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1. 1930年代中国における柳瀬正夢の流布

中国漫画史研究家森哲郎が編集した『抗日漫画戦史　中国漫画家たちの15
年戦争』（日中クリエイト、1995年12月）には当時中国美術家協会副主席を務め
た漫画家華君武（1915‒2010）のインタビューが収められている。1933年上海の
高校に進学してから漫画を描き始めた華君武は、外来漫画が中国漫画の手本と
なったことを以下のように振り返っていた。

一九三〇年代は、漫画といえば大都会に限られ、（中略）特に上海は、半植

民地半封建の都会で中国人と外国人が一緒に住んでいて、外国の租界もあ

り、外国文化の影響もあり外国漫画もよく見られた。ドイツ・イギリス・メキ

シコ・アメリカなど各界の漫画を見ることができた、日本では柳瀬正夢が強
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く印象に残った
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。これら外国の漫画は中国の新らしい漫画芸術のよい手本

となり、中国の漫画家もそれぞれ影響をうけている。上海の漫画家がより

成長したのは外来文化のおかげかも知れない。（傍点は引用者）

華君武は、盧溝橋事件後の1938年に延安に行き、魯迅芸術学院の教員を務め
ながら、漫画での抗日宣伝に取り掛かった。当時多くの青年芸術家が、新興美術
の発祥地上海から抗戦後方の延安、重慶に赴き、「芸術抗戦」の道を選んだ。初
期の漫画修行から60年経ってさえ、華君武が柳瀬正夢の名を特別に取り上げた
ことから見れば、その漫画啓蒙において柳瀬正夢から受けた刺激の強さを思い
知らされる。このインタビューを受けた1990年代時点では、中国では知る人が
少なかった柳瀬正夢こそ、1930年代中国の新興美術にもっとも深い影響を与え
た日本人画家だったと言わねばならない。

中日戦争が始まった数か月後、華北中部の冀中軍区政治部が編集した半月刊
『紅星』第2号（1938年4月）に載った文章の一段を見てみよう。「翼中の文芸理論
家」と呼ばれた孫犁（1913‒2002）が書いた「戦闘文芸の形式論」という論文の一
節である。

諷刺画、漫画の製作に至っては、我々
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絵を描いた。   

　画家であるものは、アンナ・ステンやガルボなどの映画スターを忘れるべ

きで、また、淫らな裸体女性の厚化粧や、中国人の何とかの「楊貴妃」や「金

瓶梅」などの下品な絵を忘れるべきだ。   

　画家たちが思い出すべきは、敵の機関銃、飛行機、毒弾であり、我々の血と

肉なのだ。（傍点は引用者）

この文章は中国共産党初の抗日根拠地、晋察冀軍区所属の冀中軍区政治部が、
物資窮乏下で作った宣伝雑誌に掲載されたものである。作者の孫犁は、のちに
華北地方の抗戦文学の代表的な作家となった。もちろん、上記の文章での柳瀬
正夢に対する讃えは、必ずしも柳瀬に関する充分な情報を踏まえたものとは限
らない。実際、柳瀬正夢は1932年11月に逮捕、投獄された。翌年9月の保釈後
には漫画家として活躍するメディアを奪われている。厳しい弾圧を受けた日本
のプロレタリア漫画が終焉を迎え、柳瀬は油絵に専念し始めた。孫犁が「精神と
技巧」の面で「戦闘」的漫画の手本としたのは、1920年代後半柳瀬が『無産者新
聞』のために力強いタッチで描いた煽動性の強い政治漫画だったに違いない。
それらの漫画を収録した叢文閣刊行の『柳瀬正夢画集』が上海で流通し、さらに
奥地まで広がっていったので、その中の作品を孫犁が見ていたと推定される。も
し前記の華君武の回想が、外来文化として上海に上陸した柳瀬漫画の流行を証
言したとするならば、孫犁の文章は、中日戦争期において柳瀬正夢の「戦闘」的
な漫画が日本軍占領地の後方に当たる華北平原の心臓部にまで浸透し、抗戦漫
画のモデルとされたことを明らかにしている。

大正アバンギャルドの旗手、プロレタリア芸術運動の中心として活躍した柳
瀬正夢は、グラフィックデザイン、舞台美術、ポスター、漫画、風刺画、挿絵、装幀、
絵本、写真など、広汎で多様な分野で傑作を残した昭和前期の代表的画家であ
る。特に彼の漫画はこれまでにない「新しさ、壮烈さ、記録性をもって」おり、「日
本の漫画界のなかではぬきんでていた」1。柳瀬正夢の中国漫画界に及ぼした
影響に関しては、石子順『日本の侵略 中国の抵抗――漫画に見る日中戦争時代』
（大月書店、1995年7月）と及部克人の論考などが、一部の先駆的な調査と紹介
を行った2。それらの成果を受け継いだ上で、本論文はさらに新しい資料と事実
を掘り起こして、このテーマに迫っていきたい。柳瀬正夢からの影響を明らか
にすることで、中国の左翼美術と革命美術のこれまでしばしば注目されてきた
コルビッツの版画とは別にあるもう一つの源流が浮上する。しかも、コルビッツ
の版画の中国における伝播がそうだったように、柳瀬正夢の伝播と受容におい
ても、魯迅と内山書店が重要な仲介者だった。本論考は柳瀬漫画の上海上陸、
及びその流通するルートにも可能な限り、照明を当てたい。

柳瀬正夢の美術の中国での流通は、中国と日本のプロレタリア文化運動の

1
石子順『日本漫画史』上巻、大月書店、1979年
6月。

2
及部克人「魯迅と柳瀬正夢を結ぶもの」（『生誕
100年記念 柳瀬正夢展 図録』、愛媛県美術館・
福島県美術館・宮城県美術館、2000年）。ほか
には、図録『槿の画家　柳瀬正夢展』（武蔵野
美術大学図書館、2008年10月）所収「柳瀬正
夢　抗日漫画に連帯す」もこのテーマに関す
る重要な研究成果である。

図1、蔵原惟人訳『芸術と社会生活』（同人社書店、1927年2月）
図2、馮雪峰訳『芸術与社会生活』（水沫書店、1929年8月）
図3、魯迅訳『芸術与批評』（沫書店、1929年10月）
図4、潘念之訳『蟹工船』広告、『文芸研究』第1巻第1期（1930年2月）掲載。
図5、『蟹工船　太陽のない街　鉄の話』（改造社、1931年5月）の表紙、柳瀬正夢装幀。
図6、魯迅所蔵の叢文閣刊『柳瀬正夢画集』（北京魯迅博物館、筆者撮影）
図7、『巴爾底山』（第1巻第2、3号合刊）に転載された「ウジ虫どもを掘りかへせ」（中
国語題「大衆闘争」）
図8、魯迅所蔵『ソヴェート作家叢書 工場細胞』（北京魯迅博物館、筆者撮影）
図9、魯迅所蔵『プロレタリアカット漫画集　闘争ニュース用』（北京魯迅博物館、
筆者撮影）
図10、張望「負傷的頭」（木刻）
図11、劉峴「起来」（木刻）
図12、柳瀬正夢の漫画「起て!万国の労働者」
図13、『大衆歌声』（大衆歌声社、1936年11月）の表紙、絵は丁里「起来 ,不願做奴隷
的人們」。
図14、丁里「反対日本華北増兵」（『永生』第1巻第14期、1936年6月6日）
図15、柳瀬正夢の漫画「街頭に出よ」
図16、柳瀬正夢の漫画「雑草と思つたは見当ちがひ」
図17、張文元「中華民族潜在的力量 ,終於被敵人発掘了出来」（『抗戦画刊』第26号、
1939年4月20日）
図18、張文元「中華民族潜在的力量,終於被敵人発掘了出来」（版画）（『抗建』第12号、
1939年7月22日）
図19、小島進等著、周豊一訳『反抗着暴风雨』（文化生活出版社、1953年6月）
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通時性と連鎖性を明かすものである。と同時に、日本の出版文化の上海輸入、
とりわけ左翼系の日本語出版物が内山書店を経由して大量に上海に流れ込んで
きたことと深く関連している。それを示す実例として、まず東京、上海で別々に
刊行された書籍の表紙を比較してみる。

図1は、プレハーノフ著、蔵原惟人訳『芸術と社会生活』（同人社書店、1927年
２月15日）の表紙。1928年年末、馮雪峰が翻訳中のこの本を持参して魯迅を訪ね、
内山書店販売の日本書からマルクス主義の文学論を選んで「科学的芸術論叢書」
を中国語に翻訳出版することを魯迅と相談した。馮雪峰がドイツ語単語の意味
を確認するために持って行った蔵原惟人訳の『芸術と社会生活』を、魯迅はすで
に一年前の1927年11月2日に内山書店で 0.8圓で購入していた3。二人の相談
で決めた「科学的芸術論叢書」は本来12種が選定されたが、当局の取締りのた
めに結局、馮雪峰訳3種、魯迅訳3種を含む 8種が水沫書店より刊行された。

実は図1の同人社書店刊『芸術と社会生活』の装幀は、ほかでもなく柳瀬正夢
によるものだった。それに対して、図2の馮雪峰訳『芸術与社会生活』（プレハー
ノフ著、水沫書店、1929年8月）、図3の魯迅訳『芸術与批評』（ルナチャルスキイ
著、水沫書店、1929年10月）の表紙が示すように、上海の水沫書店より出版され
た「科学的芸術論叢書」の8種は、全部日本語版『芸術と社会生活』の表紙のス
タイルを採用している。ちなみに水沫書店刊「科学的芸術論叢書」各種の表紙は
これまで銭君匋によるものとされてきたが、書名の字体や配置などから日本語
版『芸術と社会生活』の表紙をそのまま踏襲したことは疑いようもない。

ただし、同人社版『芸術と社会生活』には、書籍装幀者の名が書かれていない。
しかし、その表紙が2013年12月刊行の『柳瀬正夢全集』第1巻（三人社）に収録
されていて、筆者は初めて柳瀬正夢が手掛けたことを確定できた。だから、馮雪峰、

3
本論文で触れた魯迅の書籍購入の基本的情報

（購入日、購入価格などを含む）はすべて『魯迅
全集』第16巻（人民文学出版社、2005年11月）
による。

図1　蔵原惟人訳『芸術と社会生活』（同人
社書店、1927年2月）

図2　馮雪峰訳『芸術与社会生活』（水沫書
店、1929年8月）

図3　魯迅訳『芸術与批評』（沫書店、1929
年10月）
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魯迅らの訳本は、柳瀬正夢のことを意識して
その装幀を真似したわけではない。書籍の内
容と見事にマッチしているだけではなく、洗練
された様式美が表れたものとして、書籍の装
幀が中身と共に自然に受入れられたのだろう。
つまり、柳瀬正夢の美術はトランスナショナル
なプロレタリア出版文化の一部として受け入
れられたと言える。

それからもう一例として、図4の広告を見て
みたい。小林多喜二著、潘念之訳中国語版『蟹
工船』の広告（『文芸研究』第1巻第1号、1930
年2月15日）だが、「ねじ釘の画家」と呼ばれた
柳瀬正夢が署名代わりに使っていた特徴的な
マーク、ねじ釘の頭で押印した が見られる。

柳瀬が描いた改造社刊『蟹工船　太陽のない街　鉄の話』（1931年5月5日）の
表紙（図5）にも、「蟹工船」の作品名の前にも が描き入れられている。ただしそ
れは、図4の広告よりは一年以上も過ぎた後のことになる。従って、中国語版『蟹
工船』広告に が使われたのは決して改造社版に見倣ったものではなく、書籍
宣伝に独自に考案したものとしか考えられない。そして、期せずして、一年後の
改造社版の表紙を先取りしているのだ。画家柳瀬正夢の標識が、上海の文芸雑
誌において、プロレタリア階級を表象する記号として、おそらく意図的に意味を
変えられたのだ。

ねじ釘マーク入りの広告が掲載された『文芸研究』の編集者は魯迅である。前
衛的な文芸理論の翻訳を主な内容としたこの文芸雑誌は、わずか一号で休刊に
追い込まれてしまった。『文芸研究』を発行した大江書舗は、『資本論』の中国語
初の翻訳本を日本語版から重訳した陳望道が経営した出版社で、潘念之訳の中
国語版『蟹工船』（1930年4月）も同書舗の出版であった。留日時代に中央大学で
法学士を取得した陳望道も、言うまでもなく上海内山書店の数知れない常連客
の一人だった。

このように、柳瀬正夢の美術と上海を拠点に隆盛した中国の左翼文化との間に、
様々な形でつながりを見出すことができる。しかも、その関係性を辿っていくと、
魯迅との直接的、間接的結びつきが確かに見え隠れするのである。『文芸研究』
を編集した1930年2月時点で、魯迅は確実に柳瀬正夢のことを知っていたし、
その著作の奥付の検印紙に捺された を目にしていたはずである。柳瀬正夢編
著『無産階級の画家　ゲオルゲ・グロッス』（鉄塔書院、1929年11月20日）を、魯
迅は1929年12月20日に、内山書店で3.8圓で購入しているからである。

図4　潘念之訳『蟹工船』広告、『文芸研究』第1巻
第1期（1930年2月）掲載。

図5　『蟹工船　太陽のない街　鉄の話』
（改造社、1931年5月）の表紙、柳瀬正夢
装幀。
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2. 流通ルートとしての内山書店

魯迅は前からグロッスの絵に接する機会があったが4、柳瀬正夢編著の画集の
入手をきっかけに、グロッスへの関心を一気に高め、馮雪峰と共同編集の雑誌『萌
芽月刊』第1巻2月号（1930年2月）にグロッスの漫画を2点転載した5。さらには、
魯迅はドイツからグロッスの原版画集を取り寄せていた。
さらに、魯迅は叢文閣刊の『柳瀬正夢画集』（1930年2月12日発行）を1930年
3月15日に2.4圓で購入（図6）。この画集は、柳瀬生前唯一の作品集で、『無産者
新聞』、『労働新聞』など左翼機関紙・誌に発表した政治漫画合計100点を収録し
ている。柳瀬漫画の頂点を示したこの画集について、まつやまふみおが「プロレ
タリア漫画小史」において「この時代の一つの記念碑であり、プロレタリア漫画
の代表的な金字塔」と高く評価している6。

ところで、魯迅は今度もまた、正夢の画集から漫画二点を選び、自ら編集する
雑誌に紹介した。『萌芽月刊』第1巻第5号（1930年5月1日）に「起て!万国の労
働者」（中国語題「起来,万国労働者!」）、『巴爾底山』第1巻第2、3号合刊（1930年
5月1日）に「ウジ虫どもを掘りかへせ」（中国語題「大衆闘争」、図7）をそれぞれ
転載したのである。この両方の雑誌はいずれも魯迅が自ら題字を書き、内容ま
で深くかかわった左翼文学の定期刊行物である。

ところが、上海の雑誌における魯迅より早い柳瀬漫画の転載を確認できた。
『現代小説』第3巻第5、6号（1930年3月15日）には柳瀬の漫画4点が載せられ
ている7。『現代小説』という雑誌は、葉霊鳳、潘漢年の共同編集によるもので、
葉霊鳳は上海美術専門学校を卒業した小説家、画家で、その画風から「中国の

4
1929年4月、5月に魯迅が『小さいペーター』

（ヘルミニヤ・ツール・ミューレン著、林房雄訳、
曉星閣、1927年4月）を使って許広平に日本語
を講習したことがある。当書にはグロッスの
挿絵が6枚収められている。

5
「神の意にかなえる従属」（中国語題「協于神意
的従属」）、「彼等は自由のために闘争したから」

（中国語題「因為他們為自由而闘争了」）の2点
である。

6
岡本唐貴・松山文雄編著『日本プロレタリア
美術史』（造形社、1972年9月）所収。

7
「うしろの影を見よ、軍縮会議の正体」（中国語
題「軍縮会議的背影」）、「何一つ言はせぬ此の
暴圧」（中国語題「言論自由」）、「戒厳令下の神
戸市」（中国語題「戒厳令下之神戸市」）、「この
威力!（川崎造船部三千の労働者立つ!）」（中国
語題「這個的威力」）の4点である。

図6　魯迅所蔵の叢文閣刊『柳瀬正夢画集』（北
京魯迅博物館、筆者撮影）

図7　『巴爾底山』（第1巻第2、3号合刊）に転載された「ウジ
虫どもを掘りかへせ」（中国語題「大衆闘争」）
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ビアズリー」と呼ばれていた。そしてもう一人の潘漢年は、1929年以後の上海
文化界における中国共産党の最高指導者に当たる。柳瀬の漫画を転載した号を
もって、『現代小説』は停刊したが、この上海現地の活字メディアにおける漫画の
転載は、叢文閣による画集の刊行から、わずか一カ月しか経っていない。

確証があるわけではないが、『現代小説』の転載に使われた『柳瀬正夢画集』の
原本も、魯迅の蔵書同様、内山完造・美喜夫婦が経営した内山書店から流通した
ものに違いない。最初に魏盛里の路地裏に創設された内山書店は、日本出版界
を騒がした円本ブームの波及を受けて、図書の入荷量が急増し、1928年に隣家
を貸し切って店舗を拡大し、そして、1929年春についに北四川路底表通りの店
舗に移転することになった。円本ブームが続いた数年間は折しも、左翼的社会
思想に関する出版が活気を呈した時代だった。こうした背景の中で、特に魯迅
が上海に引っ越した後の内山書店は、マルクス主義の文献や左翼理論の卸問屋
と武器倉庫のような役割を果たしたと言っても過言ではない。

筆者は「戦前日本出版メディアの上海ルート――内山書店と改造社の海を越
えたネットワーク」という文章で、日本外務省外交史料館の所蔵資料を使って
1930年代の内山書店の販売状況を紹介したことがある8。依拠した「昭和十二
年三月」付けの上海における日本図書流通状況に関する報告書9によれば、内山
書店の年間単行本の売上冊数は10万冊（雑誌を除く）に達していた。10万冊と
いう数字は、同じく上海の日本人経営書店の至誠堂の7.4倍、日本堂の25倍に相
当する。しかも、より重要なのは、内山書店の購読者比率において、日本人「30%」、
中国人「70%」と示されていることである。つまり、1930年代の内山書店が中国
文化人を主な購読者とする日本書籍販売店に変貌したのである。

上海時代の魯迅の読書生活は、内山書店を抜きにしては語れない。ほぼ毎日
のように内山書店に出入りしていた魯迅が日本最新の出版文化に直に接したこ
とが、その思想形成と文化的営みに決定的な作用を及ぼしたことは疑いようも
ない。魯迅は内山書店で購入した書籍を日記や「書帳」（年度の書籍購入簿）に
記していたが、その「書帳」をもとに中島長文が「書帳に現われた収書数」を統計
したことがある10。それによると、1927年10月3日の上海到着から、1936年10月
19日の逝去まで9年あまりの間に、魯迅は合計1243冊の日本語書を収書してい
た11。しかもそのうちの約三分の一、407冊が美術関係のものだった。特別に多かっ
た1931年には、魯迅が購入した175冊の日本語書のうち、美術関係書はなんと
108冊もあった。

美術関係書の収集に熱心だった魯迅には、日本プロレタリア美術の代表的画
家柳瀬正夢の輝かしい活躍ぶりを書籍を通して目にする機会が多かったのだろう。
彼の画集の外に、魯迅が購入した書籍を手掛かりにして穿鑿すれば、例えば次
に挙げるように、柳瀬の仕事に出会える潜在的な可能性が、魯迅の読書体験に
は無数にあったと言える。

8
『日本近代文学』第89集、2013年11月。

9
「上海地方ノ日本図書及日本語ニ関スル上崎
司書ノ視察報告」（JACAR（アジア歴史資料セ
ンター）Ref.B05016121400（第四画像）、「満支
人日本語研究状況調査関係雑件 第二巻」（外
務省外交史料館）。）

10
中島長文編『魯迅目睹書目 日本書之部』、1986
年3月。

11
中島長文作成「書帳に現われた収書数一覧」
表に基づいて筆者が計算。
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まず、1930年前後に魯迅が購入した書籍には、『歴史を捻ぢる』12、『ソヴェート・
ロシヤ文学の展望』13、『ソヴェート作家叢書 工場細胞』14（図8）など、柳瀬正夢が
装幀、表紙、挿絵などを描いた書籍が多数含
まれている。また、魯迅が1930年5月14日に
購入した『プロレタリア芸術教程』第三輯（世
界社、1930年4月27日発行）の巻頭に、「五万
の読者と手を握れ!」を含む柳瀬作のポスター
が3点収録されている。それから、魯迅が1930
年6月2日に購入した村山知義著の美術論集
『プロレタリア美術のために（改訂版）』に収録
された文章「正夢の『グロッス』」の中で、「漫
画はプロレタリア美術に於いては最も重要な
部門であり」「柳瀬君は日本に於けるこの道の
第一人者である」と書いている。

さらに、魯迅の蔵書に日本プロレタリア美術家同盟が編集した二冊の画集、
『プロレタリアカット漫画集　闘争ニュース用』15と『日本プロレタリア美術集』16 
があることが確かめられる。前者には巻末の執筆者一覧に柳瀬正夢の名前が見
られ、後者には序文で「日本プロレタリア美術の全縮図」と自負した通り、柳瀬
が手掛けた漫画、ポスター、装幀、『戦旗』の表紙などが多数収録されている。

内山書店が所在する北四川路周辺は公共租界の越界築路の地帯、すなわち租
界の権益が延長された区域に属するために、国民政府の警察の管轄が及ばなかっ
た。そうした隙間で、上海では内山書店だけが左翼思想の出版物を販売できた。
他方日本では、柳瀬正夢が1932年に治安維持法違反の容疑で逮捕され、凄まじ
い拷問を受けたことが端的に示しているように、左翼文化運動が過酷な弾圧を
受け、出版物への検閲も一貫して手厳しいものだった。

上に挙げた魯迅所蔵の日本プロレタリア美術関係書の内、日本プロレタリア
美術家同盟の編集による二冊の画集、『プロレタリアカット漫画集　闘争ニュー
ス用』と『日本プロレタリア美術集』は、いずれも「安寧秩序ヲ妨害」するという
理由で日本の内務省警保局によって「発売頒布禁止」の処分を与えられたことが、
『出版警察報』を調べることで確認できた。そのほか、村山知義著『プロレタリア
美術のために（改訂版）』は一度発禁処分を喰らった「改訂版」であり、柳瀬正夢
編著『無産階級の画家 ゲオルゲ・グロッス』も1930年に「風俗ヲ壊乱スルモノ」
と認められた風俗禁止で取締りを受けていた。ちなみに柳瀬正夢の漫画が威力
を発揮した日本共産党の機関紙『無産者新聞』は1929年8月に「発行禁止」の処
分を受けて廃刊になっている。
日本での発禁本が上海に流入し、魯迅が購読したことは、驚異に値する事実で

はなかろうか。このことは、内山書店が扱った日本書の入荷の速さと経営傾向の

12
長谷川如是閑著、鉄塔書院、1930年6月21日
発行。魯迅同年8月2日購入。

13
ペ・エス・コーガン著、黒田辰男訳、叢文閣、
1930年5月25日発行。魯迅同年5月30日購入。

14
セミューノフ著、黒田辰男訳、鉄塔書院、1930
年12月15日発行。魯迅同年12月23日購入。

15
戦旗社、1930年5月22日発行。魯迅購入日
未詳。

16
内外社、1931年7月20日発行。魯迅同年8月
6日購入。

図8　魯迅所蔵『ソヴェート作家叢書 工場
細胞』（北京魯迅博物館、筆者撮影）
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特異性に加え、上海の租界的環境を利用しながら、内山書店が国家権力による
監視の隙間を潜り抜けて、思想輸入のルートになったことを端的に立証したも
のだと言える。

日本で発禁処分を受けた上記の四種の魯迅蔵書に関する出版データー、発禁
日、及び魯迅の購入情報を以下の表にまとめてみる。

上の表が示しているように、『プロレタリアカット漫画集　闘争ニュース用』は、
発行日に即日発禁という、稀有な記録を作った出版物である18。それほど収録さ
れたカットや漫画の扇動性が検閲側に危険視されていたのである。この本を魯
迅が内山書店で入手できたこと自体、不思議に感じざるをえない。さらに興味を
惹かれるのは、この本に関して魯迅の日記と「書帳」には、一切記述されていな
いことだ。しかしながら、北京魯迅博物館に保管されている魯迅蔵書に当書（図9）
があるばかりでなく、本の裏表紙裏の左上に「上海内山書店」の赤いネームラベ
ルが貼り付けられている。つまり、この本は確実に内山書店を経由して入手され
たものであるという証である。自己防衛に必要な警戒意識のために、魯迅はこの
本の情報を日記や「書帳」にわざと書き入れなかったと推定できよう。
さらに、筆者が北京魯迅博物館で調べ

た魯迅所蔵『日本プロレタリア美術集』は、
クラフト紙のカバーでしっかりと包まれた、
保存状態の良い美本である。この本に関
して驚くべきは、魯迅の購入が日本の特
高警察の取り締まりよりも迅速だったと
いうことなのだ。1931年8月12日に発禁
処分を受けた6日前、魯迅はすでに内山
書店で手に入れていた19。魯迅が購入し
たこれらの発禁本は、中国にも日本にも
政治的に険悪な状況の中で、危険を自覚
しながらも、魯迅が積極的に日本プロレ
タリア美術に接触したことを浮き彫りに
してくれるのである。

18
『出版警察報』第21号に示された「主要禁止物
差押表」によれば、『プロレタリアカット漫画
集　闘争ニュース用』の印刷部数3000冊の
うち、特高警察が610部を差し押さえた。

19
日本国会図書館所蔵の『日本プロレタリア美
術集』は内務省への納本であり、奥付に活字印
刷の「昭和八年七月二十日」の発行日が押印で

「昭和六年八月六日」と訂正された。これによっ
て、検閲を受けるための内務省への納本を出
版側がわざと遅らせたのではないかと筆者は
推定する。「出版警察報」第37号（内務省警保
局、1931年10月）によれば、当書の発行部数
1505冊のうち、378冊が差し押さえられた。

書 名 出版社 定価（円） 発行日 日本発禁日17 魯迅購入日 購入価（圓）

柳瀬正夢編著
『無産階級の画家　ゲオルゲ・グロッス』 鉄塔書院 2.80 1929.11.20 1930.7.3 1929.12.20 3.80

村山知義著
『プロレタリア美術のために』（改訂版） アトリエ社 1.50 1930.5.20 1930.4.16

（改訂以前） 1930.6.2 2.6

『プロレタリアカット漫画集　闘争ニュース用』 戦旗社 0.30 1930.5.22 1930.5.22 未詳 未詳

『日本プロレタリア美術集』 内外社 2.0 1931.7.20 1931.8.12 1931.8.6 5.0

図9　魯迅所蔵『プロレタリアカット漫画集　
闘争ニュース用』（北京魯迅博物館、筆者撮影）

17
内務省警保局編『禁止単行本目録 自明治
二十一年至昭和九年』（湖北社、1976年7月）、
内務省警保局『出版警察報』第20号（1930年
5月）、第21号（1930年6月）などによる。
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3. 柳瀬の画集、上海で広がる

柳瀬漫画が新鋭の美術スタイルのモデルとして、上海で青年芸術家たちの間
に広がっていくあり様を、複数の当事者の証言に基づいて再現してみよう。
1930年7月から8月にかけて、中国左聯作家連盟、中国社会科学者連盟が青

年学生の文芸中堅を養成するために、フランス租界の環龍路（現在の雁蕩路）フ
ランス公園の向う側の二階建を借りて「暑期文芸補習班」を共催し、杭州などか
ら集まった約60人が50日間ほどの講習を受けた。その期間中、同場所で中国左
翼美術家連盟の設立大会も行なわれた。

当時、杭州国立芸術専科学校に在籍し、当校「一八芸社」のメンバーだった胡
一川（胡以撰、1910‒2000）が、同級の女子学生夏朋（姚馥）と共に暑期文芸補習
班に参加し、また、臨席した左翼美術家連盟の設立会議で執行委員に選出された。
胡一川の回顧録によると、その時の文芸補習班では柳瀬正夢の漫画が紹介され
ていた。

1930年夏、劉夢瑩、姚馥、劉毅亜、胡以撰らが上海に赴き、左聯主催の暑

季文芸補習班で聴講した（会場は上海旧フランス公園、現・復興公園の対面）。

補習班でいくつもの報告を聴取し、一部の進歩的な文芸刊行物（例えば『拓

荒者』）や日本の柳籁
ママ

正夢の漫画を目にし、赤軍が長沙を攻略したことを

耳にした。思想的にも大きな啓発を受け、鼓舞されていた。20

ここで言う「赤軍が長沙を攻略した」とは、同年7月27日赤軍第三軍団が長沙
を奪い取ったことを指す。赤軍による省都クラス都市の占領はこれが初めてだっ
た。この出来事は補習班の開催時期が重なるので、胡の回想には時間的整合性
がとれる。胡一川の1994年に書いた回想文にも、同様な記述が見られる。彼は
夏朋と「毎日一緒に暑期文芸補習班に通い、一緒に尖鋭的な報道を聞いたり進
歩的文芸刊行物を読んだり、また一緒に日本の進歩的画家柳籁

ママ

正夢の漫画集を
見ていた。紅軍が長沙を攻め落としたニュースも一緒の時に耳に入れたので、
ふたりの間で自然と話が弾み、この上ない励ましを受けた」21という。ここではっ
きりと「柳籁

ママ

正夢の漫画集」とされていることから、雑誌の転載ではなく、叢文閣
刊の画集を目にしたと思われる。ちなみに、この補習班の文芸科目の責任者は、
魯迅と極めて近い関係にある馮雪峰だった。馮の要請を受けて、8月6日午後、
魯迅は補習班で「欧州芸術概論」と題した演説を行なったという事実もある。

胡一川は恋人の夏朋と共に魯迅が提唱した新興木刻、すなわち創作木版画の
影響を受けて、いち早く創作を始めたが、彼らが所属する「杭州一八芸社」の創
作活動は、創設当初から魯迅のサポートを得ていた。1931年6月、「一八芸社習
作展示会」が上海で開かれる時には、魯迅と内山完造の協力と斡旋によって、
靶子路呉淞路にある上海毎日新聞社の二階を借りて行われた。魯迅は展示会の

20
胡一川「回憶魯迅与一八藝社」、『一八芸社記
念集』、人民美術出版社、1981年4月。

21
遅軻、陳儒斌編『広州美術学院名師列伝』、花
城出版社、2003年。
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ために「一八芸社習作展覧会小引」という文章まで執筆した。杭州一八芸社解体
後、二人が入った「野風画会」も魯迅の力強い支援を受け、活動経費まで提供さ
れた。1933年、胡一川と夏朋は一緒に逮捕され、釈放されたが、夏朋は1935年
に三度目の逮捕に遭い、獄死する。1937年、胡一川は延安に赴き、魯迅芸術文学
院の木刻工作団団長を務め、後に中央美術学院書記、広州美術学院院長などを
歴任し、中国美術界の重鎮となった。魯迅は生前、彼が創作した1930年代屈指
の名作「到前線去」などを所蔵した。
1930年前後から、魯迅は大衆向けの美術普及運動に力を注ぎ、数多くの青年

版画家を育てた。とりわけ1931年8月17日から22日の間、内山完造の実弟内山
嘉吉を講師に招き、6日間にわたる「暑期木刻講習班」を開いたことは、中国現代
美術運動の画期的な一ページを開いた。鐘歩卿（1910‒?）は講習班に参加した
13人の受講生の一人で、講習を受けた一か月後に仲間たちと「MK木刻研究会」
を創設した。

鐘歩卿の回想によると、魯迅自ら復刻出版した版画集の大部分を各木刻団体
に贈呈し、MK木刻研究会と鐘本人も「かなりの版画の参考書を贈られた」。
しかも、魯迅が「北四川路の内山書店を紹介し、そこに日本語版『柳瀬正夢漫画
(ママ)』集を買うように薦めてくれた」22という。MK木刻研究会もやはり魯迅の
懇切な指導と支援を受け、魯迅は「研究会が展覧会を開催する度に、日本人の
友人内山完造と共に見学と指導に訪れた」。そして、「閉幕後、我々のすべての
木刻作品を定価通りに二部注文し、内山書店に届けさせた」。若手芸術家たちへ
の支援において、常に魯迅と行動を共にした内山完造は、書肆の経営者のみな
らず、木版画運動を推進する魯迅のかけがえのない協力者であった。内山書店
ではまた、日本から取り寄せた彫刻刀を常時販売していた。

陳鉄耕（1908‒1969）も木刻講習班の受講者の一人で、1938年に延安へ赴き、
魯迅芸術学院で教鞭をとった。文化革命中に迫害を受けて命を落とした彼のこ
とを、友人周方が回想する時、「彼は頻繁に魯迅に接していた。1932年頃、彼と
一緒にしばしば内山書店に行き、お目当ての魯迅と、絵画や木刻の談義をして
いたし、また、魯迅に紹介されて日本の『浮世絵集』、
『柳頼

ママ

正夢漫
マ マ

画集』などを購入したこともある」23と
も語っている。

張望（1915‒1992）は陳鉄耕の導きで木刻の勉強
を始めた。その話によると、1931年「当時、確かに
彼が木刻を習うよう励ましてくれ、彫刻刀を買い
に僕を内山書店まで連れ出し、そこで魯迅と知り
合った。陳からは「木刻は他の絵画と異なり、自分
で彫刻し自分で印刷できる……と魯迅先生が提唱
している」と紹介した」24。1931年に張望はわずか

22
鐘歩卿「魯迅与MK木刻研究会」、広東魯迅研
究小組編『誠摯的記念』、1982年。

23
周方「魯迅培育興寧文藝青年」、『興寧文史』第
1集、1981年。

24
張望「三談魯迅与“MK木刻研究会”」、『張望美
術文集』（遼寧美術出版社、1988年8月）所収。 図10　  張望「負傷的頭」（木刻）
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15歳で「MK木刻研究会」に参加し、17歳の年に創作した「負傷的頭」（図10）は
魯迅の称賛を得て、魯迅編集の『木刻紀程』に収録された。張望は後に魯迅の美
術活動を研究する著名な学者になったが、その回想文の中で、内山書店で魯迅
の話に耳を傾けた時の記憶をしばしば振り返っている。

ある時、僕たちが書店でフォーヴィスムのヴラマンクとユトリロの画集
をめくるのを魯迅先生に見られて、それを買うのかと思われたようで、「懐
は大丈夫か」と聞かれた。また、すぐ体の向きを変えて本棚から素早く農民
画家ミレーとクールベの画集を抜き出した。それから、一口タバコをふかし
て、今度は『柳頼

ママ

正夢画
マ

選
マ

』を本棚から抜き出してくれた。後から出された
本は入荷したばかりのものだった。フォーヴィスムの絵は別に気に入った
わけでもなく、ただ好奇心でめくっただけだった。しかし、先生は親身になっ
て僕たちに写実主義巨匠の作品を紹介してくれた。と同時に、日本の巨匠
柳頼
ママ

正夢の白と黒の強烈なコントラストの漫画を再三にわたって薦め、「大
変参考になるよ」と言ってくださった。傍にいた書店の経営者は魯迅の紹
介を聞き、大層ご機嫌で、先生が図書の宣伝をしてくれたことにとても感謝
していたようだ。ところが僕たちはついに買わずに、店員に「また今度」と言っ
ただけだった。そのしばらく後に、僕たちはやはりその漫画集を一冊ずつ買っ
てきた。25

ここに出てきた「僕たち」とは、もとの文章の文脈ではMK木刻研究会会員の
陳普之、陳葆真、黄新波、陳鉄耕、周金海などを指す。各人一冊ずつ買ったとす
れば、『柳瀬正夢画集』は内山書店の売行き好調本に数えられるだろう。張望は
別の文章で、魯迅が「自分の蔵書になる『柳瀬正夢集

ママ

』と『世界美術全集別巻』の
中の漫画名作を僕らに見せ、創作する際の参考に柳瀬正夢の作品集を買うよう
に言い付けた」26と追憶しており、また、魯迅が柳瀬正夢の画集を手にしながら、
「写実的な木刻ではむやみに漫画的手法を使うべきではない」27と戒めたこともあっ
たと述べている。

張望は華北聯合大学、東北魯迅芸術学校、東北美術専門学校、魯迅美術学院
などで相次いで教鞭を取り、1970年代後半瀋陽魯迅美術学院の院長を務め、著
名な美術理論家、教育家として知られる。本節で取り上げてきた胡一川、鐘歩卿、
張望などは、いずれも魯迅の励ましとサポートの下で中国の新興木版画芸術の
開拓者となり、そして美術教育者や美術理論家にもなった人々である。中国の
新興美術がまさに彼らの世代によって方向付けられ、形作られてきたのである。

柳瀬正夢の漫画を身近の若者に頻繁に薦めたにもかかわらず、魯迅は柳瀬
正夢の名前に文章や書簡では一度たりとも言及しなかった。それはおそらく、危
険を回避するための魯迅の慎重さによるものだと考えられる。そのために、魯迅

25
張望「記魯迅与美術的二三事」、『魯迅研究』
1981年第4期。

26
張望「魯迅与張諤――読石子順『従漫画中看到
的日本和中国的関係』」、『魯迅研究動態』1989
年第2号。

27
張望「誕辰百年憶先生」、『張望美術文集』所
収。
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が残した文字からは柳瀬正夢への如何なる評価をも読み取ることができない。
しかし、彼がかくも柳瀬正夢の漫画を多くの若者たちに熱心に推薦したという
事実が、彼の謦咳に接した芸術家たちの証言を拾い上げることによって再現で
きるのである。

4. 抗戦漫画に作り変えられる

魯迅が所蔵した木版画に、柳瀬漫画の影響を受けた創作がある。
劉峴（1915‒1990）が作った24枚組の木刻連環画『血債――従“九一八”至

“一二八”迄塘沽協定』の最後を飾る「起来」と題する一枚である（図11）。この作
品は、魯迅がパリ、モスクワで公開展示する木版画を集める際、劉峴から送られて、
魯迅によって保管されたものである。「起来」は、タイトルから画面構図に至るま
で、柳瀬正夢の「起て!万国の労働者」（図12）を模写した痕跡が大きい。前述し

たように、柳瀬のこの一枚は魯迅がかつて『萌芽月刊』（1930年のメーデー、
「五・三〇事件」5周年記念号）の巻頭に転載した関係で、中国で広く伝わっ
た一作となった。

劉峴の作品を柳瀬の原作と比較すれば、画面中央の旗を持ち上げる人物
の姿勢、並びに旗のなびく方向はちょうど反対となっている。木版の原板
と刷られた絵が左右反転することを考えれば、劉峴作品の原板では、人物
の向きが柳瀬の原作と一致すると断定できる。つまり、劉峴の作品は、彫刻
刀で柳瀬漫画へのオマージュを表したと見て取れる。ところが一方では、
柳瀬の漫画が万国労働者の団結を訴えるのに対し、劉峴の作品は反侵略を
主題にしている。連作のタイトル『血債――従“九一八”至“一二八”迄塘沽
協定』が示すように、柳条湖事件から一・二八淞滬抗戦（第一次上海事変）
に至るまでの国家存亡の危機に対して、全民族の蹶起を劉峴が作品で呼び
かけている。28

上海美術専科学校に在学していた劉峴は、1933年に魯迅に出会ってか
ら木版画が出来上がる度に魯迅に送り、指導を仰いだ。1934年からの二年

間、彼は魯迅に合計37通の手紙を送り、魯迅からは14通の返信をもらった。中
国現代木版画の先駆者として、劉峴は生涯木版画の創作に携わり、千枚余りの
作品を世に残し、版画集を20冊以上出版した。
ところで、劉峴と柳瀬の両方の作品タイトルに現れる「起て」（「起来」）という

言葉は、ユージェヌ・ポッティエ作詞の「インターナショナル」の歌詞から採り入
れられたものであることは言うまでもない。と同時に、1930年代の中国において、
「起来」はすべての芸術ジャンルに響き渡った時代的な主題でもあった。1934年
に公開された映画『風雲児女』の主題歌「義勇軍進行曲」（田漢作詞、聶耳作曲）

28
『版画紀程 魯迅蔵中国現代木刻全集 Ⅳ』（上
海魯迅紀念館、江蘇古籍出版社編、江蘇古籍
出版社、1991年9月）によれば、収録された『血
債』の表紙に「この図は1932年に作られ、当時
魯迅先生にフランスでの展示用に送った。劉
峴」と鉛筆で書かれている。魯迅がパリ開催
の「革命中国の新しい芸術」展のために木版作
品を集めたのは、1933年12月のことである。

『血債』は1932年に創作されたものなら、本来
のサブタイトルは「従“九一八”至“一二八”」
であり、「迄塘沽協定」（1933年5月31日調印）
の部分は、後に付け加えられたと推定される。

図11　劉峴「起来」（木刻）

図12　柳瀬正夢の漫画「起て!万国の労働者」
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がまさに「起来,不願做奴隷的人們」（「起て!奴隷
となることを望まぬ人々よ!」）から始まるのであっ
た。後に中華人民共和国の国歌に選ばれた「義
勇軍進行曲」をはじめ、数多くの抗戦ソングを収
録した『大衆歌声』（大衆歌声社、1936年11月）
の表紙（図13）を見てみよう。表紙画のタイトルは、
すなわち「起来,不願做奴隷的人們」、作者は丁
里（1916‒1994）である。画面中央に旗を高く持
ち上げた男性の姿が、柳瀬の「起て!万国の労働
者」を彷彿させ、なびいた旗の上には「起来,不
願做奴隷的人們」の中国語表音のローマ字が書
き込まれている。

丁里の自叙伝によると、彼が漫画に興味を持ち始めたきっかけのひとつに、
柳瀬正夢の漫画があった。山東省済南市の小学校教員を務めた父親が購読した
雑誌を愛読した彼には、「とりわけ好きだったのは『東方雑誌』の時事漫画欄で、
英国漫画家のLOW、日本漫画家の柳頼

ママ

正夢と西欧の著名画家の作品転載が多
かった。奇抜な着想と豊かな含みがあって、技巧的にもリアルで人の心を動かす。
それが私に漫画の魅力を感じさせた」29という。

丁里は1935年中国左翼戯劇家連盟に加入し、そ
の間、抗戦を訴える漫画を多数創作する。1938年に
延安に向かい、魯迅芸術学院の立ち上げに参加し、
美術部の教員になる。後に舞台劇の監督として才能
を発揮し、晋察冀軍区抗敵劇社社長、河北軍区政治
部文芸科課長兼文工団団長などを歴任。彼は生涯に
わたって軍隊の文芸創作に携わり、小説、劇作、美術、
音楽など多方面において業績を残し、軍営のマルチ
芸術家と称された。
『大衆歌声』の表紙を手掛ける数か月前、同じく
「起来」のモチーフを生かした漫画を丁里が描いた
ことがある。1936年6月6日に出版された『永生』週
刊（第1巻第14号）に「毎週漫画」として掲載された
「反対日本華北増兵」（「日本の華北増兵に反対する」）（図14）である。
1936年4月に広田弘毅内閣が中国駐屯軍の増派を閣議決定し、華北駐屯の日

本軍が約三倍増強されたのに対して、中国各地で増兵反対の抗議やデモが燃え
あがったのが、この漫画の創作背景である。同号『永生』週刊の「毎週評論」の記
事「華北内蒙告急」（「華北と内蒙古、状況緊迫」）に合わせて創作されたものだっ
た。漫画では、やはり柳瀬の「起て!万国の労働者」から模写した旗挙げの人物が

29
「丁里自述」、荆藍主編『丁里藝術集続編』（解
放軍文藝出版社、2009年11月）収録。

図13  『大衆歌声』（大衆歌声社、1936年
11月）の表紙、絵は丁里「起来 ,不願做奴
隷的人們」。



0 8 3

登場している。また、日本華北増兵を報道した中国紙の記事をバックに使った
ところが、『柳瀬正夢画集』の最後を飾った漫画「弾圧に逆襲せよ」から学んだ手
法だと考えられる。そのほか、同じく柳瀬の「街頭に出よ」（図15）からも一部の
人物を借用していることも明らかである30。

丁里の漫画を掲載した週刊誌『永生』は上海生活書店より1936年に合計17回
発行されたもので、日本による大陸侵略の動きに密に注目し、報道を続けた。中
でも「毎週漫画」が特に人気の高いコラムの一つだが、丁里は当時、読書・生活出
版社で美術編集の仕事をしていた。

丁里の漫画は複数の柳瀬漫画を組み合わせているので、彼も『柳瀬正夢画集』
を直に参照したと推定できよう。丁里が日本語が読めたかどうか確かではないが、
彼の創作実践は柳瀬正夢が画集の「例言」に書いたことに応えたものと見ること
ができる。柳瀬正夢が次のように、画集の読者に期待したからである。

判りきつたことだが、本書は観賞すべき本ではない。最も有効にプロレタ

リア的に利用さるべき本である。我々の職場に、日常闘争の場面に、程よく

此の材料をこなしこんで欲しい。部分々々を切りとつたり、組み合せたり、

文字で書きかへたりなどして。

1936年頃、柳瀬正夢の漫画はすでにプロレタリア美術の領域を超えて、中国
漫画界全般に認められるようになったと見える。それを象徴するのが、『時代漫画』
第31号（1936年10月20日）であろう。柳園の「柳瀬正夢的漫画芸術」という解説
文を添えて、柳瀬の作品を12点紹介している31。国内の政治情勢の変化に対応
して、時代的な要請が階級闘争から民族戦争へ
と移り変わり、漫画の政治宣伝における効用が
より広く認識されたことに関連していると考え
られる。

さて、1937年末、戦火を逃れるため一家を率
いて南下した豊子愷（1898‒1975）は逃避行の
道中、浙江省石門湾の旧家「縁縁堂」が戦火に
焼かれたことを知った。その後積極的に抗戦の
宣伝に参加した豊子愷は、「漫画是笔杆抗战的
先锋」（「漫画は抗戦のパイオニア」）と題する評
論を発表した32。豊子愷はその著述で幾度も柳
瀬正夢の漫画を取り上げて紹介したことがある。
例えば、「日本の漫画について」33という文章で
は、「もっぱら漫画をもって社会運動、政治運動
に呼応してきた人物に柳瀬正夢がいる。即ち、
“漫画で弾丸に取って代わる”ものだが、その

30
武蔵野美術大学図書館編『槿の画家・柳瀬正
夢展』の「柳瀬正夢　抗日漫画に連帯す」にお
いても、丁里の「反対日本華北増兵」について、
三作の柳瀬漫画を組み合わせたことが指摘さ
れている。

31
『時代漫画』などでの柳瀬紹介に関して、及部
克人「魯迅と柳瀬正夢を結ぶもの」が詳しく取
り上げている。『時代漫画』の外に、『漫画生活』
第2巻第1期（No.13、1935年7月）にも、「うし
ろの影を見よ、軍縮会議の正体」と「国際労働
会議の内幕」の二作の柳瀬漫画を掲載したこ
とがある。

32
『抗戦漫画』第8号（1938年4月16）に掲載。

33
『芸術漫談』（上海人間書屋、1936年10月）に
収録。

図16　柳瀬正夢の漫画「雑草と思つた
は見当ちがひ」

図15　柳瀬正夢の漫画「街頭に出よ」

------------------------------------------------------------------------------------

拙稿の二校ですが、わずか数か所しか訂正がありません。

P１２－P１４の三枚のスキャン図像を送信致します。図１２の

大きさをやや小さくして、図13をやや大きくするようしていた

だきたいです。

送信致した三枚の訂正の外に、図１０の張望「負傷的頭」の図像を、

新しいものに取り換えていただきたいです。

白黒の図に修正致した新しい図像も添付させていただきました。

以上です。

--------------------------------------------------------------------------
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作品は人を動かすところが多い。彼の画集を繙いたことがあるが、惜しいことに
一つ一つを記憶したわけではない」と書き、さらに、1941年の貴州遵義で浙江
大学の教職に就いた期間中に出版した『芸術修養基礎』（文化供応社、1941年
7月）の中でも、「戦闘漫画は絵を論文に代わりうるものとした、いわゆる“弾丸よ
りも強力”なものだ」として、「日本の柳瀬正夢には「草むしり」と題した連続漫
画がある」と紹介した34。

豊子愷が紹介した「連続漫画」とは、『柳瀬正夢画集』に収録された第92枚、
「雑草と思つたは見当ちがひ」と題された作品（図16）である。1928年3月26日
の『無産者新聞』に発表されたもので、当初のタイトルは「大衆の力で暴圧をハ
ネ返せ!」だった。同年3月15日未明の日本共産党に対する全国大検挙への反撃
が意識された、時事的な漫画創作である。『柳瀬正夢画集』の中で唯一の四コマ
漫画だが、豊子愷に強い印象を与えた。実際そこからインスピレーションをもらっ
た中国の漫画家がこの漫画を改作したのである。

抗日戦争期間中の重要な漫画誌のひとつの『抗戦画刊』第26号（1939年4月
20日）に、この漫画の改作が掲載されている。張文元の漫画「中華民族潜在的力
量,終於被敵人発掘了出来」（「中華民族の底力がついに敵によって掘り出されて
きた」）（図17）。作品の下端には「(倣 日本反戦作家柳瀬正夢原画)張文元改作」
としている。
『抗戦画刊』は抗日戦争期間中、馮玉祥将軍の援助下に武漢で創刊したが、戦
局の悪化につれ、長沙、桂林を経て、重慶にまで移転された。転々と拠点を移し
たにもかかわらず、最高発行部数が5千部にも達し、大きな影響力を発揮した。
近隣都市の巷や街角に見られる抗戦宣伝画の多くが『抗戦画刊』の作品の模写
だったという当誌の主編趙望雲の回想が残されている35。

やはり上海で漫画を描き始めた張文元（1910‒1992）は、1938年に武漢に向か
い、そこで組織された全国漫画作家協会の「戦時工作委員会」委員に選ばれ、『抗
戦画刊』の編集に携わった。1939年に重慶に着いてからは、国民革命軍政治部
三庁の芸術課に入り、『勝利画刊』の編集長を務めていた。抗戦漫画の中堅的な
存在として活躍し続けたのである。

張文元の作品では、原作で草をむしる政治家、資本家、軍閥の三人が腰に刀を
つけた日本軍人に描き変えられている。そして、「中国内地」と書かれた土地か
ら巨人が立ち上がり、覚醒した中国人民が外来の侵略者を撃退する光景を高ら
かに誇張したイメージで表現している。

この作品の掲載号の『抗戦画刊』は重慶で発行された。全国の文化人が集まっ
た重慶は、当時抗日漫画が最も盛んな都市だった。張文元の作品が『抗戦画刊』
の影響力を借りて広く伝わった形跡がある。陝西省教育庁によって編集された、
僅か8ページからなる宣伝広報誌『抗建』第12号（1939年7月22日）では、張文
元作品の版画での複写（図18）を掲載している。そこにも「日本反戦作家柳瀬正

34
豊子愷が次のように柳瀬正夢の「連続漫画」を
紹介する。「草をむしるひとりの軍閥の後に、
財閥ひとりと政閥ひとりが幇助する。が、その
草とは実は巨人の髪だったとは知らずに、巨人
を引っ張り出してしまった。巨人が外に出るや
否や、三人の閥を撲殺した。」他には、豊子愷著

『漫画の描き方』（開明書店、1943年8月）にも、
柳瀬の同作品への詳細な言及が見られる。

35
趙望雲「『抗戦画刊』巻頭語」、『陝西文史資料
第27辑　国画大師师趙望雲』（陝西人民出版
社、1994年）収録。

図17　張文元「中華民族潜在的力量 ,終於被
敵人発掘了出来」（『抗戦画刊』第26号、1939
年4月20日）

図18　張文元「中華民族潜在的力量 ,終於被
敵人発掘了出来」（版画）（『抗建』第12号、
1939年7月22日）
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夢原画」からの改作であることが記されている。
上海から重慶、そして陝西へ。柳瀬正画の漫画は「反戦」と抗日宣伝の戦闘力

に生かされていき、そして、柳瀬漫画のスタイルとテクニックを汲み取った中国
の漫画はすばやく成長し、成熟したのである。
1953年6月、文化生活出版社から『反抗着暴风雨』という、戦後日本の労働者

文学の翻訳書が刊行されたことがある（図19）。この書籍の表紙には、柳瀬正夢
の「この威力!（川崎造船部三千の労働者立つ!）」（中国語題「工人发挥了威力!」）
を使っている。表紙画は「日本柳濑正梦画集」から採ったという説明がついてい
るが、叢文閣版ではなく、1948年発行の真理社版『柳瀬正夢画集』から転載した
のではないかと推測される。

この本の訳者周豊一は周作人の長男であることに注目されたい。訳者による「例
言」での説明によると、周作人が全訳稿を校正しただけでなく、その中の一篇（壺
井栄「ゴム底の靴」）の翻訳も担当した。周作人は兄の魯迅とまったく異なった
人生と芸術の道を歩んだだけに、1950年代に自ら進んで日本労働文学を翻訳し、
柳瀬正夢に代表される革命性に富んだ美術スタイルを受け入れたのは、何より
も時代の移り変わりを示している。

柳瀬正夢の漫画が代表したプロレタリア美術の精神、様式と技巧が、中日戦
争期を経て、中国主流の革命芸術に速やかに模倣され、吸収されていき、新中国
では政治的な正当性を獲得するに至った。中国でさらに様式化し発展したプロ
レタリア漫画、美術のスタイルは、1970年代末まで長く流行していた。しかし理
不尽なことに、その様式をもたらした海外の源流のひとつだった柳瀬正夢の名
前そのものは、後世の中国現代美術史の記述にまったくと言っていいほど記憶
されておらず、気付かれることもなかったのである。

附記：
本稿で引用した中国語資料の日本語翻訳は、すべて筆者によるものである。
本稿の執筆、調査に当たって、北京魯迅博物館のご協力を得たことに対して、

感謝の意を表したい。

図1、蔵原惟人訳『芸術と社会生活』（同人社書店、1927年2月）
図2、馮雪峰訳『芸術与社会生活』（水沫書店、1929年8月）
図3、魯迅訳『芸術与批評』（沫書店、1929年10月）
図4、潘念之訳『蟹工船』広告、『文芸研究』第1巻第1期（1930年2月）掲載。
図5、『蟹工船　太陽のない街　鉄の話』（改造社、1931年5月）の表紙、柳瀬正夢装幀。
図6、魯迅所蔵の叢文閣刊『柳瀬正夢画集』（北京魯迅博物館、筆者撮影）
図7、『巴爾底山』（第1巻第2、3号合刊）に転載された「ウジ虫どもを掘りかへせ」（中
国語題「大衆闘争」）
図8、魯迅所蔵『ソヴェート作家叢書 工場細胞』（北京魯迅博物館、筆者撮影）
図9、魯迅所蔵『プロレタリアカット漫画集　闘争ニュース用』（北京魯迅博物館、
筆者撮影）
図10、張望「負傷的頭」（木刻）
図11、劉峴「起来」（木刻）
図12、柳瀬正夢の漫画「起て!万国の労働者」
図13、『大衆歌声』（大衆歌声社、1936年11月）の表紙、絵は丁里「起来 ,不願做奴隷
的人們」。
図14、丁里「反対日本華北増兵」（『永生』第1巻第14期、1936年6月6日）
図15、柳瀬正夢の漫画「街頭に出よ」
図16、柳瀬正夢の漫画「雑草と思つたは見当ちがひ」
図17、張文元「中華民族潜在的力量 ,終於被敵人発掘了出来」（『抗戦画刊』第26号、
1939年4月20日）
図18、張文元「中華民族潜在的力量,終於被敵人発掘了出来」（版画）（『抗建』第12号、
1939年7月22日）
図19、小島進等著、周豊一訳『反抗着暴风雨』（文化生活出版社、1953年6月）

図19　小島進等著、周豊一訳『反抗着暴
风雨』（文化生活出版社、1953年6月）




