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馬海松における国家観形成
──生存をめぐる民族と国家の問題を中心に
張ユリ

1. はじめに
馬海松は1924年に渡日して以来、
1 約20年間にわたって文藝春秋社と関わりを持
ちながら、
『モダン日本』の編集長などを務め、日本文壇の中心で活躍した人物である。
植民地時代において主に日本で活動した馬海松に対する韓国内の評価は未だに論争
中であるが、それは植民地時代から朝鮮に戻って朝鮮戦争が終わるまでの、彼の業
績や思想について総合的な検証が行われていないことに起因するものであると考え

1
馬海松は留学のために、1921年に最初に渡
日し、同年の夏に朝鮮に一時帰国をした際に、
東京での人妻との恋愛事件が知られ、東京に

帰れなくなる。その後、1924年に再び渡日を
するが、ここではその2回目の渡日を馬海松
の日本滞在の始まりとする。

られる。モダン日本社の社長そして『モダン日本』の編集長として帝国日本に賛同
していたように見えた馬海松は、直接的な行動を通じて自分の態度を示すことはし
なかった。日本から独立した朝鮮半島において資本主義と共産主義のイデオロギー
ケ ソン

対立が激化する中で、その対立から逃れようと実家があった開城で静かに生活して
いた彼は、しかし、朝鮮戦争が始まると同時に、大韓民国の軍隊に従軍するほどの積
極的で徹底的な国家主義者への変貌ぶりを見せるようになる。この植民地時代から
朝鮮戦争に至るまでの馬海松の変化こそが彼の総体的な評価に繋がる重要な地点で
あると考えられるが、このような変化について注目した研究は見当たらない。
従来の馬海松に関する研究は、日本においては『モダン日本』の編集者としての紹
介や、菊池寛との関係において言及されることはあっても、本格的に研究がなされた
のは1990年代末頃からである。先行研究の大半は『モダン日本』との関係を中心に
論じられてきたが、
2 これらの研究は馬海松と『モダン日本』研究の先駆的な存在と
して、
『モダン日本』の雑誌の特性と『モダン日本

2
代表的なものには、川村湊の「馬海松と『モダ
ン日本』
」
（
『文学史を読みかえる(2)「大衆」の
登場』インパクト出版会、1998年）や盛合尊

至の「馬海松と『モダン日本』──戦前日本に
おける朝鮮文化の紹介──」
（
『国際文化研
究』
、1998年12月）
などがある。

朝鮮版』を紹介して、馬海松の個

人史と照らし合わせる方式を取っている。
『モダン日本 朝鮮版』が2000年代後半に
復刻されるようになり、ポストコロニアルの観点において「朝鮮版」と馬海松の関係
ホンソンヨン

を究明しようとする洪善英「雑誌「モダン日本」と「朝鮮版」の組み合わせ、その齟齬」
（
『植民地朝鮮と帝国日本―民族・都市・文学』勉誠出版、2010年）
のような研究も見ら
れ始めた。洪善英の研究は、馬海松の個人史に焦点を合わせる傾向から離れて、
『モ

3
代表的なものとしては、馬海松の童話におけ
る構造と、童話に見られる抵抗意識を中心と

ダン日本』を分析することから編集者としての馬海松を浮き彫りにしようと試みた点

したハン・ヨンの『馬海松童話研究』
（韓国学

において評価できる。

しているキム・ヨンフンの『馬海松童話の主

韓国における馬海松研究は主に童話の分析に集中されているが、その中でも童話
に見られる現実批判意識や寓話的な特性に注目して、童話の空間設定やイデオロギー

術情報、2005年）や、空間設定を詳しく分析

題研究』
（ジョンイン出版社、2009年）
などが

ある。また、馬海松の童話に見られるイデオ
ロギーに注目して研究を重ねてきた研究者

分析に焦点を合わせている傾向が目立っているといえる。
3 日本と韓国における先行

としてはキム・サンウック
（
「イデオロギー的

研究は、日本滞在期の馬海松と童話作家の馬海松という二つの方向に分けられ、断絶

ングリケ」と中心に―」
（
『オリニ文学』2004

が見られているといえる。そこで両者を結びつけようと試みたのが、ウォン・ゾンチャ

年6月）
、
「児童文学のイデオロギー的可能性

ンの「解放前後の民族現実と馬海松童話―「うさぎとさる」を中心に―」
（
『児童文学

が挙げられる。
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偏見と現実主義的方法の衝突―馬海松の「ア

─海松論─」
（
『チャンビオリニ』2005年3月）
）

4
このようなウォン・ゾンチャンの批判に対して、
馬海松の息子であるマ・ゾンギは「児童文学
批評界と童話「うさぎとさる」─誕生100周
年文学人記念文学祭参観記─」
（
『児童文学

評論』2005年12月）である。ウォン・ゾンチャンは日本における馬海松の行跡と童話
の創作過程を中心に考察し、
「うさぎとさる」が「民族抵抗意識」を描いたものである
ということだけで高く評価されていると批判している。
4

評論』2005年12月）
の中で、ウォン・ゾンチャ

以上から、馬海松は日本滞在期の『モダン日本』編集長と童話作家という、二分化

ンの論理展開が盛合尊至の論文一つによっ

された位相において語られてきたのが分かるが、しかし、そのような断絶を指摘して

て構成されている点と、馬海松における事実
関係に誤りがある点を挙げて反論し、痛烈に
批判している。

いるウォン・ゾンチャンの研究においても、日本滞在期については、馬海松の言葉や
文章ではなく、二次資料に見られる馬海松の行動や彼が置かれていた状況を分析す
ることに留まっている。馬海松の童話についての研究が作品分析に即していたのに
対し、日本滞在期の馬海松については皮相的に論じられるにすぎなかったということ
は、馬海松研究における方法論の問題を露呈していると考えられる。
以上を踏まえて、本稿では二分化されて語られてきた馬海松の日本滞在期と朝鮮
復帰後を連続的なものとして捉え、日本滞在期に書かれたものを含む馬海松の言説
と童話の分析を試み、アジア・太平洋戦争と朝鮮戦争という二回の戦争経験を中心に
彼の国家観形成過程について明らかにすることを目的とする。

2.「親／反」の二項対立の狭間にあるもの
5
馬海松に関する多くの研究が、彼の「岩ナリ
と赤ちゃん星」を韓国最初の現代創作童話と

韓国における民族イデオロギーは、主に「親／反」の二項対立的な構造――親日／
反日、親米／反米、民族主義／反民族行為、親北／反共――として現れているが、

して言及しているが、その創作年代と発表時

馬海松は、そのような二項対立の民族イデオロギーの罠に嵌っているともいえる植民

期が充分に証明されていないことから、その

地時代の知識人の一人である。植民地期を生きた朝鮮人でありながら宗主国日本の

ことに疑問を提起する論文も現れた。詳しく
はウォン・ゾンチャン「間違った児童文学史
年表──「岩ナリと赤ちゃん星」の書誌事項

を中心に」
（
『児童青少年文学研究』2008年6
月）
を参照すること。

文壇の頂点で20年間にわたって活躍し続けた馬海松は、日本ではモダン日本社の社
長及び雑誌『モダン日本』の編集長として知られているが、韓国では韓国最初の現代
創作童話を書いた作家、
5「民族抵抗主義」に基づいて児童文学を書いた作家として
知られている。日本と韓国を中心としてこの二つの肩書きの間隙から、彼をめぐる「親
日／反日」論争が始まるのである。

6
「今月の文化人物」とは、韓国の文化と歴史を
広報するために、韓国政府機関である「文化
部
（1990年当時。その後、幾度に渡り部署の
名称に変化あり）
」が、様々な分野から毎月一
人の人物を選定してその業績を宣伝した企

2004年、翌年に生誕100周年を控えていた馬海松は、韓国の文化観光部
（現・文化
体育観光部）
が主管する「今月の文化人物」6に2005年5月の人物として内定される。
しかし、植民地期に反民族的な「親日行為」があったと疑われて、彼は「今月の文化人
物」から外されることになる。問題となったのは『モダン日本』の編集長及びモダン日

画。1990年7月～2005年12月。

本社の社長として働いた経歴で、
「日帝ファシズムの戦時動員体制期に雑誌『モダン

7

日本』の編集長を務めながら、戦争動員政策に協力せざるを得ない位置にあった」7

マ・ゾンギ『父、馬海松』正宇社、2005年

ことがその疑惑の発端となったのである。
「反民族的な行為」をした「親日派」として位置づけられたことについて、遺族や
馬海松を推薦した「韓国児童文学人協会」側は大きく反発したが、一部の保守的な
メディアの報道によって、馬海松の「親日」疑惑は事実として再生産され広まって
いった。そして、日本の帝国主義に屈服せずに「民族抵抗主義」を基調とした朝鮮語
童話を書き続けた児童文学者マ・ヘソンと、自分の利益のために日本の植民地政策に
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協力した「親日派」モダン日本社社長マ・カイショウという、相反する馬海松の評価は
現在においても続いている。前述した先行研究に見られる断絶も、韓国児童文学の
先駆者として位置づけられる馬海松が「親日派」として認識されることを恐れた学界
が「民族抵抗主義」の側面を強調してきたことに起因するものであると考えられる。
馬海松の「親日」疑惑は、このような事情によって学界の言説よりはメディア言説に
多く見られており、従来の馬海松研究は植民地時代から馬海松が一貫して侵略勢力
――日本・アメリカ・ソ連――に対して「民族抵抗主義」的な姿勢を保持していたと言
及しているのである。
馬海松をめぐる「親日／反日」論争では、しばしば日本滞在期における逸話を引用
して、結論を導き出そうとする傾向が見られる。しかし、馬海松は朝鮮式の名前を通
じて朝鮮人としてのアイデンティティを保とうとしたのと同時に、
8『モダン日本

朝

鮮版』においては「朝鮮人は日本人であり日本語は国語」9であると述べていた。この
ことからも窺えるように、馬海松の行跡には「親日／反日」の二項対立的な枠組みで
説明できないことが多く見られる。1939年と1940年には、日本の読者に朝鮮のこと
を紹介するために『モダン日本』の臨時増刊号として『モダン日本

朝鮮版』を企画

して大成功を収め、
10 菊池寛が馬海松を「民族性が強い」
「本物の朝鮮人」であると評
価していたように、
11 周囲からは「一種の民族主義者」12として認識されていた。しかし、
イ クァン ス

チェナムソン

その一方で、
「親日派」として知られる李 光 洙と崔南善と一緒に「特別志願兵制度」
を宣伝する「東京対談」
（
『朝鮮画報

学徒出陣特集号』1944年1月）
の司会を務めた

のも、馬海松のもう一つの顔であった。

8

サン

馬海松は朝鮮式の名前にこだわり、本名の湘
ギュ

圭の代わりに「朝鮮の松」を意味する海松と
いう名前で活動し、読み方においても「
「馬」
という字を日本の音で「マー」と読む場合は
ない」ので、周りの日本人に「マー」と呼ぶよ
うに伝えたことを書いている
（
「命名」
『 故郷

山水』凡友社、1977年）
。その他にも名前の朝
鮮語読みにこだわっていた逸話が『父、馬海

松』
（正宇社、2005年）
や関係者の証言などに
より、多数紹介されている。
9
馬海松「雑記」
『モダン日本 朝鮮版』1940年
8月
10
『モダン日本 朝鮮版』については、主流の大

朝鮮人留学生に学徒兵への志願を促すために企画された東京での集会に参加した
李光洙と崔南善が、その成果を語り合う「東京対談」で、馬海松は、集会に留学生を
動員するために総督府と朝鮮奨学会の組織的な動きがあったと述べながら、自らそ

衆娯楽雑誌が植民地朝鮮を本格的に紹介し
たという功績は認められるものの、日本の植
民地政策のプロパガンダとしての役割を果
たしていたことも看過できない事実である。
プロパガンダとしての『モダン日本 朝鮮版』

の準備段階に関わっていたことを明かしている。自分の民族アイデンティティを肯

については、拙論「1930年代後半における雑

定した上で、朝鮮を広く知らせようとした馬海松と、帝国日本の一員としての自覚を

そして植民地をめぐって──」
（
『名古屋大学

誌『モダン日本』の編修体制──前線と銃後、

持って、国家政策に賛同する動きを見せた馬海松は共存しており、
「親日」と「反日」

国語国文学』2014年11月）
を参照すること。

の二分法では裁断できないのである。

11

韓国社会において、
「親日」＝日本への協力＝「反民族的な行為」と「反日」＝日本
への抵抗＝「民族主義」という公式は植民地時代から現在に至るまで引き継がれてき
チョウクァン ジャ

朴外仙「母の文章」
『父、馬海松』
12

たが、このような二項対立的な構図に異論を唱えた研究者が趙 寛 子である。趙寛子

池島信平「日本を離れて想うこと──雑誌編

は『植民地朝鮮／帝国日本の文化連環――ナショナリズムと反復する植民地主義――』

7月

（有志舎、2007年）
で、
「植民地権力に協力して民族の生存と利益を図ろうとする民族
運動が存在した」と主張し、そのような「民族のための親日」を「親日ナショナリズム」
と名づけた。また、
「親日ナショナリズム」を代表する人物として李光洙を挙げて、
「李
光洙には、私／家族／民族の生活を守るためには富強を欲し、強者の国家権力に
協力することが唯一の生存の道と観念された」ので、
「朝鮮民族」を生かすために
「
「朝鮮心」を殺して「罪なき大和魂」
「清き日本人」という日本ナショナリズムの神
話を徹底的に身体化」しようとしたと述べている。ここで浮かび上がってくるのは、
「親日ナショナリズム」において最も重要な問題は生存であり、民族の生存と引き
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集者の哀歓 その四──」
『中央公論』1958年

換えに民族のアイデンティティを否定し、放棄したということである。
生存のために「親日」行為をしたということを、民族に対する裏切り行為として捉
えるのではなく、
「民族のため」にしたことであると考えた人々が植民地朝鮮に存在
していたことを証明することで、趙寛子は、対極にあるように思われてきた「民族主義」
と「親日」が、実は隣接していた可能性を指摘している。民族主義における「親／反」
の二項対立構造を裏返す趙寛子の指摘と民族の生存とアイデンティティをめぐる問
題は、
「民族アイデンティティの保持」と「日本への協力」が同時に見られている日本
滞在期の馬海松について考察する際に重要な端緒を提供してくれると考えられる。

3. 馬海松におけるエスニック・アイデンティティとナショナル・アイデンティティ
1925年9月29日の『讀賣新聞』に若き日の馬海松が民族について書いた文章が
掲載された。少し長いが、全文を引用してみる。
「紙上放送室 民族対民族」
先々月の「改造」だつたか。某氏が、／―「君の先祖は、朝鮮人ださうだね。
」
と云つたら、誰でも怒るだらう「君の先祖は、アイヌだつてね。
」と云はれたら、
誰でもムキにならずにはゐないだらう。――／と、文章は覚えてゐないけれども、
さういふ意味の文を例として挙げてあつた。／そして、その二民族は最もイヤ
な醜い人種として選ばれてあつたやうに思ふ。／イヤな民族であるが故に怒
りムキになるとするならば、そのイヤがられる民族アイヌ、又は朝鮮の人に対
して「君の先祖は日本人ださうだね」と云つたらその人達は果して何んと返事
をするだらう。／「ああ、これは忝けない」と感謝するだらうか？怒る、ムキそ
ママ

れらのよりも、もつと〳〵拳を堅めるかも知らない。つまりそれは如何なる民
族の間に於いても同じことだ。／超越した汎人間的な愛以外、民族間に於ける
感情は愛ではない、敬意ではない。たゞ憎悪と軽蔑とがあるばかりだ。如何な
る民族に対しても等しく醜であり、イヤである。／少なくとも、民族、国家等の
観念が根柢からなくなるまでは何時までも〳〵。

上の文章から、馬海松の民族に対する認識について、次の3点を指摘することがで
きる。一つ目は、全ての民族の間に優越と劣等の関係はないという認識。二つ目は、
自然状態において各民族は対立関係にあるという認識。三つ目は、朝鮮とアイヌとの
並列構図を肯定することで、朝鮮を国家としてではなく、エスニック・グループとして
位置づけているということである。ここでは、この3つの点に注目して、馬海松におけ
る「民族アイデンティティの保持」と「日本への協力」の問題に接近してみたいと思う。
まず、馬海松がこの文章を書く発端となったのが「君の先祖は、朝鮮人ださうだね」
という発言である。馬海松はその言葉の中から、階層化された民族を感じ取って強く
反発したのであるが、その言葉に対して彼が返した言葉は、朝鮮民族が劣等ではな
いという反論ではなく、朝鮮人が「君の先祖は日本人ださうだね」と言われた時にも
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同様に不快になるというものである。この返答を、単に植民地青年の帝国主義に対す
る抵抗として読むよりは、民族の間には優劣がないという前提の上で、異なる民族と
して認識されることに対する拒否感を示しているものとして解釈するのが妥当であ
ると考えられる。各民族の間には「憎悪と軽蔑」しかなく、
「如何なる民族に対しても
等しく醜であり、イヤである」という言葉には、各民族は相容れない関係にあるとい
う認識が窺えるが、その根柢には他者は自己とは明確に異なるものであり、対立する
ものであるという意識がある。すなわち、この文章における民族間の対立関係は、異
なるものに対する警戒と他者間における緊張状態の表れとして捉えることができる
といえよう。
このような馬海松の認識は、
「
「朝鮮心」を殺して「罪なき大和魂」
「清き日本人」
」に
なることを主張した李光洙とは異なっている。李光洙は、民族の生存のためには強く
ならなければいけないと考え、民族を啓蒙し近代化させようとした。その啓蒙の方法
として登場したのが、より強力な民族・国家への吸収――日朝関係における「内鮮一体」
――である。ある民族が他の民族に同化・吸収されるということは、民族間の階層化
が前提になっているが、しかし、
「民族対民族」から窺える馬海松の民族観は民族を
対等であり対立の関係にあるものとして捉えている。つまり、彼が想定している民族
とは他の民族に同化できる性質のものではない。
馬海松の代表作といわれる「うさぎとさる」は植民地時代から朝鮮戦争の直前まで
の朝鮮半島の歴史が素材となっている童話である。
「朝鮮」を象徴する「うさぎの国」
は日本の象徴である「さるの国」から侵略されるが、さるたちが引き上げていくのと
同時に、また南から来たのっそり牛と北から来たあらくれおおかみによって、
「うさぎ
の国」は再び支配される。繰り返される侵略と戦争で「うさぎの国」は全てが破壊され、
滅亡してしまったが、歳月が経ってうさぎは復活し、平和に暮らすようになるという
物語であるが、ここで「うさぎとさる」に表れている侵略過程を見ることで、馬海松の
植民地支配における認識を窺うことができる。
「うさぎの国」がさるに占領された後、さるはうさぎを弾圧し、うさぎをさるにしよ
うとする。
「うさぎとさる」において、馬海松が最も批判的に書いているのは、さるに
よる侵略や支配ではなく、
「うさぎをさるにする」行為であった。
「うさぎの国」にさるが侵略してくる過程において、うさぎたちの反応は抵抗も批判
も見られず、家族全員が殺された父「シュシュ」が「一人で泣いている」ことが描かれ
ているのみである。侵略に対する批判はうさぎたちではなく、さる「カカ」によってな
される。
「カカ」は自分を助けてくれたうさぎたちが虐殺されるのを見て、
「あなたた
ちのうらみは、かならずはらします」と誓い、
「王さまざる」を殺す。その中で、うさぎ
たちはさるの兵隊によって犠牲にされる様子や、耳を切って黒く色を染めることでさ
るにされる姿で表されている。
「うさぎの国」がさるの支配から逃れるようになるのは、
のっそり牛とあらくれおおかみが現れたことによるものであり、侵略してきた「王さ
まざる」に復讐をしたのもさるによって行われたものである。うさぎたちは侵略され
た時から支配から逃れるまで、自力では全く行動を起こさない受動的であり無気力
な存在として現れているのである。
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そのように描かれているうさぎたちの中で、侵略と支配の過程を批判的に見てい
る唯一の存在、年老いた「シュシュ」が発する「けしからんやつらめ！」という言葉は、
さるにされて自分のアイデンティティを失ったうさぎに発せられており、また「さるは、
この世でいちばんえらいけものである」と言っているうさぎに向けられている。
「この
世でいちばんえらいけもの」という言葉に「シュシュ」が怒る場面は、うさぎたちがのっ
そり牛とあらくれおおかみについて同じ言葉を言った際にも見られる。
「この世でい
ちばんえらいけもの」に対する批判は、民族を階層化する行為に対するものであると
考えられる。すなわち、うさぎはアイデンティティと民族の階層化に対してのみ、批
判を見せているのである。
以上に見られるように、馬海松が民族アイデンティティを守ろうとしたことは明確
であるが、それが帝国日本への抵抗の証明にはならない。言い換えれば、朝鮮民族で
あることに対する自覚と民族アイデンティティを保持しようとすることは、必ずしも
帝国日本からの独立を望む「民族抵抗主義」と同様のものであるとは言えないという
ことである。馬海松にとっては、国家としての帝国日本とアイデンティティとしての
朝鮮民族は、衝突しない概念であったのである。そして、それは「うさぎとさる」の内
容変化を通じても現れている。
13
「うさぎとさる」の創作過程について詳述し
ておくと、1931年8月の『オリニ』に第1章が
発表されたが、連載は中止になる。その後、
1933年1月と2月にわたって、同じく『オリニ』
において連載が再開し、その掲載分が『海松
童話集』に収録されている。
『海松童話集』の

1931年に児童雑誌『オリニ』に連載童話として発表された「うさぎとさる」は、現在
読まれている作品の原型になる単行本『うさぎとさる』
（1947年）
が出版されるまで、
幾度にわたり連載中止と再開を繰り返していたが、1945年の終戦／朝鮮の独立を境
界に、その内容に変化が見られる。
13 その中で、植民地期の馬海松における朝鮮に対
する認識が窺えるところが「うさぎの国」の「王」についての叙述である。

「うさぎとさる」には「やむを得ない事情に
より未完」と付記されているが、連載が再開
されるのは、終戦／朝鮮の独立の後になる。
1946年1月、
『自由新聞』にすでに発表された
「うさぎとさる」が再発表された上でその続
きが連載され、
「うさぎとさる」の前編が完成
し、12月には単行本として出版される。引き
続き、
『自由新聞』にて1947年1月、
「うさぎ
とさる」の後編が発表され、5月に前・後編を
合わせて出版された単行本が、今日における
「うさぎとさる」の完成型になったのである。
14
『海松童話集』開闢社、1934年

うさぎの国には王というものがないので、
「シシ」は「王とは何ですか」と聞き
ました。そしたら「ターン」を担いださるは／「王は王だよ｣ ／といって目をいか
らして無理やり連れて行く。
14

単行本には省略されているが、1930年代に発表された「うさぎとさる」には、
「うさ
ぎの国」には王という存在がないという叙述がある。
「うさぎとさる」において、王は
政治制度を、
「ターン」は武力、すなわち軍隊を象徴していると解釈することができる
が、王と「ターン」が「さるの国」にはあって、
「うさぎの国」にはないということは、
「さ
るの国」は体制が整っている国家として描かれており、
「うさぎの国」はまだ制度化さ
れた国家としては成立できず、同じアイデンティティを共有する集団、すなわち民族
として描かれているといえる。このことから、当時の馬海松は国家体制と民族集団と
を分けて認識しており、朝鮮は国家としてのより民族としての意味が強かったと考え
られる。
「うさぎとさる」において王は軍隊に命令する存在であり、王の命令を軍隊が遂行
するという過程が繰り返し現れている。その命令体制は体系化された国家の管理体
制として機能しているが、1930年代の「うさぎとさる」には「うさぎたちは心が美しく、

15
上掲書

平和に楽しく生きたがる動物なので、兵隊を作る必要もなく、従ってうさぎたちは命
令する王もなかった」15という表現が登場する。この文章から窺えるように、
「うさぎ
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の国」は「心が美しく、平和に楽しく生きたがる」民衆の集まりであり、管理体制を持
つ共同体としては成立していないのである。つまり、
「うさぎとさる」において、国家
を象徴する軍隊と王は、命令体制による強力な管理体制に置き換えられるものとし
て現れており、朝鮮を象徴する「うさぎの国」は国家体制を持たずにアイデンティティ
によって表象される集団として現れているといえる。
馬海松にとって、帝国日本は自らを取り囲んでいる国家体制であり、朝鮮は自らの
アイデンティティであった。馬海松にとって制度として存在していた国家と個人のア
イデンティティとしての民族性は両立可能な概念であった。つまり、朝鮮はエスニック・
アイデンティティとして位置づけられ、帝国日本はナショナル・アイデンティティとし
て機能していたのである。馬海松が植民地期に見せていた、帝国日本に同調してい
ながらも、自分が朝鮮人であることを強調していた動向も同様の脈絡において理解
できる。馬海松と「親日ナショナリズム」の異なりは、彼が国家体制の中で自らのアイ
デンティティを守る態勢を貫いていたことにある。
李光洙は「私の告白」
（1946年）
で「日本に協力する
（cooperate）
ことは朝鮮人の生
命の代価
（price for life）
であった」と書いている。個人もしくは民族の生存のために
は強力な国家体制への編入が必要であり、その編入の代価として民族アイデンティティ
の否定と放棄が要求されるが、それは最終的に「民族のため」になるという「親日ナショ
ナリズム」において、生存の獲得はアイデンティティの喪失より重要な価値として認
識されていた。言い換えれば、生存こそが朝鮮民族の第一の問題であり、
「清き」
「強者」
である日本の一員になるというのは「陰険」な「弱者」である朝鮮民族のアイデンティ
ティを放棄することに繋がる。
「親日ナショナリズム」が「親日」として批判されるのは、たとえ生存のためである
とはいえ、朝鮮半島において絶対的な価値として見做される民族を否定する結果になっ
たからである。朝鮮における民族主義者が切実に望んでいた「朝鮮人・朝鮮民族とし
て生きていく」という問題は、民族の生存が民族アイデンティティの否定と放棄から
始まる「親日ナショナリズム」の方式では、そのアイデンティティを失ってしまい、成
し遂げることができなかった。また、エスニック・アイデンティティとナショナル・ア
イデンティティが分離されていた馬海松は、民族アイデンティティを保持することは
できたが、そうするためには帝国日本という国家体制を認めなければいけなかった。
民族主義と「親日ナショナリズム」
、そして馬海松における、生存・民族・国家をめぐる
問題は「親／反」の論理だけでは説明しきれない。そこで、生存と国家を考えるもう
一つの視座を提示したい。それは敵の存在である。

4. 生存への脅威における二つの位相─「想像された脅威」と「実行された脅威」
キムハン

金 杭は、国家の形成過程をセキュリティの観点から捉え、国家は個人の「敵対関係」
から発生する生存への脅威から逃れるために形成されるものであり、生存が脅か
される可能性が想定された時、人間は自分の安全を「計算」し、安全が保障される
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16
『帝国日本の閾──生と死のはざまに見る』岩
波書店、2010年

17
上掲書
18
ここで言及している空襲はアジア・太平洋戦
争期に行われたものに限定する。朝鮮半島に
おける米軍の空襲について付記しておくと、
1944年7月8日に済州島の西南から東方面に
向かって米軍機が飛行していると発表され
たのが「朝鮮来襲」の最初の公式発表と見ら
れ
（シン・ジュベック「
『竹林はるか遠く―日
本人少女ヨーコの戦争体験記』についての真
実」
『黄色文化』2007年6月）
、その後、朝鮮半
島においても空襲が行われるようになったが、

「国家の民」になろうとするのであると指摘している。
16 この言及は、生存の問題と国
民になること――ナショナル・アイデンティティを自覚すること――の相関関係につい
ての重要な指摘だと考えられるが、指摘の中で生命への危機をもたらす非常状態と
して取りあげられているのが空襲である。
空襲は、金杭の論の中で、生存に関わる危機状態を想定させることで人間を「生命
と生活の安全」が保障される「国家の民」に赴かせるモメントであると同時に、
「人間
の作り出した全ての掟」が取り払われることによって、人間を「絶対孤独の、一つの動
く肉塊に」する出来事であると捉えられているが、この空襲における二つの様相は、
キムソンミン

金 聖珉の『緑旗聯盟』と坂口安吾の「白痴」を通じて説明されている。日本軍になろ
うとする朝鮮人青年が、反対する父に空襲による被害の可能性を想定させたことで、
「言葉や観念の上ではなく、己の生を担保として日本人たることを確認」17して戦争
への協力に赴く『緑旗聯盟』の朝鮮人一家において、空襲は「潜在性
（potentiality）
」

新聞の報道を見る限り、地上での被害はあま

として存在する。一方、空襲によって世の中に存在する全ての掟と関係性が喪失さ

り大きくなかったと思われる。朝鮮の新聞で

れて、人間は豚と識別不可能の肉塊――「豚―人間」――になる「白痴」においての空

ある『毎日申報』に1945年6月29日、
「半島の
爆撃も必至」という題目の記事に「ある地点
に敵が上陸したとか、ある都市が爆撃された
とかいって、これまで新聞と「ラヂオ」で耳が
痛くなるぐらい聞いてきた、隣の話のようだっ
た戦争の現実が、今はまさに我が村・我が家・
我が身の上に実現されるのである」と書かれ
ているが、これを見ても終戦直前まで空襲は
半島において大きい被害は与えていなかっ
たと推測できる。ただし、朝鮮半島全域にお
ける被害は少なかったとしても、軍事施設が
集中していた済州島や南部地域においては、
施設への攻撃による民間人の被害も報告さ
れている。朝鮮の民間人が犠牲になった空襲
としては、関東軍と軍事物資が入ってきた和
順港におけるB29と潜水艦による攻撃(1944
年)や、太平洋戦争の防御基地であった済州
島翰林港の武器庫への爆撃
（1945年7月）な
どがあり、また、民間人に直接的に行われた
空襲としては、1945年5月、木浦行きの乗客
船である晃和丸が攻撃され済州島民数百人
が犠牲になったのが代表的な事例である。
（ホ
ン・キドン「江汀に本で「平和バリケード」を
作ろう」
『プレシアン』2013年2月26日）

襲は、
「実際性
（actuality）
」として現れている。
金杭は、生存への脅威状況における国家と人間の相関関係について、
『緑旗聯盟』
と「白痴」に現れている空襲を糸口にして考察しているが、その考察過程において、
国家と人間を帝国主義や他のイデオロギーから意図的に隔離して普遍的な国家と人
間の概念に還元している。しかし、考察対象を植民地時代における生存への脅威と
国家と人間の関係に限定するとしたら、
「外地」と「内地」という枠組み、すなわち宗
主国と植民地――包摂する側と包摂される側――の関係は、脅威の「潜在性」と「実際
性」に付随する問題と深く関わってくる。
『緑旗聯盟』と「白痴」における空襲は、
「外地」において可能性として存在した空襲
と「内地」において実行された空襲という対比を見せている。米軍による空襲の影響
が比較的に少なかった朝鮮半島において、
18 空襲はあくまでも想像された脅威であっ
たため、日本に襲いかかった空襲が見せてくれた、全てが破壊された「絶対孤独」の
風景は経験できなかったのである。ここでは、
「潜在性」と「実際性」という異なる属
性を持っている空襲または生存への脅威を各々「想像された脅威」と「実行された脅威」
と呼ぶことにする。
「想像された脅威」が「外地」に現れ、
「実行された脅威」が「内地」に見られるとい
うことは、単に敵の攻撃が「内地」に集中していたことを意味しているのではない。こ
こでの「外地」と「内地」の区分は、地理学的な地域の問題ではなく、国家と民族とを
関係づけて解釈しなければいけない。すなわち、
「想像された脅威」によって国民に
なること――国家体制に入ること――を果たす「外地」は、国家制度の辺境に位置せざ
るを得ない植民地の民族を意味し、
「内地」は戦時下において国民／非国民の論理を
厳しく問われ、
「国家の民」として振舞うしかなかった大和民族を意味する。
「外地」
において空襲は国家制度への編入の端緒として捉えることができるが、
「内地」にお
いて、空襲は全てが破壊された廃墟を作り出し、その廃墟で「国家の民」は「帝国日本」
が蓄積してきたもの――戦争やイデオロギー、国家体制――から解放されるのである。
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戦後の日本において、空襲の風景を描いた作品は「白痴」以外にも多く見られるが、
その中の一つが由起しげ子の「告別」
（
『文學界』1951年3月）
である。戦後に発表され
た他の作品が空襲の体験を中心的に描かれているのに対して、
「告別」には爆撃の直
接的な描写は登場せず、東京から実家がある福岡までの旅程を通じて、空襲によって
廃墟になった戦争末期の日本を描いている。空襲は鉄道で表象されている近代国家
日本の根幹を破壊してしまうが、その危機状態を人々は協力することで乗り越えよう
とする。空襲によって人間の関係性までが解き放たれた「白痴」における廃墟とは異
なって、
「告別」の廃墟には「この国」の人々の連帯が残っているのである。また、産院
に入った姉によって予感される新たな生命は、父の死と入れ替わるような形で「この国」
の復活の兆しをほのめかしている。
「告別」における出産のような明確な復活のイメージは見当たらなくても、空襲によっ
て社会の中で生きていた人間が「絶対孤独」状態に置かれて一つの肉塊、
「豚―人間」
になってしまう「白痴」にも、
「世間の掟」で代弁される社会の不条理から解放された
自然状態に戻ったことによる人間の未来への展望が窺える。その展望は、空襲を「偉
大な破壊」としながら、戦後の廃墟の中で「生きよ堕ちよ」と訴える「堕落論」と照ら
し合わせることで、より鮮明に見えてくる。
復活の道を、人間との関係性から見出すのか、それとも「絶対孤独」の中で見出す
のか、その方法は異なっても、
「実行された脅威」は過去を取り払って未来に向かう転
機として現れており、そこには「帝国日本」の影を消して復活を試みる戦後日本の姿
が映し出されているのである。
話を馬海松に戻してみよう。馬海松は、
「外地」の人でありながら、
「内地」で空襲を
経験している。馬海松は東京で空襲後に「栄えていた銀座の街は火の海になり、日本
橋・京橋の真ん中の電信柱に、あるいは壁に上半身・下半身が別々に弾かれて血塊に
なっているのを見た」ことを書いている。
19「実行された脅威」の経験を持っていた馬

19
「菊池寛と私」
『 戦塵と人生』興国研文協会、
1953年

海松が戦後に書いた「うさぎとさる」には、戦争によって廃墟になった風景が次のよ
うに描き出されている。
見わたすかぎりの荒野に、のっそり牛とあらくれおおかみ、それにうさぎたち
の屍が山のようにかさなりあい、はてしなく横たわっていた。／天は、これをけ
がらわしく思ったのか、幾日ものあいだ雪をふらせて、白くおおってしまった。
…
（中略）
…月のなかで、うすをついていたうさぎは、地上を見おろした。／さっ
と杵をおいて、いまにも地上にとびおりてくるかのようだった。／そのときだ。
／雪野原の、つもった雪のうえに、小さなうさぎが一ぴき、両耳をぴんと立てて、
すっとはいだしてきた。
20

「うさぎの国」は戦争によって全てが破壊され、戦争をしたのっそり牛とあらくれお
おかみ、そしてうさぎまでが全滅する。何一つ残らなかった野原は「天」によって雪で
覆われたが、ある日、
「雪野原」に「月」から降りてきたうさぎが現れて、その後、うさ
ぎたちは末永く幸せに暮らしたというのが「うさぎとさる」の結末になっている。
この結末において、廃墟は全てのものがなくなることによって全ての葛藤もなく
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20
「うさぎとさる」
『コリア児童文学選第1巻
ちっちゃなオギ』素人社、1990年

なる場所、言い換えれば、あらゆる葛藤に終止符を打つ解決方法として位置付けら
れている。しかし、廃墟から復活の兆しが見えてくる日本の戦後小説と異なる点は、
「うさぎとさる」に現れている廃墟からは復活の兆しを見出すことはできず、白い雪に
覆われて浄化され、
「雪野原」に再生された上で、その復活が描かれているということ
である。この廃墟から再生と復活に至る過程において、主体となっているのは超越的
な存在である「天」と「月」であり、現実世界の存在は復活を与えられる客体に過ぎな
い。日本で廃墟を目撃した馬海松において、現実世界における復活が見られないのは、
彼が日本で経験した「実行された脅威」は、
「内地」の「国家の民」が国家体制から解
放される経験としての「実行された脅威」とは異なっていたことを証明する。

5. 韓国におけるナショナリズムの完成―朝鮮戦争を視座に
植民地期には帝国日本の一員としての自覚と同時に朝鮮民族としてのアイデンティ
ティも保持していた馬海松に、強力なナショナリズムが現れるようになったのは朝鮮
戦争期であった。そのナショナリズムの強化は、朝鮮の独立によってエスニック・ア
イデンティティとナショナル・アイデンティティが同一化したからではなく、朝鮮戦
争の過程において強力な敵を認識した反作用として起きた。
太平洋戦争で馬海松が感じ取った危機といえば、仲間が戦争に連れて行かれたこ
とと空襲であろう。それらの脅威と朝鮮戦争における脅威を比較してみると、まず戦
争に参加するということは生命への脅威というよりは、国民としての義務に近いもの
であろう。空襲はその標的が個人になることはない。しかし、北朝鮮の脅威は明確に
馬海松個人と周囲の人々を目標として定めていた。それによって、生命への危機は増
大していく。
イ スンマン

キム グ

李 承 晩や金九に見られる反共主義は、共産主義が「ソ連を祖国と呼ぶ」こと
や「外国から輸入された思想」であることから、民族の思想としては否定され
るべきであり、排除されるべきだと主張するものであった。／李承晩と金九の
21

認識から窺えるように、すでに共産主義陣営における1928年の12月テーゼの

ナム・キジョン「冷戦イデオロギーの構造化

発表以降、民族に対する階級の優位を強調する態度が問題となり、民族主義陣

とナショナルアイデンティティ形成の相関
関係：日韓比較」
『韓国文化』2008年6月

営から「反民族」のレッテルが貼られた状態であった。
21

上の引用を見ると、当時アメリカに支援を受けていた資本主義陣営にとっても、ま
た朝鮮半島において一つの統一国家を建設しようとしていた民族主義陣営にとっても、
共産主義に反対する理由は同じであったことが分かる。その理由は、共産主義が外
国から来た思想であること、そして朝鮮を祖国としない上で、民族より階級を優先し
たことである。植民地支配の下で育まれた朝鮮人の民族意識は、民族こそが全ての
価値判断において最も重要視されるべきものであり、何よりも神々しいものとしてい
たが、共産主義はその絶対的な民族の価値を否定するものであった。しかし、その
ようなイデオロギー対立の中で中立的な立場を保持していた馬海松にとって、共産
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主義の理念や思想は問題にならなかった。
馬海松は、日本滞在中、多くのプロレタリア作家と交流したが、その中でも藤沢
桓夫とは同じサナトリウムに入院したこともあって深く交流を持っており、藤沢が
1931年3月の『改造』に発表した短編小説「芽」に、発表される前の「うさぎとさる」を
挿話という形で作品の中に入れるほどの仲であった。
「うさぎとさる」はプロレタリア
小説に挿入されて、日本の植民地政策を批判する役割を任せられたが、後に「うさぎ
とさる」の創作過程について書いた文章で、馬海松は藤沢桓夫が「戦旗派左翼作家」
であることに触れながらも、共産主義に対する拒否感は全く示していない。終戦後の
馬海松におけるナショナリズムの形成は、イデオロギーや価値判断の対立によって
ではなく、強力な「実行された脅威」によるものであった。
植民地時代から左派・右派に関係なく朝鮮の人たちを経済的に支援し、朝鮮独立
後も左右対立が激しかった中でどちらにも参加せず、中立の立場を堅持しようとし
た馬海松は、米ソによる信託統治と朝鮮戦争を経験する過程の中で、敵による生存
への脅威に直面するようになるが、その過程において馬海松の国家観が形成され、
強力なナショナリズムに発展していったといえる。
世界はかえってその不潔な韓人が世界で最も先進している民族であり、国
家という事実に気づくべきである。／一つ、韓人は世界人類が必ず一度は経験
すべきである対共産帝国主義決戦を先に経験し、その決戦においてすでに百万
以上の人口を犠牲にした。／二つ、韓国戦線は国連を通じて世界民主国家群の
結束を堅くする契機を作った。／三つ、──これはより大きい問題である。──
韓国は所謂中間派という存在をきれいに粛清した。それは韓国が手を下して
行ったことではない。朝鮮戦争がそれを行ったのである。…（中略）…自由主義
者だに、文化主義者だに、中間派だに、彼らがよい暮らしができる共産帝国主
義国家ではないということを、一番先に集団的に悟った民族が韓人である。／
大韓民国が精神的に、思想的に、世界のどの国より先進しているという事実が
ここにある。
22

馬海松が朝鮮戦争の最中である1951年に発表したこの文章は、彼が朝鮮戦争を通
じて敵を認識するようになり、その認識が国家に対する強い肯定に繋がったことを如
実に語っている。馬海松の「先進している韓国」という主張に内包されているものは、
イデオロギーの対立ではなく、敵を排除することによる団結の論理であり、その排除
と団結の論理は、イデオロギー対立の間に挟まれていた中間派までをも認めない強
力なものであった。朝鮮半島を支配していた排除と団結の論理は、韓国側からも北
朝鮮側からも見られるものであったが、馬海松は韓国における排除と団結を先進し
ている証拠として挙げながらも、北朝鮮によるそれは批判的に捉えるという矛盾を見
せている。
韓国を「精神的に、思想的に、世界のどこの国より先進している」としている馬海
松の主張を見てみると、その根拠になっているのは「彼らがよい暮らしができる共産
帝国主義国家ではない」ということである。一見、その批判は北朝鮮側の体制への
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22
馬海松「韓国は先進した」
『戦塵と人生』興国

研文協会、1953年
（初出：
『教育月報』1951年）

批判にも聞こえるが、ここで注目すべきことは、対象になっている「彼ら」がどんな人々
を指しているのかである。
大韓民国にも協力せず、共産集団にも協力せずにいた文化人を真先に処理
した。／6・28にソウルに入ってきた彼らは、7月4日からそれを始めた。／拉致、
行方不明、残酷な刑罰でもてなした。／怜悧な文化人たちが自分の愚かさに気
づいたのが7月4日であった。／急いで逃亡したり身を隠したりした。／生きら
23
上掲書

れるところに寄り集まった。／殺そうとする集団に敵対するために大韓民国に
集まり、固く団結した。
23

同じ文章の後半には、いわゆる中間派の文化人たちが北朝鮮によってどれほど過
酷な待遇を受けていたかについて述べられている。馬海松が日本滞在期に経験した、
空襲による「実行された脅威」において、その標的を一個人または戦争と関係のない
特定集団に定めるということは考え難い。その脅威は、対象がある国家の国民である
ことまたは特定地域に住んでいることを条件としているからである。しかし、馬海松
が朝鮮戦争期に経験した「実行された脅威」は北朝鮮が「大韓民国にも協力せず、共
産集団にも協力せずにいた文化人を真先に処理した」のである。前述した文章に出
てくる「自由主義者だに、文化主義者だに、中間派だに」という言葉は、朝鮮戦争以前
の馬海松自身を指す言葉である。独立した朝鮮で、イデオロギー対立に巻き込まれ
まいとして中間派の立場を保持していた馬海松は、北朝鮮から敵と見做されて生存
を脅かされることで「殺そうとする集団に敵対するために大韓民国に集まり、固く団
結した」のである。
馬海松における日本と朝鮮における「実行された脅威」の異なりは敵の存在の認識
から発生する。馬海松はエッセイ集『美しい夜明け』で、最初に日本で空襲を経験し
た時の状況を書いている。
ラジオは「B29 数十機が東京湾に向かって飛んできている」と叫んでいた。
急に非難する場所に困った。…（中略）…次が飯田橋まで来たら、その次は僕の
頭の上である大曲になるというのは絶対外れるわけがなかった。／──南無阿
弥陀仏！南無阿弥陀仏！南無阿弥陀仏！…
（中略）
…ボッケヤ！ボッケヤ！ボッ
ケヤ……／妻の名前を呼んだ。お前を置いて僕は行くというさようならの挨
24
馬海松『美しい夜明け』文学と知性社、2000年

(初刊は民衆書館から1961年に出版された。)

拶ではなかった。お前の力で僕を助けてくれという哀願だったのである。…
（中
略）
…あの日の事を思い出すとこっそりと笑みがこぼれることもあった。
24

この文章には空襲によって生命の危機を感じる姿が描写されているが、しかし、そ
の経験の中には敵に対する認識が見られない。B29という具体的な存在が想定され
ているにもかかわらず、それに対する敵対心などは全く見られていない。むしろ、こ
の経験は妻との思い出話として語られるほどであり、敵による「実行された脅威」と
しては認識していない。空襲が絶体絶命の危機をもたらすものであるとしても、敵を
認識する行為が先行しなければ「実行された脅威」として成立しないのである。
太平洋戦争期の日本における空襲は米軍のB29によるものであったが、しかし
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その背後には戦争を起こし、
「国家の民」を戦争に出向かせた日本政府がある。その
強制させられた戦争状況と生命への脅威の中で、人たちの中には敵の存在をアメリ
カの背後にある日本政府として認識している人も存在していた。吉行淳之介の『焔の
中』
（新潮社、1956年）
の主人公「僕」は、1945年8月15日に大学の講堂に集めさせら
れて戦争が終わったと告げる天皇の声を聞いて「溢れるほどの嬉しさ」を感じる。敗
戦が「僕」にとっては自分に死を強制していた敵――軍人や軍国主義者――の負けと
して描かれているのである。太平洋戦争において攻撃の主体がアメリカであること
は明らかであるが、
『焔の中』に見られるように、戦争状態における敵の存在を如何に
定めるかという問題は複雑な様相を見せている。
前述した「白痴」と「告別」に現れている「実行された脅威」における解放とは、敵
からの解放でもあるが、より重点が置かれているのは国家からそして戦争状態からの
解放という側面である。戦後日本において戦後民主主義が始まり、国家主義への批
判と反省が広まる動向は、上に見られるような戦争期における敵に対する認識をめ
ぐる交錯とも無関係ではない。
日本滞在期の馬海松にとって、このような敵を日本として認識するという動きは見
られない。彼は1945年の1月に日本を離れることになるが、その時期はまだ大空襲と
呼ばれる、日本列島を廃墟に導いた強力な脅威は見られない時期である。また馬海
松が書いた従軍記
（
『戦塵と人生』興国研文協会、1953年）
を見ると、太平洋戦争にお
ける日本の総力戦体制を見習うべきと書いており、日本の軍国主義に対して全く無
批判的であったことが窺える。それは朝鮮戦争によって想起された強力な敵の存在
を認識することと相俟って、馬海松における国家主義を発動させる。北朝鮮によって
「実行された脅威」が、中間派としての馬海松に生きるために国家へ帰属することを
促したのである。北朝鮮という敵に排除される過程の中で大韓民国の一員になるこ
とを決心した馬海松は、自らの生命を脅かした排除の論理を内面化することで、より
強力な国家としての団結を試みるようになったのである。

6. おわりに
本稿では、敵と生存への脅威という観点から、馬海松における国家観の形成過程
を考察した。植民地期において、民族としての朝鮮と国家としての日本という、二つ
のアイデンティティを保持していた馬海松は、朝鮮戦争を経験しながら、大韓民国の
国民になっていく。
「大韓民国」という国家が形成される過程に立ち会っていた馬海
松は、朝鮮戦争において敵を認識し、生存への脅威から逃れるために国家への従属
を希望したのである。そこで、朝鮮民族と日本国民という馬海松の二つのアイデンティ
ティは同一化されることなく、新たなアイデンティティとして強力なナショナリズム
を保持することになる。北朝鮮の開城に生まれた馬海松が、成長過程において培養
されたエスニック・アイデンティティとナショナル・アイデンティティから脱皮し、
より強力なナショナル・アイデンティティを獲得していく過程、すなわち、大韓民国の
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国民として自覚していく過程は、ナショナル・アイデンティティが、血縁や出身地、
成長環境を超越したところで、敵による脅威を認識することで成立することを証明
する。
本稿においては、敵による生命への脅威における二つの様相――「想像された脅威」
と「実行された脅威」――をめぐって、人が国家に統合され、また解放される過程を考
察した。国家の外部にいる人が敵を想定することによって自ら国家へ帰属していく
ことを「想像された脅威」とすれば、
「実行された脅威」は敵が姿を現したことで起き
た破壊によって、国家の存在意味さえもなくなるものである。馬海松が日本で経験し
た空襲は敵に対する明確な認識が見られないという点において「実行された脅威」で
はなかった。馬海松が「実行された脅威」に対面したのは、朝鮮戦争において北朝鮮
を敵として認識する過程があってからのことである。
日本と韓国は、両方とも空襲による廃墟を経験した。しかし、その廃墟から両国が
見出した再生の道は異なっていた。日本がアメリカによる占領状態に入るにつれて、
戦争で対立した敵は見失われ、過去の敵が現在の安全を保障してくれる交錯状態に
陥ってしまった。その混乱状態の中で、日本の戦後文学は、戦争における「実行され
た脅威」の経験を過去と断絶した未来に導くモメントとして描いた。しかし、韓国に
おいては、
「実行された脅威」の後にも「想像された脅威」から解放されず、生存する
ために排除と団結の論理による強い国家主義を保持しなければいけなかった。その
ような状況の中で「親／反」のイデオロギー対立は現在まで激化してきたのである。
現在において馬海松に対する正当な評価――良くも悪くも――を抑圧している「親
日／反日」をめぐる論争が、かつて彼が自らを守るために行使した排除と団結の論理
によるものであるということはアイロニーである。
※本稿における引用は、旧字は適宜新字に改め、仮名遣いは本文のままとした。／は
改行を示す。ルビは省略した。
また、本稿における韓国語文献の引用に関しては、日本語訳があるものは初出と訳
の出典を明かした上でその訳を用いたが、日本語訳がないものは論者の拙訳による。
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