、揺れ動く李箱の存在が見え隠れする。 

 たしかに「仁川」と「上海」は世界各国の租借地と共通点を持っている。しかし、帝国

主義時代の開港都市という共通点を持ちながらも、両都市はそれぞれ異なる歴史を持つ都

市空間である。もし、蘭明の研究のように李箱が『上海』の横光利一の影響を受けて、「地
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図の暗室」を書いたとすれば、87その4年後の1936年に発表された「鼅鼄會豕」と「翼」で

もそのことを念頭において、朝鮮の現実としての「仁川」と「京城」の都市空間がいかに

巧みに小説に生かされているかについて考察すべきであろう。李箱と横光利一の作品の比

較分析は今後の課題としたい。 

「仁川」・「上海」・「横浜」に見出される共通点と相違点があるのと同じく、当時のモダ

ニズムそのものが西欧、日本、植民地朝鮮で共通する基軸をもちながら、それぞれ固有に

偏差していたことを深く考える必要がある。そうすることによって、西欧と日本のモダニ

ズム文学の影響と李箱独特のモダニズムの手法が明らかになるだろう。 

 本章は李箱によって構築された文学に如何に植民地の現実が現われているかを探ってき

た。それは、モダニストとして知られる李箱の側面を否定するためではない。むしろ、李

箱が如何に植民地状況下で他の作家とは一線を画する独特なモダニズムの方法を展開し、

特に暗号化の方法を取り入れて、斬新な文学世界を設計し、構築していったのかを明らか

にするためであった。 

植民地のモダニズム文学の暗号化の手法が新しくかつ必然的な方法の一つであったこと

を、李箱という植民地的実存の文学はきわめて独創的なかたちで証明しているのである。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
87 蘭明、前掲、pp.24－80.参照。 
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第４章 初期日本語詩「空腹――」について 

 

 

１．はじめに 

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

ナ可逆反應」と一緒に発表された。全部で６篇の詩の中で最後の６番目の詩である。 

初期日本語詩に関する先行研究の中で注目すべきはキムミンスの研究である。88当時の

植民地の状況を踏まえた上で、視覚芸術の観点からの彼の分析は李箱の日本語詩を理解す

る一つの手段として有効である。しかし、彼もまた、当時の朝鮮語と日本語の二重言語状

況における表記法に関しては見逃している。1930年代の二重言語空間を現代と同一視して

いることは李箱文学の研究において、大きな欠陥ではないか。          

「空腹――」における日本語の表記法の問題は分析の課題の一つである。李箱の「異常

ナ可逆反應」と「空腹――」を含む6篇の詩はこれまで習作期の実験詩であると見なされて

きた。その根拠の一つは漢字カタカナ交じり文と漢字ひらがな交じり文が通常の（現在の）

表記法と逆になっていると考えられたことである。しかし、それは1930年代の状況を考慮

しない単純で性急な判断である。本章はその当時の表記法を参照しながら、李箱の初期詩

の表記法について検討していきたい。それは、李箱の「実験性」に異を唱えるためではな

く、当時の時代状況を踏まえた上で判断すべきだからである。 

さらに、日本語の表記法の特徴の一つであるふりがな表記に注目する。後述するが、こ

の詩の題目「空腹――」を同時期の李箱の落書きのふりがな、〈空腹
ハ ジ

〉と結びつけて考えて

みる。それにより、李箱文学の暗号化の方法が日本語の表記法からも見えてくるからであ

る。 

筆者はこれまでの論考で、李箱は文学修辞法の一つとして暗号化を用いていると述べて

きた。 初期日本語詩に現れた記号（「異常ナ可逆反應」）、小説に挿入されている挿絵（「翼」）、

何気なく言及されているような地名・場所（「鼅鼄會豕」）などが暗号言語として用いられ

ていると分析してきたのである。89 

                                                        
88 キムミンス（김민수）『멀티미디어 인간 이상은 이렇게 말했다』、생각의 나무、1999.  

――『김민수의 문화디자인：삶과 철학이 있는 디자인이야기』、다우、2002. 

――『이상평전』그린비、2012． 

89 本稿の第１章、第２章、第３章のことである。 

拙稿、「 李箱の初期詩における暗号言語としての記号について  ― ｢眞々5″｣、｢すてつき｣、

｢ ｣、｢△」・｢俺｣・｢▽｣の意味の解釈を中心に｣『文化記号研究』創刊号、 文化記号研究

会、2012、pp.54－83. 

拙稿、「 李箱の小説「翼」の構造分析－ 暗号としての二重構造及び初期詩語「△」・「俺」・
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初期日本語詩に現れた記号というのは、｢眞々5″｣のことである。「異常ナ可逆反應」の

詩の解釈において筆者は｢眞々5″｣が日本の建築用語であることを突き止め、この詩の中で

「西大門刑務所」と「独立門」という現実の建築物が表象されていることを明らかにした。

そしてそれを基に、李箱が当時の植民地の社会状況と無縁の作家ではないことを主張した。

 さらに、次の「破片ノ景色――」に現れる｢△」・「俺」・｢▽｣という記号的表象は分裂し

た自己像であると述べ、それが李箱の文学の三本の柱を構成していると論じた。つまり、

朝鮮本来の伝統、植民地化、近代化である。このことを、短編小説「翼」と「鼅鼄會豕」

の構造分析、さらにはその人物造形の分析からも明らかにした。 

本章では李箱の詩における日本語の表記法の問題を取り上げ、日本語詩「空腹――」の

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

―」では「俺ノ内面ト外面」・「中間ラ」と表現されていること、その一貫した三分立的記

号の意味を考える。 

「異常ナ可逆反應」の６篇の詩は互いに繋がり合って、そこに初期の李箱の現実認識と葛

藤が浮かび上がる。しかし、全体が暗号化されているため、鍵がないと解読できない仕組

みになっている。この暗号化の視点から見れば、初期日本語詩が欧米文学の影響を受けた

難解な詩、ただの習作期の実験詩、と見なされてきたのはある意味で当然のことかもしれ

ない。 

李箱が意図していたと考えられる文学的実験と暗号化の実態を明らかにするために、ま

ず、その鍵となる1930年代の日本語の表記法を考察することから始めよう。 

 

２．日本語表記法の問題 

１）漢字ひらがな交じり文と漢字カタカナ交じり文 

現在の日本語の表記は基本的に漢字ひらがな交じりになっており、カタカナ表記は外来

語や擬態語・擬音語などに用いられている。李箱の日本語の作品には現在の日本語の表記

法と同じ作品と、それとは異なる漢字カタカナ交じり文の作品がある。先行研究はそれを

一つの根拠として、李箱の日本語詩は現在の日本語の表記法と異なるから、習作期の実験

である、と見なしてきた。しかし、言語の特徴である社会性と歴史性を考慮せずに現代の

視点から単純に比較するならば、表面的な分析にとどまる危険がある。朝鮮語と日本語の

二重言語について言及する論においても、李箱の作品の日本語表記と当時の日本語の表記

法の関連に注目する先行研究は見当たらない。 

本稿では言語的実験の可能性は否定しないが、李箱の時代の表記法を考察した上で、判

断すべきではないかと考える。 

                                                                                                                                                                   

「▽」との関連性を中心に －」『文化記号研究』第二号、文化記号研究会、2013．pp.59

－92.参照。 
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まず、歴史的に見ると、漢字ひらがな交じり文と漢字カタカナ交じり文が現在のかたち

で定着し始めたのは1945年の終戦後からである。それ以前は、小学校でも「漢字片仮名交

じり文」を先に学習していた。現在は漢字ひらがな交じり文を先に学習する。終戦を境に

して、それ以前とそれ以降現在までの違いは明らかである。それでは、1945年以前はどう

であったか。 

 

明治時代には啓蒙書・翻訳書や自然科学関係の書物、また法律などに漢字片仮

名交じり文が用いられた。これは漢文訓読の系統を引くもので、1900年（明治33）

の小学校令施行規則改正によって現行の字体に統一されると、国語の教科書にも

採用され、使用が広がっていった。しかし、一般的には平仮名の使用が主流であ

り、片仮名は専門的、実用的分野に限られていた。1945年（昭和20）以降は法律

や公文書の文章も漢字平仮名交じり文で表記されるようになって、漢字片仮名交

じり文はほとんど見られなくなった。 

（松村明編、「特別ページ 日本語の世界４ 片仮名」『大辞林』第三版、三省堂、

2006、p.44、下線は引用者） 

 

明治期から第二次世界大戦が終わるまでは漢字カタカナ交じり文と漢字ひらがな交じり

文が並存していたといえる。明治初期の政治小説や『米欧回覧実記』などは漢字カタカナ

交じり文であり、雑誌にも漢字カタカナ交じり文が見える。漢文訓読体を用い、男性知識

人を読者として想定する場合は漢字

カタカナ交じり文が一般的だった。

しかし、小説は翻訳も含めて基本的

に漢字ひらがな交じり文であった。

〈図１〉は昭和3年（1928年）に出版

されたクヌウト・ハムスンの翻訳『飢

ゑ』である。ハムスンはノルウェー

出身の作家で、1920年ノーベル文学

賞を受賞したので、当時はよく知ら

れていた作家だと考えられる。この

翻訳は朝鮮総督府図書館にも所蔵さ

れており、文学作品を数多く読んでい

たと言われる李箱がこの作品を知って

いた可能性は高い。90この小説は漢字

                                                        

90 「空腹――」とクヌウト・ハムスンの小説『飢ゑ』との関連性も考えられる。李箱の〈空

〈図１〉クヌウト・ハムスン、『飢ゑ』、1928. 
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ひらがな交じり文で、ひらがなのふりがながつけられている。このような小説とは違って、

同時代の公文書は漢字カタカナ交じり文であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育に関する御勅語は、畏くも明治大帝が、吾々國民と一つ心になつて、拳々

服膺して其の徳を一つにしようといふ大御心から、國民にお示し下さつた御聖勅

で、教育の方針はもとより、國民の日常生活に取つての絶對唯一の羅針盤とも言

ふべき大御言葉である。誠に國民道徳の大本はこの御勅語によつて遺憾なくお示

し下さつたものと思ふ。（林 達彦、『教育勅語謹解』：１） 

 

このように意義づけられた明治天皇の〈教育勅語〉（1890年、明治23年）は漢字カタカナ

交じり文であった。これに対して、その一般向け解説である上の引用文は漢字ひらがな交

じり文になっている。当時の朝鮮では、『朝鮮総督府官報』、そして、普通学校の教科書で

ある『普通学校国語読本』の１巻と２巻も漢字カタカナ交じり文であった。３巻は漢字カ

タカナ交じり文が途中から漢字ひらがな交じり文になり、４巻からは漢字ひらがな交じり

文になっている。 

〈図３〉〈図４〉のように、李箱が文学活動に勤しんだ1930年代の公文書は漢字カタカナ

交じり文で書くことが一般的だった。これに対して、それ以外の文、文学作品や雑文、新

                                                                                                                                                                   

腹〉と〈ハジ〉がこの小説と関連していた可能性もある。しかし、先行研究ではまだ直接

言及されてはいないので、稿を改めて考えたい。 

クヌウト・ハムスン 他2人、宮原晃一郎、生田春月 訳、『飢ゑ』（『北區三人集』）、新潮

社、1928. 

〈図２〉「教育勅語」 
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聞・雑誌の記事などは漢字ひらがな交じりが中心であった。 

 

 

 

つまり、李箱は普通学校の頃から朝鮮総督府に勤務していた頃まで公的な場では漢字カ

タカナ交じり文にふれ、普段は漢字ひらがな交じりの文にふれていた。その後、創作する

際に、どちらを選択し、どういう意図を持って書いていたかはまた別として、このような

言語選択の背景をまず考える必要がある。 

日本語のカタカナは漢文訓読の伝統と重合し、ひらがなは平安時代の女房文学を淵源と

すると言われている。したがって、前近代においては、カタカナは制度的・男性的であり、

ひらがなは私的・文学的・女性的という一種の性的分業が言語レベルで行われていたと考

えられる。また、公的空間と打ち解けた私的空間での使い分けも考えられる。当時の知識

人の日本語表記について探ってみよう。 

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

記を書いていた。さらに、夏目漱石は講義ノートに、宮沢賢治は詩を書き綴った手帳に漢

字カタカナ交じり文を用いている。男同士の手紙や個人的な文章では漢字カタカナ交じり

で書くことが多かったが、横光利一・芥川龍之介は漢字ひらがな交じり文であった。ただ、

芥川龍之介の場合、息子への手紙では、漢字カタカナ交じり文で書いている。カタカナを

先に習う幼い息子への配慮もあったと考えられる。 

明治後期以降、横光利一の中学時代の日記や書簡などは漢字ひらがな交じり文であった

が、91夏目漱石・宮沢賢治・芥川龍之介・太宰治など多くの作家たちの最も私的な日記・

                                                        
91 横光利一研究会 編、『青春の横光利一 ―中学時代の日記・書簡を中心に―』、横光利

一研究会、1990． 

〈図３〉「朝鮮教育令」（『朝鮮総督府官報』） 

〈図４〉朝鮮総督府、 

『普通学校国語読本巻三』 
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手帳・男性に宛てた手紙が漢字カタカナ交じり文、小説の原稿は漢字ひらがな交じり文で

あったのは、カタカナを用いるのは男性的で、ひらがなは小説などの文学や一般読者向け

の文字というカタカナとひらがなに対する日本人の使い分けの意識が働いていたからでは

ないかと思われる。 

これまで調べてきた個人的な日記や手紙などを李箱が読んだ可能性は低いが、当時の表

記法の一般的使い分けには日常接していたと考えられる。 

明治期以降日本語の表記は、言文一致の問題や仮名使いの問題を含め、近代文体の成立

過程における混乱と複雑な変化を経て、1945年の終戦後、整理されつつ現在の日本語に至

っている。その結果として、現代の教育現場でもひらがなを先に教え、表記法も漢字ひら

がな交じり文が基本で、カタカナは外来語や擬態語・擬音語に使うことになっているので

ある。 

戦争以前の日本における日本語の表記法の特徴と使い分けが植民地にも流れ込み、植民

地朝鮮で正規教育を受けた朝鮮の人々がその影響を受けていた可能性は極めて高い。特に、

李箱のように、朝鮮総督府から発行された教科書で初等教育を受け、その後の高等教育を

経て、朝鮮総督府に勤めていた人が日本語の表記法を日本人と同様の感覚で上手に駆使す

ることは十分あり得ただろう。当時の漢字カタカナ交じり文と漢字ひらがな交じり文の使

用の状況から見ると、李箱の日本語詩の表記は日本語の二つの表記法の使い分け・並存を

踏まえて、李箱自身の意図を背景においた選択と排除の結果であったと考えられる。しか

し、その意図が実験であったか否かを判断するのはまだ早い。1930年代の朝鮮の二重言語

の状況を考えるならば、李箱の文学における日本語の表記法と照合して、朝鮮語の表記法

についても検討すべきである。特に、朝鮮語の分かち書きの問題は李箱の意図を探る鍵に

なる。この問題を究明するには李箱の朝鮮語の全作品を対象に考える必要があるだろう。

本稿では日本語作品に限定して考察するので、朝鮮語の問題については次稿にゆずりたい。 

 

２）暗号言語としてのふりがな表記 

次に、朝鮮語と異なる日本語表記の一つの特徴であるふりがな表記について考えてみる。 

 

漢字の読みを示すために、その漢字の右側または左側、ときに両側につけた仮名。

傍訓、付け仮名ともよび、印刷用語としては、ルビrubyともいう。文中の漢字す

べてに振り仮名をつけることを総ルビ、一部だけに加えるのをパラルビとよぶ。

現在の印刷物では通常、パラルビを平仮名で漢字の右傍（横書きの場合には上側）

につける。振り仮名の起源は９世紀初頭（平安初期）に始まった漢文への訓点の

記入にある。（中略）、その後も第二次世界大戦前まで、その用法は多様であった。

（小学館：513） 
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上の引用が述べているように、ふりがなは漢字の読みを示すためにつける仮名のことで

ある。朝鮮語にはない日本語だけの特徴であり、「ルビ」92とも言う。 

新聞の連載小説を見ると、漢字ひらがな交じりの文には総ルビが付いていることがわか

る。先の引用で言及されているように、ルビには文全体につける「総ルビ」と必要なとこ

ろだけにつける「パラルビ」がある。 

現代のふりがな表記について見ると、1946年の「当用漢字表」では「ふりがなは、原則

として使わない」方針をとった。また、1981年「常用漢字表」が発表され、現在に至るま

で使われている。ただし、1981年の「法令用語改善の実施要冷」には「常用漢字表にない

漢字を用いた専門用語等であって、他にいいかえることばがなく、しかもかなで書くと理

解することができないと認められるようなものについては、その漢字をそのまま用いてこ

れにふりがなをつける」とあり、93さらに、地名や人名にもふりがなをつける。 

つまり、ふりがな表記は終戦後から現在に至るまでに整理されてきており、現在ではそ

の使う範囲がかなり限られて

いる。それに対し、1930年代

の日本語においては、ふりが

な表記は制限なしに一般に使

われていた。 

                                                        
92 ルビの由来については以下の引用は参考になる。 

今野真二、『振仮名
ふ り が な

の歴史
れ き し

』、集英社新書、2009、ｐ.141.参照 

ルビー、パール、ダイヤモンドは宝石の名称であるが、この「ruby」が約五・

五ポイントにあたる活字の大きさを表すよび名で、日本では、和文本文用の大き

さとして使われていた五号活字（約一〇・五ポイント）の振仮名用として使用さ

れた小型活字（七号＝五・二五ポイント相当）がこの「ruby」の大きさにちかか

ったので、日本の振仮名用活字をルビーとよぶようになり、そこから転じて振仮

名そのものを「ルビ」とよぶようになった。 

93 今野真二、前掲、pp．209－212.参照 

〈図５〉『新聞集成 夏目漱石像一』：561 
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当時朝鮮の新聞や雑誌の

表記法は必ずしも統一され

ていたわけではない。漢字

とハングル文字を併用する

か、ハングル文字だけにす

るかの違い、また、分かち

書きの程度も異なる。ハン

グルの正書法は時代につれ

て変わっていったが、〈朝鮮

語学会〉により1933年「ハ

ングル正書法統一案」が発

表されて、それ以降は整理・普及が進んだ。 

一般的に言えば、日本語と朝鮮語でそれぞれに表記法の多様な手法が用いられている。

そしてこの表記法の揺れに関して日本の影響が強かったことは確かに思えるが、結局朝鮮

で漢字に日本語のようなハングルのふりがな表記が定着することはなかった。94 それを

                                                        
94 福沢諭吉の慶應義塾の留学生であったユギルジュン（유길준）が彼の著書『西遊見聞』・

『労働夜学読本』などで、日本語で学習したふりがなをハングル文字のふりがなの形で専

有（Appropriation）したことがある。（ファンホドク（황호덕）2005：350 参照） 

ユギルジュン（유길준、1856－1914）は福沢諭吉の『西洋事情』の影響を受けて『西遊

見聞』を執筆した開化思想家である。また、1876年の日朝修好条規から始まった開化期の

新小説にハングル文字のふりがなが現れることはあった。以下の例がある。 

① 禽
새

獸
김생

과虫
버러지

며魚
물고기

의種
종

類
류

가皆
다

其
그

造
됴

化
화

이어날人
사람

이獨
호울

로사람되는福
복

을어더靈 性이잇신즉

어디질겁지아니 리오.（ユギルジュン（유길준）『노동야학독본』제7과、『유길준전서』

Ⅱ、275면 より。） 

② 日清
일청

戦争
전쟁

 춍소리 平壤
평양

一
일경

境이   그 춍소리가 淸
청

人
인

의 敗

 軍
군

士
사

 秋
추

風
풍

에 落
낙

葉
엽

갓치 흣터지고(…중략…)然
그러

則
면

何
무슨

故
닭으

로 世
세

上
상

에 사라잇 고 一
한가지

事
일

를 기다리고 死
죽기

를 참고 잇셧더라.  （イインジク（이인직）『혈의누』권영민 교열・해

제、서울대 출판부、p.171、p.189면 より） 

①②の例は、 

ファンホドク（황호덕）『근대 네이션과 그 표상들(Modern Nation and It’s Represent

ations)』、소명출판、2005、p.351 より再引用。ハングルのふりがな表記について、ファ

ンホドク（황호덕）のこの著書が参考になる。 

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

そして二重言語に関する研究は筆者としても未開拓であるが、これからの課題として考察

を続けたいと考えている。 

〈図６〉〈朝鮮日報1935.2.17〉 
（『2010李箱の房』：59より）  
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考えると、李箱が日本語を使い、「表現としての振仮名」95を付けたということは日本語の

特徴をよく理解していた一つの有力な証拠になると考え

る。 

このことを踏まえて、李箱の詩「空腹――」に用いら

れたふりがなの意味を考察したい。李箱が日本語のふり

がな表記を暗号化の一つとして用いたのではないかと考

えるからである。この詩を分析するために、ほぼ同時期

に李箱が「楽朗パラ」96というカフェに残した落書きの

一つを見よう。 

 

 

落書きの文字をはっきりさせるために二種類の本から引用した。合わせて読むと、以下

のように読める。 

 

これで楽浪はこの都
マチ

のヴァガボンド達の教養となりました。疑ふものに空腹
ハ ジ

あれ。 

金 海卿 

 

この落書きのふりがな表記に注目し、「都
マチ

」と「空腹
ハ ジ

」のふりがな表記及びふりがなのカ

タカナ表記について考える。 

                                                        
95  「表現としての振仮名」は今野真二の用いている言葉である。 

今野真二、『振仮名
ふ り が な

の歴史
れ き し

』、集英社新書、2009、34頁参照。 

わざわざ「トキ」を「瞬間」と書くということの背後には、「瞬間」と書かれる漢

語「シュンカン」と日本語「トキ」とを重ねあわせ、漢字をめぐって、複線的な

表現をつくりあげようという意思が働いていると思われる。本書ではこれを「表

現としての振仮名」と名付けることにする。「時間
と き

」も「永遠
と わ

」も「運命
さ だ め

」もみな、

「表現としての振仮名」にあたる。 

96 「楽朗パラ」は1931年京城の長谷川町で開業された。主人は東京美術学校出身の画家李

順石であった。二階建ての建物で、１階は喫茶店、２階はアトリエとして使われた。画家、

音楽家、文人たちが多く集まる場所であった。（文化コンテンツドットコム、〈楽朗パラ〉

参照。2014年10月22日検索） 

 

←〈図７〉カフェ「楽浪パラ」に書かれた李箱の落書き
（左：キムジュヒョン注解『増補定本李箱文学全集』200
9、右：寧仁文学館、『2010 李箱의房―육필원고・사진
展』2010．より）  
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まず、漢字｢都｣に｢マチ｣というふりがなが付けられている。〈都〉という漢字に〈マチ〉

と振ることができないわけではないが、漢字は普通の〈街・町〉でもよさそうに思われる。

なぜ、〈みやこ〉を意味する｢都｣を用いたのか。まず、田舎町ではなく都市というイメージ

が強調される。植民地の地方都市に転落はしたが、京城は朝鮮の伝統的なみやこ＝「都」

でなければならない。その植民地のみやこに「ヴァガボンド達」が集まり近代文化を味わ

う、その求心的拠点がカフェ「楽浪パラ」である。 

また、漢字「空腹」には「ハジ」と振っている。漢字は普通の〈恥〉でもよさそうに思

われるが、｢空腹｣を用いている。ここでの「ハジ」と「空腹」の関係は同時期の日本語詩

「空腹――」とも大いに関わっているはずである。その「ハジ」とはどういう「ハジ」な

のか、何に対しての「ハジ」なのか。落書きの「空腹
ハ ジ

」と照合しつつ、この詩を具体的に

分析してみたい。 

 

３．「空腹――」の解釈 

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

ていた時期である。同年、カフェ「楽浪パラ」が開業された。そこに、李箱は本名〈金 

海卿〉と〈李箱〉を用いた落書きをいくつか残している。97その落書きが書かれた日付は

分からないが、おそらく、本名〈金 海卿〉を用いた落書きは日本語詩「空腹――」と同じ

時期に書かれたと推測できる。何故なら、その二つには「空腹」という共通の言葉が現れ

ていて、意味の関連が見られるからである。 

〈空腹〉の一般的意味だけでは詩の内容は解釈できない。詩の題目だけに注目して、19

28年『詩と詩論』第一冊に発表された北川冬彦の「空腹について」との影響関係を考える

こともできるが、それだけでは詩の解釈にはあまりつながらない。 

「空腹」をそのふりがなから、つまり〈恥・羞・辱〉の〈ハジ〉として考えると「異常

                                                        
97 カフェ「楽浪パラ」に李箱は本名の〈金 海卿〉と〈李箱〉の名前で書いた落書きをい

くつか残しているが、その正確な数と、落書きを残していた場所が壁なのかテーブルなの

かなど詳しいことはまだ調査していない。これからの課題の一つとして考えている。（①キ

ムジュヒョン注解『増補定本李箱文学全集』2009．②寧仁文学館『2010 李箱의房 ― 육

필원고・사진展』2010．参照） 

「楽浪パラ」は東京上野美術学校を卒業したイスンソク（이순석）により開業されて以

来〈九人會〉など文化芸術家たちのアジトになっていた（チャンユジョン（장유정）『다방

과카페, 모던보이의 아지트』､살림지식총서342、살림출판사、2008．pp 28－29．参照）。

李箱は1933年8月に結成された〈九人會〉の一人であった。落書きを本名で行ったことには

深い意味が隠されていると思われるが、この問題と〈九人會〉については、時間をかけて

考察を続けて行きたい。 
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ナ可逆反應」に見て取れた現実認識と苦悩がこの詩でも展開されていることが理解できる。

「異常ナ可逆反應」と他の６編の詩は相互的繋がりが強く見られ、発想の展開がよく似て

いる。「空腹――」ではそれがどのように現れているのか、「異常ナ可逆反應」とともに発

表された他の詩との関連を考えながら詳しく分析してみたい。 

「空腹――」は「×」で五つの部分に分けられている。「×」を基準にして、便宜上、①

から⑤の番号をつける。 

 

① 右手ニ菓子袋ガナイ ト云ツテ 

左手ニ握ラレテアル菓子袋ヲ探シニ今来タ道ヲ五里モ逆 

戻リシタ 

× 

② コノ手ハ化石シタ 

コノ手ハ今ハモウ何物モ所有シタクモナイ所有セルモノ 

ノ所有セルコトヲ感ジルコトヲモシナイ 

 × 

③ 今落チツツアルモノガ雪ダトスレバ 今落チタ俺ノ涙ハ 

雪デアルベキダ 

 

俺ノ内面ト外面ト 

コノコトノ系統デアルアラユル中間ラハ恐ロシク寒イ 

 

左 右 

コノ両側ノ手ラガオ互ノ義理ヲ忘レテ 再ビト握手スル 

コトハナク 

困難ナ労働バカリガ横タワツテイルコノ片付ケテ行カネ 

バナラナイ道ニ於テ獨立ヲ固執スルノデハアルガ 

 

寒クアラウ 

寒クアラウ 

   × 

④ 誰ハ俺ヲ指シテ孤独デアルト云フカ 

コノ群雄割拠ヲ見ヨ 

コノ戦争ヲ見ヨ 

    × 

⑤ 俺ハ彼等ノ軋轢ノ發熱ノ眞中デ昏睡スル 
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退屈ナ歳月ガ流レテ俺ハ目ヲ開イテ見レバ 

屍體モ蒸發シタ後ノ靜カナ月夜ヲ俺ハ想像スル 

 

無邪気ナ村落ノ飼犬ラヨ 吠エルナヨ 

俺ノ體温ハ適當デアルシ 

俺ノ希望ハ甘美クアル。 

              1931．6．5 

             「空  腹――」全文98 

 

まず、③の部分から考える。なぜなら、③はこの詩の中心部をなしており、「異常ナ可逆

反應」と一緒に発表された詩との関連が最も色濃く見られる部分、また「俺」の現実認識

が現れる部分でもあるからである。 

この詩の「俺」は「破片ノ景色――」で「仕方ナク泣イタ」人につながっている。「破片

ノ景色――」と「空腹――」は同時に発表された６編の詩のうち２番目と最後の６番目の

詩で、日付は両方とも〈1931・6・5〉である。日付が夏の６月になっているので、想像上

の場面と思われるが、「破片ノ景色――」にも「淋シイ雪ノ日」を思う詩行があり、「空腹

――」では「涙」を「雪」と比喩している点で、関連が見られる。それだけではなく、「俺

ノ内面ト外面ト」「中間ラ」という三つに分かれた自己像も、「破片ノ景色――」などの詩

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

年に発表された代表詩の一つである朝鮮語詩「鏡」の「鏡の中の私」と「鏡の外の私」へ

も変容していくのである。 

自己分裂のなかで、葛藤の渦中にいる「俺」は「恐ロシク寒」く感じている。境界線に

立っている人間の不安と葛藤が「雪」と「寒」さで表現される。またここには、「握手スル

コトハナク」対立する「左 右」の間で「獨立ヲ固執」し、境界線に立っている現実の人々

に対する理解が示されており、「俺」のように寒いだろうという感情の共有への促しが、「寒

クアラウ／寒クアラウ」という表現から読みとれる。 

ここで、始めの①の部分に戻り、「右手」と「左手」について考えてみよう。 

①において「右手」と「左手」の違いは「所有」の問題にある。「菓子袋」があるかない

かが、「俺」が行動する動機になる。どちらかを選択しなければならない。「菓子袋」を求

めていた「俺」はやがて②に至ると「所有」の問題から離れていく。つまり、「所有」を求

めていた①の「俺」は世の中の価値である「所有」から離れた②の「俺」となる。 

③はその「俺」の葛藤を人々の現実にまで拡大して、共感・共有している。 

                                                        
98 原本は縦書き。 

李箱、「空腹――」『朝鮮と建築』（第十集第七号：19）朝鮮建築学会、1931. 
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④ではその「俺」と「俺」の視線から見える現実が描かれる。④では、「俺」の中の分裂・

葛藤の背景にあるのは個人的な問題ではないことが表現されている。「コノ群雄割拠ヲ見ヨ

／コノ戦争ヲ見ヨ」というのは何かの比喩ではなく、文字通り、そのまま当時の混乱した

社会状況における人々の対立・葛藤と解釈することが妥当である。 

⑤ではその現実の中で無気力を感じて、「彼等ノ軋轢ノ發熱ノ眞中デ昏睡」する「俺」が

現れる。その後一行開けて、周りがざわざわしていても自分は平気であると「俺」は嘯く。

しかし、最後の部分では、平気であると見せかけているが、実は〈冷静さの偽装〉である

ように見える。感情の高揚、「獨立」、「戦争」などの危険な言葉を連発した後の自己逃避、

自己防衛である。 

 

① 目的ノナカツタ丈 冷静デアツタ  

「異常ナ可逆反應」より99 

② 俺ノ呼吸ハ平常デアル   

「▽ノ遊戯――」より 

③ 何時迄モ俺ハ屍體デアラントシテ屍體ナラヌコトデアロウカ  

「BOITEUX.BOITEUSE」より 

④ 俺ノ體温ハ適當デアルシ 

俺ノ希望ハ甘美クアル。   

「空腹――」より 

 

上記の詩行を含む詩は全て「1931・6・5」という同じ日付が付されており、1931年７月

号にまとめて発表された詩である。この詩行から見てとれる共通点の一つは〈冷静さの偽

装〉であり、平常心を保っているように見せかけているが、それは葛藤、動揺、緊張など

                                                        
99  「異常ナ可逆反應」を解釈した第1章で、筆者は「その門の目的は有名無実で、ただの

冷たい花崗岩に過ぎないことを表している」と述べたことがある。第１章の注25で「「目的」

の主体が「白大理石の建築物」なのか、「便秘症患者」なのかに関して現在検討中である」

と書いた。「目的」の主体が「便秘症患者」であるとした場合、そこに何らかの隠蔽の意図

があったか否かがはっきりしていなかったためである。この問題を再考するに当たっては、

以前の解釈に以下の文を加筆しておきたい。 

「その前の段落には西大門刑務所と独立門のことが現れていると筆者は解釈した。その

後の「目的ノナカツタ丈 冷静デアツタ」の詩行における「目的」の主体は「建築物」と

「便秘症患者」の両方である。建物の質感の冷たさと〈冷静さの偽装〉がここで同時に表

現されている」 
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の感情を隠そうとするためである。これらの詩行は、その前に必ず感情の高揚や本音が現

れる詩行が置かれており、その後で自分を落ち着かせようとするところに現れるという特

徴を持っている。 

さらに、この〈冷静さの偽装〉には隠蔽の目的だけではなく、〈見せかけ〉を〈見せる〉

ことによって〈暗号化〉する意図が重層的に込められている。つまり、究極的には隠蔽で

はなく露呈が意図されているわけである。 

「空腹――」は他の５編の詩と比べて言葉が一般的で単純な意味で使われており、この

詩に現れる「獨立」、「群雄割拠」、「戦争」、「軋轢」などの言葉はそのままの意味で解釈で

きる。それにもかかわらず、他の詩では｢眞々5″｣、｢ ｣、｢△」・｢▽｣などの記号が用い

られ、難解な部分が多いと考えられているために、この詩も解釈が困難で難解とされてき

たのである。「空腹――」での暗号化は詩の内容にではなく、題目の「空腹」に隠されてい

る。詩の内容が〈ハジ〉であり、「俺」の姿を〈ハジ〉だと感じている、と解釈できる。鋭

い現実認識、葛藤、自己憐憫がここにそのまま現れている。 

つまり、〈隠蔽〉と〈露呈〉という相反する技法のトリック、この二つの見せかけの方法

こそ、李箱の詩的意図ではないだろうか。〈冷静さの偽装〉とは逆に今度は「獨立」、「群雄

割拠」、「戦争」、「軋轢」などの言葉を、まるで〈見せかけ〉のように〈見せる〉ことによ

って〈暗号化〉し、題目に解読する鍵を隠しておくという、隠蔽しつつ暴露・露呈する技

法なのではないか。 

落書きと日本語詩「空腹――」を関連づけて考えると、植民地の「ヴァガボンド達」の

ことを「疑ふもの」に対して、「疑ふもの」こそ本当の「ハジ」を知れと言っているように

思われる。落書きの「都
マチ

」をみると、漢字の「都」とふりがなの「マチ」が造りあげた歪

んだ空間が思い浮かぶ。植民地の「ヴァガボンド達」の現実である植民地の「都」は、彼

らにとっては真の「都」であり、李箱の生きていた植民地の歪んだ現実を体現するまさし

く唯一の「都」である、という主張である。つまり、軽薄なモダンボーイと見られていた

植民地の「ヴァガボンド達」からの、世間の眼差しに対する反駁である。李箱の暗号化さ

れた言語は、植民地の政治・経済構造を見透しながら、そこに成立した歪んだ近代文化を

読みとるこの詩人の、世間に対する鋭い批判であったといえるだろう。 

さらに、李箱が「マチ」と「ハジ」のふりがなとして、私的・小説的感覚のひらがな表

記ではなく、制度的・官庁語的なカタカナ表記を用いたこと、「空腹」を「ハジ」と連結さ

せていることは、彼の創作における問題意識が私的次元にとどまらず、始めから公共化・

社会化していたことを表しているのではないか。 

 

 

４．むすび 

落書きの「空腹
ハ ジ

」という言葉に注目して、〈ハジ〉というふりがな表記を暗号化された記
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号として捉え、日本語詩「空腹――」の分析を行った。その際、一緒に発表された「異常

ナ可逆反應」と他の５編の詩との繋がりを重視し、李箱の現実認識と葛藤が如実に現れた

詩として解釈した。 

さらに、李箱の日本語詩の表記法について、これまで見落とされてきた1930年代当時の

漢字カタカナ交じり文と漢字ひらがな交じり文の使い分けに即して考察することができた。

ただし、本章で解明できた李箱の日本語の表記法の問題はまだ氷山の一角に過ぎない。今

後、当時の日本語の表記法と李箱文学における日本語の表記法をより詳細に検討する必要

がある。それと同時に、李箱の文学における朝鮮語の表記法の問題、特に、分かち書きの

問題を考察して、日本語と朝鮮語を照らし合わせて考えなければならない。 

李箱にとって朝鮮語とは、そして日本語とは何だったのだろうか。専門分野である建築・

美術・文学に関しては学校で国語としての日本語を通して学んだため、日本語は論理的で

理性的な言葉として認識されていたのではないか。このことは、残された遺稿のノートが

ほとんど日本語の漢字カタカナ交じり文になっていることからも窺われる。他方、母国語

の朝鮮語は学校でも一つの科目として学びはするが、日常的で、とりわけ感情を表わす言

葉と意識されていたのではないか。李箱の初期の文学には理性的で科学的な詩語が多く現

れるが、学んでいた専門用語を超えて詩そのものの世界が広がっていくと、徐々に朝鮮語

の美しさに目覚めることになったのではないか。とはいえ、李箱にとって、日本語と朝鮮

語は分離されていたのではなく、日本語で学び、朝鮮語に訳す過程を通して、また、日本

語と朝鮮語を創作の中で実験的に用いる過程を通して、やがて、自身の朝鮮語を探し出す

ことができたと言えるのではないか。李箱の詩の魅力はこの過程における発見から生み出

されたものだと考える。 

当時はあまり信じてもらえなかったようだが、李箱の妻のキムヒャンアンが語った話は

安易に聞き流しえない重要なものを含んでいる。彼女は、イムゾングクの「日本語で書い

た抵抗詩もあるか。」という問いに対して、「李箱は「母国語をほったらかしておいて多く

の詩を日本語で書いた」のではなく、母国語を使うために多くの詩を日本語で学んでいた

と私は考えている」と述べていた。100 

李箱の研究の先駆者であるイムゾングクは李箱の日本に対する抵抗感を否定して、日本

語での創作を批評している。それに対して、キムヒャンアンは李箱の文学の中には日本に

対する抵抗があると述べ、当時の朝鮮の人々の普遍的経験の中で李箱文学を理解しようと

                                                        
100  キムヒャンアン（김향안）、『월하（月下）의 마음』、환기미술관 、2005、ｐ.392

、引用者訳。 

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

術評論家。  
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する。つまり、植民地の状況の下、日本語で正規教育を受けていたという現実的問題につ

いての言及である。キムヒャンアンの話を無視するのではなく、もう少し重く受け止めて

考える必要があるのではないか。 

筆者は、李箱が建築も美術も文学も日本語を通して学ぶことにより、その言葉を主な道

具として創作を始めたが、創作を続けるうちに、日本語はそのまま発展させつつも、さら

に、母国語の本当の美しさを新しく発見していったのではないかと考える。1936年、雑誌

アンケートに答える形で書いた「美しい朝鮮語」において、李箱が美しいと述べていたジ

ョンジヨン（정지용）の詩句「ゴンジョンコン プロンコンウル ジュマ（검정콩 푸렁콩을

 주마）」（「黒い豆 青い豆を あげよう」、日本語は引用者訳）」という朝鮮語の響きは現

代の筆者でも感動するような詩句である。 

新しく発見していった朝鮮語と学んできた日本語、この二つの言語は李箱の中で分離さ

れているのではなく、互いに影響力を持ちつつ並存して相乗効果を及ぼしていると考える。

李箱が母国語の本当の美しさを新しく発見していったと考えるのはまだ推測にすぎないが、

今後の課題として考察を続けたい。さらに、日本語と朝鮮語、この二つの言語がぶつかり

合う境界線で、新しい文学が生まれた可能性も否定できない。まだ考察を進めなければい

けない問題ではあるが、李箱の朝鮮語の作品に現れる分かち書きの有無のこともその一つ

の実験的な可能性なのである。そのため、朝鮮語の分かち書きの問題については今後、稿

を改めて論じるつもりである。 

現在は朝鮮語で書かれた作品のほうが高く評価されていて、集中的に研究されているが、

日本語詩を軽んじていると李箱文学の全貌を把握することはますます難しくなるだろう。

李箱は日本語を創作の媒体とすることで、日本語そのものの独自の可能性をも探索してい

たと考えられるからである。 

李箱にとって日本語は植民地近代語として認識されたはずである。そういう状況の中で、

植民地の偽物の近代ではなく、普遍的近代を求める手段として李箱が取った文学的装置が

「暗号化」の方法だったのではないか。歪んだ近代の姿を隠しつつ暴露する独特な方法で

建てられた建築物、境界線に立った人間の葛藤と不安と理想が込められ暗号化された建築

物、それが李箱文学の実像ではないか。それは、東アジアの近代の植民地的実存の問題が

鋭く捉えられていたからこそ産まれることができた文学なのではないだろうか。 
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結 論 

 

 

本稿は暗号化の手法と植民地的実存の視座から李箱文学を探ってきた。李箱の文学世界

は、植民地の現実とその世界に生きる人々の葛藤と夢を素材として「難解」なモダニズム

様式で建てられた、巨大な建築物であると考えられた。全体の構造は朝鮮の伝統・植民地

化・近代化という三つの柱で構築されていた。しかし、暗号化された複数の鍵で閉鎖され

ていた。そのため、その門を開くための鍵を見つけることが重要であった。 

第１章は李箱文学における暗号化の手法を考えるきっかけとなった、初期日本語詩に含

まれる記号をまとめて扱った。記号 ｢眞々5″｣、｢すてつき｣、｢ ｣、｢△」・｢俺｣・｢▽｣を

暗号言語として捉え、その意味の解釈を中心に探ってみた。その過程で「難解」と言われ

ている最初に発表された詩「異常ナ可逆反應」の全文解釈が可能になった。それによって

また、暗号化の手法が植民地の状況から必然的に生まれた可能性が見えてきた。暗号化の

手法は植民地的実存の問題と結び付けて考えるべきであることがわかった。 

しかし、記号｢△」・｢俺｣・｢▽｣が変容したものと考えられる詩「鏡」のなかの「鏡の中

の私」と「鏡の外の私」について考察するまでには至らなかった。記号｢△」・｢俺｣・｢▽｣

の意味内容をより具体的に掘り下げて分析し明らかにするために、今後の課題として探っ

て行くつもりである。 

第２章は短編小説「翼」の構造分析に努めた。何故ならば、第１章で考察した記号｢△」・

｢俺｣・｢▽｣から「翼」との作品構造上の関連の可能性が見えてきたためであった。また、

日本語詩の「難解」性もあって、それらの構造を具体的に探るためには、小説を分析する

必要性があった。 

「翼」を読み解く鍵として、李箱が描いた２枚の挿絵とプロローグに注目し、暗号とし

ての二重構造を探ってみた。それによってこの小説が、〈李箱と李箱の女の私小説的話〉、

〈怠惰な男と娼婦の女の話〉という当時の小説にしばしば登場するような常套的モダニズ

ム小説の表の話と植民地的実存の葛藤と希望を語る裏の話との表裏一体的構造物であるこ

とが見えてきた。 

さらに、「翼」の「私」と「妻」との関係と詩語「△」・「俺」・「▽」との関連性を探り当

てることによって、李箱の作品が実際の女性関係から生まれたという先行研究の通説を再

考する必然性を示した。記号｢△」・｢俺｣・｢▽｣が詩に現れたのは1931年で、李箱が一人目

の女性、娼婦の錦紅と出会ったのは1933年である。つまり、時間軸上において「△」・「俺」・

「▽」の構造のほうが先にある。したがって、李箱と三人の女性との関係は事実であるに

しても、李箱の作品がその事実を踏まえて書かれたと見る見解は修正する必要があると考

えられた。 

李箱の文学に造形されている女性像を明らかにするためには、多角的に探る必要がある
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と考えられたが、「翼」において影響を受けていたと先行研究で指摘のある横光利一の「眼

に見えた虱」との比較をするまでは考察を進めることができなかった。これも今後の課題

として是非探ってみたいと考えている。西欧文学・日本文学との比較も李箱文学を理解す

るために欠かせない研究であると考えるからである。 

第３章では短編小説「鼅鼄會豕」の叙述構造と人物造形の分析を試みた。「鼅鼄會豕」（1

936．6）と「翼」（1936．9）は3か月の時間的間隔をおいて創作されており、人物の性格面

でも類似性を持つと先行研究で指摘されていたため、まずは「鼅鼄會豕」を分析する必要

があると考えたからである。 

分析において、李箱の視線が〈都市の散歩者〉としてではなく、〈都市の生産者〉として

向かうところに注目し、小説「鼅鼄會豕」を植民地都市空間の「京城」と「仁川」、特に「仁

川」という場所とそこに名指された記号化した地名を中心に読み解くことを試みた。また、

その都市空間の中での人物造形の特異性を探り、「クモ」と「洋ブタ」、「ヤセ」型と「デブ」

型の二項対立的要素、及び、人物と衣服―「毛外套」、「ユカタ」、「チマ・チョゴリ」―の

ねじれた様相に注目した。このようにねじれた人物造形から、植民地近代の都市空間での

複雑な状況や人物の葛藤を読み取ることができた。 

それをとおして、「鼅鼄會豕」には建築を通じて学んだ近代化と日本から移植された植民

地近代化の狭間で悩み、揺れ動く李箱の存在が見え隠れしていて、植民地化に対する批判

的な態度と、それと同時に近代化に対する憧れの二面がこの小説でもやはり表裏一体化し

て描かれていると理解することが可能になった。 

第４章では京城に開店したカフェに李箱が残した落書きのふりがな、〈空腹
ハ ジ

〉とその同時

期に創作された初期日本語詩「空腹――」を関連させて、詩の解釈に努めた。まず、日本

語のふりがな表記法に注目し、李箱の暗号化の一つの方法を探ってみた。また、一緒に発

表された「異常ナ可逆反應」と他の５篇の詩との繋がりを重視し、初期日本語詩「空腹―

―」を李箱の現実認識と葛藤が如実に現れた詩として解釈した。さらに、李箱の日本語詩

の表記法について、これまで見落とされてきた1930年代当時日本語の漢字カタカナ交じり

文と漢字ひらがな交じり文の使い分けの状況に即して李箱の日本語詩を分析した。最後に、

李箱にとって日本語と朝鮮語とは何であったのか、という二重言語の問題についても端緒

的な考察を試みた。 

しかし、1930年代の日本語の表記法には触れたものの、同時期の朝鮮における朝鮮語の

表記法、特に分かち書きの問題についてはまだ具体的に考察するには至らなかった。「翼」

と「鼅鼄會豕」の間にも朝鮮語の表記法に差があり、分かち書きの度合いが違うため、今

後詳しく検討する必要があると考えている。 

本稿ではこれまで、李箱の文学的手法として暗号化について述べてきた。第１章は初期

日本語詩に現れた記号（「異常ナ可逆反應」）、第２章は小説に挿入されている挿絵（「翼」）、

第３章は何気なく言及されているように見える地名・場所（「鼅鼄會豕」）、第４章は日本語
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詩の題目と日本語のふりがな表記（「空腹――」と〈空腹
ハ ジ

〉）が暗号言語として用いられて

いると分析してきたのである。 

このような李箱文学の暗号化の手法は、植民地的実存としての李箱の状況と問題意識を

考慮にいれることなしには到底理解不可能ではないだろうか。 

李箱文学には李箱が生きていた帝国主義の時代と、そこでもがきつつ生きる植民地的実

存の分裂と葛藤の姿が現れていた。またそれと同時に、そのような状況のなかで「近代」

を生きようとする詩人の希望と夢も描かれていた。これまでの考察によってはまだ開いて

いない部屋を今後さらに覗いてみることができれば、より具体的な李箱文学の姿が見えて

来るだろう。 

初めて李箱文学に出会った筆者の中学生の頃からすでに30年が過ぎた。その間、多くの

先行研究を調べてきたが、筆者の疑問に答えてくれる研究はあまりなかった。 

高等学校の教科書に収録されている植民地期の文学については大半が植民地の抵抗や朝

鮮民族の恨みなどが解釈の柱になるのに対して、李箱に関しては現代人の自意識などの説

明が付けられていた。筆者にとって李箱の文学は新鮮な風であった。しかし、何故、李箱

の文学だけが歴史の束縛から逃れることができたのか、本当に逃れえていたのかどうかに

ついては疑問であった。 

植民地知識人の自我分裂の様相という説明もあったが、具体的作品分析より娼婦との関

係、娼婦である自分の女と友達の性的関係を誘導し、それを覗き見していたなどの興味本

位の逸話に基づいて破滅的傾向をもつ病人として扱われることも多かった。逸話が語るよ

うな私小説的文学というのも答えにはならなかった。また、養子として育った家庭環境か

らの心理的不安や結核という病気を患っていた恐怖心などの事実に基づく解釈だけでは説

明がつかなかった。さらに、日本から輸入された西欧文芸思潮の影響関係だけでも疑問は

解かれなかった。逸話・家族関係・病気・西欧文学などの観点からの先行研究も勿論重要

ではあるが、様々な観点からの諸研究をただ単に足していくだけでは李箱文学からにじみ

出る深く到底した暗闇と痛みを理解することは出来なかった。また、李箱文学の暗闇の中

に、それでもなお何かほの明るく光っているものを説明することは出来なかった。筆者が

選んだ方法は、暗号化された李箱の文学を李箱の生きた状況と照合しつつ、その内的構造

の細部に立ち入って解読するという、最もオーソドックスなものである。 

本稿で行った研究は若い頃からの素朴な疑問に自分で答えを探す過程でまとまった一つ

の結晶である。しかし、李箱文学の全体像は見えてきたものの、具体的にはまだその一部

が明らかになったに過ぎない。李箱文学に現れる家族関係の問題、結核という病気との関

係、原典の確定の問題など、多くの問題がまだ残されている。さらに、本稿は暗号化の手

法と植民地的実存の問題についてテクストを中心に考察してきたわけだが、植民地近代を

生きていた李箱と当時の人間たちの現実状況をも含めてより深く読みこむまでにはいまだ

至っていない。 
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ただし、本稿はあくまでも今後の研究のスタート地点をなすものである。これからは李

箱文学の背景をなしたより実証的な資料を渉猟・検討しながら、緻密なテクスト分析を目

指して、李箱文学に潜む植民地的実存の葛藤と希望と夢を、また、それが現在のわれわれ

に送っていたはずのメッセージを一つ一つ読み解いていきたい。 

数年間の研究のエピローグの代わりに、遺稿詩「悔恨ノ章」を入れておくことにしたい。

遺稿として残された詩の中に見えるように、「悔恨」として感じられていることは歴史的現

実における実存の問題だったのではないだろうか。筆者は遺稿詩「悔恨ノ章」こそ、暗号

化の手法を使わず、隠喩的表現のみで李箱という一個の植民地的実存としての本音が現れ

た作品であると言っておきたい。李箱もそろそろ誰かに彼の本音が読まれることを望んで

いるだろう。 

 

 

悔恨ノ章 

 

 

最モ無力ナ男ニナルタメニ私ハ痘痕デアッタ 

世ノ一人ノ女性モガ私ヲ顧ルコトハナイ 

私ノ怠惰ハ安心デアル 

 

両腕ヲ剪リ私ノ職務ヲ避ケタ 

モウ私ニ仕事ヲ云ヒ付ケル者ハナイ 

私ノ恐レル支配ハドコニモ見當ラナイ 

 

歴史ハ重荷デアル 

世ノ中ヘノ私ノ辭表ノ書方ハ尙更重荷デアル 

私ハ私ノ文字を閉ジテシマッタ 

圖書館カラノ召喚狀ガモウ私ニハ讀メナイ 

 

私ハモウ世ノ中ニ合ハナイ着物デアル 

封墳ヨリモ私ノ義務ハ少ナイ 

私ニハナニモノカヲ理解スル苦シミハ完全ニナクナッテイル 

 

私ハ何物ヲモ見ハシナイ 

デアレバコソ私ハ何物カラモ見ヘハシマイ 

始メテ私ハ完全ナ卑怯者ニナルコトニ成功シタ譯デアル 
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（キムユンシク(김윤식)、『이상문학텍스트연구』、서울대학교출판부、1998、p.454 より） 
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⑥ コンヨンミン（권영민）편、『이상전집』전４권、문학에디션 뿔、2009． 

   

２）作品集・評伝 
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第１章 初期日本語詩における暗号言語としての記号について 
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第２章 短編小説「翼」の構造分析 

― 暗号としての二重構造及び初期詩語「△」・「俺」・「▽」との関連性を中心に― 

 

１．基本テキスト 

李箱、「날개」、『朝光』九月号、1936.9  

李箱、「翼」、1936．（『朝鮮短編小説選（下）』、1984．大村益夫・長 璋吉・三枝壽勝編訳） 

李箱、「翼」、1936．（『李箱作品集成』、2006．崔真碩 編訳、作品社 ） 

李箱、「날개」、1936.（ 『増補定本李箱文学全集―２；小説』全３巻、2009. キムジュヒ

ョン注解 ソミョン出版） 

李箱 「一九三一年  作品第一番」（『増補定本李箱文学全集―１；詩』全３巻、キムジ

ュヒョン注解 ソミョン出版、2009. 肉筆原稿は、金允植、『李箱文学テクスト研究』、ソウ

ル大学校出版部、1998．） 

 

２．日本語文献（五十音順） 

エリアーデ、『悪魔と両性具有』、宮治昭訳、せりか書房、1973、 
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金三淑、「 李箱の初期詩における暗号言語としての記号について  ― ｢眞々5″｣、｢すてつ

き｣、｢ ｣、｢△」・｢俺｣・｢▽｣の意味の解釈を中心に｣『文化記号研究』創刊号、 文化記
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저、문학사상사、1998. 
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도서출판 역락、2006． 

イムミョンソプ（임명섭 ）、「이상 문학에 나타난 책과 독서의 은유」『李箱문학전집5』

문학사상사137（世を一冊の本に見る）、2001． 

林 鍾国(임종국)編、『李箱全集』全３巻、高大文学会、1956. 

ソンミンホ（송민호）、『李箱 문학에 나타난 화폐와 글쓰기의 상관성 연구』서울대학

교 석사논문、2002． 

――  『‘이상'이라는 현상』、예옥、2014． 

ファンドギョン（황도경）、『이상의 소설 공간 연구』이화여자대학교 박사논문、 1993． 

ヘンリ ホンスン イム（헨리 홍순 임）、「이상의 「날개」 : 반식민주의적 알레고리

로 읽기」『역사연구』제6호、1998． 

화폐금융박물관 도록 BANK OF KOREA MUSEUM、『우리 화폐 세계 화폐 CURRENCY』、한국

은행、2010 

 

第３章 短編小説「鼅鼄會豕」の叙述構造と人物造形 

 

１．基本テキスト 

李箱、「鼅鼄會豕」、『中央』、1936．6． 

李箱、「クモ、豚に会う」、1936．（金学烈・高演義編『朝鮮幻想小説傑作集』白水社、199

0．）  
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李箱、「蜘蛛、豚に会う」、1936．（崔真碩 編『李箱作品集成』作品社、2006．） 

 

2．日本語文献（五十音順） 

仁川府 編、「仁川府内図」『仁川府史』1933．  
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金三淑、「李箱の初期詩における暗号言語としての記号について ― ｢眞々5″｣、｢すてつき｣、

｢ ｣、｢△」・｢俺｣・｢▽｣の意味の解釈を中心に｣『文化記号研究』創刊号、文化記号研究

会、2012． 

金三淑、「李箱の小説「翼」の構造分析－ 暗号としての二重構造及び初期詩語「△」・「俺」・

「▽」との関連性を中心に －」『文化記号研究』第二号、文化記号研究会、2013． 

金振松・川村湊 監訳、安岡明子/川村亜子訳、『ソウルにダンスホールを』法政大学出版

局、2005． 

崔真碩、『李箱作品集成』作品社、2006． 

成田龍一、『大正デモクラシー』岩波新書、2007． 

日本史大事典 第三巻、平凡社、1993． 

信夫淳平、『仁川開港二十五年史』明治四十一年（1908）（ 仁川広域市歴史資料館『譯註 

仁川開港25年史』2008．）  

萩森茂(はぎもりしげる)、『京城と仁川』大陸情報社、1929．（『京城の地理歴史、京城と仁

川』韓国地理風俗誌叢書37．景仁文化社、1989） 

前田愛、『都市空間のなかの文学』筑摩書房、1992． 

蘭明、『李箱と昭和帝国 東アジアの自画像として』思潮社、2012． 

 

3．韓国語文献（가나다 순） 

コガンウォン（고광원）、『「鼅鼄會豕」의 構造分析―小説 分析의 方法論的 考察―』 

이화여자대학교대학원 석사논문、1985. 

과학기술처 중앙관상대 편、『한국기후표（기후표준평년치）1931－1960』、과학기술처 중

앙관상대、1968． 

コンヨンミン (권영민) 編、『이상전집』전４권、문학에디션 뿔、2009． 

キムミヨン（김미영）、「이상의〈지주회시(鼅鼄會豕 )연구〉」『인문논총』제65집、 

2011． 

キムミンス（김민수）、『이상평전』그린비、2012．  

キムヨングン（김영근）、『일제하 일상생활의 변화와 그 성격에 관한 연구- 경성의 도

시공간을 중심으로』、연세대학교 박사논문、1999．  

キムユジュン・キムジュヒョン（김유중・김주현）엮음、『그리운 그 이름, 이상』 

지식산업사、2004． 
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キムユンシク(김윤식)、『이상문학텍스트연구』서울대학교출판부、1998． 

ナチェフン・パクハンソプ（나채훈・박한섭）、『인천개항사』、미래지식、2006． 

ムンゾンヒョク（문종혁）、「심심산천（深深山川）에 묻어주오」『여원』 1969.4. 

ムンゾンヒョク（문종혁）、「몇 가지 이의（異議）」『文学思想』1974．4． 

パクサンホ（박상호）、『이상 소설 연구-자본주의적 권력 관계와 남녀 관계를 중심으

로』、한국교원대학교 석사논문、2004． 

パクソンギョン（박선경）、「鼅鼄會豕」：이상 작품 난해성 논란 종언을 위한 시학」『이

상 소설 작품론』역락、2007． 

부산근대역사관、『철도로 떠나는 근대도시기행』、2008. 

『서울육백년사（六百年史）』(seoul600.seoul.go.kr/) 

山下英愛 、『한국근대 공창제도 실시에 관한 연구』이화여자대학교 석사논문、1992． 

イヒョンジン(이형진)、『日帝강점기米豆・證券市場정책과‘朝鮮取引所’』 

연세대학교석사논문、1992. 

인천광역시 역사자료관、『譯註 仁川開港25年史(信夫淳平 著)』인천광역시、2008． 

チョンボンガン（전봉관）、『럭키경성』、살림、2007. 

チョナムジン（조남진）、「李箱 小說의 공간배경에 관한 小考ー「지주회시」,「날개」,

「봉별기」의 고찰을 통한 공간배경으로서의‘인천’지역이 갖는 의미」『인천학 연구』

3、2004. 

チョヨンボク（조영복）、『한국 모더니즘 문학의 근대성과 일상성』、다운샘、1997. 

チェドクギョ（최덕교）編著、『韓国雑誌百年』3巻、현암사、2004． 

チェヘシル（최혜실）、『韓國모더니즘小說硏究』、民知社、1992.  

 

第４章 初期日本語詩「空腹――」について 

 

１．基本テキスト 

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

キムジュヒョン注解『増補定本李箱文学全集』全３巻、ソミョン出版、2009. 

 

２．日本語文献（五十音順） 

石割 透 編、『芥川龍之介書簡集』、岩波書店、2009. 

クヌウト・ハムスン 他2人、宮原晃一郎、生田春月 訳、『飢ゑ』（『北區三人集』）、新潮

社、1928. 
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