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調査内容

１．海外調査研究の必要性と目的

上野千鶴子氏は「ジェンダーは男女という二つの項

ではなく、ひとつの差異化という実践であり、複数で

はなく単数の概念である。」と述べ、ですから「ジェ

ンダーからの解放とは、ジェンダーという差異化の廃

絶を意味するが、それは「全員男子に似る」ことでは

ない。ジェンダーなき社会とは、差異なき社会ではな

く、多様な差異が抑圧的な意味づけを伴わずに共存で

きるあり方のことを意味する」と言っている１。従っ

て、男女の身体的・情緒的な差は、社会構成員として

生活するとき、一方が特権的な意味を付与されてもう

一方を抑圧することを意味するものではない、という

のは確かである。

それにもかかわらず、日本と韓国の近代において、

女性は常に国家と民族のイデオロギーによって従属的

な位置に置かれざるを得なかった。そのような社会的

に歪んだジェンダー構図に対する反省的な研究の必要

性に着目し、日・韓近代の代表作家の作品を通して、

日本の「新しい女」と植民地朝鮮の「新女性」をめぐ

る様々な言説を分析し、女性像や時代状況を文化論及

びジェンダー論に基づいて比較研究することが主な専

攻領域である。そのために、近代におけるメディア的

な機能を果たした文学作品や新聞、雑誌、歴史・文化

的な資料などは、筆者の研究において欠かさずの論証

資料になっている。特に、近代という時代設定として

日本の明治・大正時代と韓国の植民地朝鮮時代を取り

扱うことになるため、韓国側の資料調査は必要不可欠

な作業である。

　韓国近代の代表作家であった李
イー・グァンス

光洙（1892～1950）

は、日本留学の経験もあり、特に、作品素材として「新

女性」を多く描き、当時の男性フェミニストとしても

知られていた。政治的なイデオロギーや時代言説に

よって厳しく批判されている一方、ある意味では犠牲

になった面もある作家であるため、今も研究の価値は

多くある人である。彼と日本の夏目漱石を中心にした

日・韓近代作家の作品分析を通して時代言説の比較研

究的な考察をするためには、この李光洙と植民地時代

の「新女性」現象を中心にした様々な分析資料の調査

が必要とされる。日本の近代文学における「新しい女」

表象と韓国近代文学における「新女性」表象との関連

性を、どのような方法論から探るべきなのかについて

の創造的な工夫は、どの資料に基づいて、どのような

観点から当時を反省的に読み取れるのかによって、そ

の結果の価値は違ってくると思う。しかも日・韓両国

の近代は、支配側としての帝国（内地）と植民地側と

しての朝鮮、という相反する時代背景を基にするた

め、時代言説や対象国の文化的状況を念頭におくこと

は非常に重要である。それに伴い、資料として求めら

れる韓国側の植民地時代のメディア資料や関連テキス

トなど資料は、日本では入手できない資料が多く、韓

国でも貸し出し禁止の貴重本であるか市販されていな

い物も多数ある。資料収集におけるそのような困難さ

により、常に韓国での調査研究の必要性が問われてい

るのである。

２．調査対象テーマの意義　―　羅
ナ・ヘ

蕙錫
ソク

と李光洙にお

ける女性認識を通して

植民地朝鮮の「新女性」現象を研究するには、植民

地主義と民族主義に連なる良妻賢母思想を考察せざる
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を得ない。韓国近代の代表的な「新女性」羅蕙錫と代

表的な作家李光洙における女性認識を、特に母性認識

に基づいた女権論から考察することを通して、今回の

調査研究テーマの意義を考えたい。

「瓊
キョンヒ

姫も人間である。その次には女である。だった

ら、女というよりまず人間である。また朝鮮社会の女

よりまず全宇宙全人類の女性である。李
イー・チョル

鐵原
ウォン

、金
キム

夫

人の娘よりまず神様の娘である。とにかく確かな人間

の姿である。その姿はしばらく被れている皮だけでは

なく内臓の構造も確かに禽獣ではなく人間である。そ

う、人間である。」（「瓊
キョンヒ

姫」、李
イー・サンギョン

相瓊編『羅蕙錫全集』

テハク社［韓国］、2002年、p.103）

「女も人間ですよ。人間だから、人間としての職分

が多いでしょう。娘になり、妻になり、母になること

も女の職分です。或いは宗教で、或いは科学で、或い

は芸術で、或いは社会や国家に対することで、人生の

職分を終わらせる道は多いでしょう。しかし、古来よ

り我が国では、人の妻になることだけを女の職分に

し、人の妻になることも人の意のままに、人の言葉通

りにされてきたわけです。（中略）私たちも人間にな

らなければなりません。女にもなり、まずは人間にな

らなければなりません。英
ヨン

彩
チェ

さんはやることが多いで

す。英彩さんは決して、お父さんと李
イー・ヒョンシク

亨植さんだけの

ために生まれた人じゃありません。過去千万代の朝鮮

と、現代十六億の同胞と、未来千万代の子孫のために

生まれた方です。ですから、お父さんに対する義務以

外に、李さんに対する義務以外に、先祖、同胞、子孫

に対する義務があります。それなのに、英彩さんが

その義務を果たさないまま死のうとするのは罪です」

（「無情」90章、『李光洙全集』第1巻、三中堂、1974年）

　これは羅蕙錫の小説「瓊姫」と李光洙の小説『無情』

の引用である。二人の作家は同様に女性をまず「人間」

であると主張しているが、羅蕙錫は人間の本領的なア

イデンティティとしての女性を求めている半面、男性

作家である李光洙は、民族のために義務を果たすべき

人間としてのアイデンティティを求めている。

植民地朝鮮で女性は真の意味での人間になれず、常

に男性の付属物、国家の所有物であり、息子を産み種

族を保存させる義務を持たせられた存在として、伝統

的な因習によって口を開けない存在であった。そのよ

うな社会に対して「女も人間である」と叫ぶ瓊姫の声

は、女性の口を閉じてきた朝鮮の儒教伝統や日本の植

民地教育に強く抗議するものでもあった。社会から揶

揄された「新女性」の意識は、男性たちが強調した民

族イデオロギーを遥かに超えていたといえよう。国家

のない植民地女性という位置と、自国の男性中心的な

民族イデオロギーの犠牲者としての位置を同時に占め

ていた当時の朝鮮の「新女性」たちは、このようなラ

ディカルな方法でなければ巨大な男性中心社会におい

て「人間」として立つことができなかった。羅蕙錫の

「新女性」論が常に戦略的であった理由もそこにある

と思う。

一方、当時の代表的な民族主義者でもあった李光洙

は、「民族改良論」などで伝統を脱ぎ、近代の新思想

に基づいた革新的な文明開化を求めた作家であり、彼

の作品『無情』は当時の「女学生」たちに多く読ま

れ、自由恋愛への憬れや実践を導いた小説でもある。

彼も日本留学をしたエリートで、彼の書いた数多くの

小説や文章は当時の朝鮮社会に多大な影響を与えてい

た。特に「新女性」である羅蕙錫とも親しい関係で、

『学
ハクチグァン

之光』２の創刊と執筆活動も共にしたし、彼は男性

でありながらも様々な女権論を訴えるような文章を通

して、女の立場を尊重し、解放させるために努力して

いたようにも見える。

しかし、「女子教育は母性中心の教育でなければな

らない。女の人生に対する義務の中心は人の母になる

ことにある。（中略）いい母になり、いい子を育てて

いくことが、もっぱら女の人類に対する義務であり、

国家に対する義務であり、社会に対する義務であり、

それに女でなければできないことである。ある国でい

い国民をたくさん生み出すためには、まずいい母を大

勢作っておかなければならない。しかも我が国のよう

に特殊な状況に置かれ、民族的な改造が緊急な国民に

は、何よりも多くのいい母が必要である。」３と述べた

李光洙の文章からは、当時の男性知識人たちが共有し

ていた母性イデオロギーが見出せる。彼の女権論には

男女平等を訴えているにも関わらず、それはあくまで

も朝鮮民族として朝鮮国民としての女性にほかなら

ず、一個人として自由な人間としての女性の主体性を

訴えたわけではないと思われる所が多く、やはり男性

主義的な民族イデオロギー言説に縛られている感じが

強い。

「男性知識人たちは、近代教育を経験した女性たち

が「民族の母」「民族の妻」でなく、「個人」「自我」

を語ることに非常に戸惑いを感じながら「真の新女

性」言説を繰り返しながら彼女らを「罪人」として責

め立てた」というパク・ジョンエ氏の見解のように４、

李光洙をはじめ、当時の男子知識人の意識は、良妻賢

母の思想を踏まえながら女性を時代言説に合わせよう
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とする啓蒙性に基づいていたと思われる。李光洙は女

性の教育を民族教育の一環と見なし、優秀な「国民」

を産む性としての女性を啓蒙しようとしたのである。

このような母性中心的な教育観は、帝国主義が申した

てる良妻賢母教育の理念に共通しているし、軍国主義

の協力者としての女性主体を要求することにも繋がる

矛盾を孕んでいる。

民族や国家の奉仕者ではなく、ただ自分の道を自分

で歩もうとする個人の人間としての女性主体を表現し

ようとし、女は男性や国家やイデオロギーの付属物で

ある以前に、既に一人の人格や個性を持つ存在である

ことを、「瓊姫」は指摘していたのである。実際子育

てをする主婦でもあった羅蕙錫の母性論は、客観的な

他者としての母子関係を把握しようとする理性と、実

際に感情的にわきおこった母性愛との間で葛藤するな

かで、よりラディカルな、より激しい言説で自分を克

服しようとした超克の意志を含んでいる。彼女の母性

論は、帝国日本の植民地主義と自国の民族主義イデオ

ロギー、家父長制イデオロギーという多重の悪条件の

なかで貫き通そうとした凄絶な女権論の一つであり、

「帝国と植民地」という巨大な権力構造が造りだす男

性的イデオロギーの矛盾が、「女性」という他者の主

体性・人間性をどれほど抑圧することができるのかを

はっきると見せてくれるものでもあった。

「民族主体、或いは軍国主義の主体として呼称され

る母性だけが保護される母性であった植民地近代時期

の母性は凌辱の空間であった」５という定義もあるよ

うに、人生をかけ、血だらけになってまで植民地朝鮮

の「新女性」が訴えた母性論は、「支配と被支配」「男

性と女性」という二項対立的な社会構造が作り出した

〈悲劇〉に他ならない。彼女の母性論は、ある意味で

は当時として無謀な冒険であった。植民地朝鮮で「新

女性」は、社会や民族の現実を考えずに自分自身の問

題ばかりを重視する、時代の邪魔者として扱われてき

たからである。

しかし、羅蕙錫は1919年３月、３・１独立万歳運動

に協力したという疑いで逮捕され、５ヶ月間投獄され

たし、金
キム・

雨
ウ

英
ヨン

との結婚生活の間は、外交官であった金

の地位（総督府安京県領事館副領事）を利用して、国

境を往来する独立運動家たちの面倒を見、陰で後援し

ていたことが明らかにされている６。その様相が積極

的であれ消極的であれ、彼女にも全く民族精神がな

かったとはいえない。しばしば、民族・社会から離れ

た自己中心的な逸脱者として非難されてきた「新女

性」への世評にとらわれることなく、羅蕙錫のような

「新女性」たちは再考かつ再評価されるべきであると

思う。

　羅薫錫は自分の問題や同胞として朝鮮の女性の人権

問題を考え続けながら、社会言説と戦う道を女性の

性と生殖にまつわるセクシュアリティ問題から着目

し、より戦略的にラディカルな言説を展開した。彼女

の戦いはただの抵抗に留まるものではなかった。彼女

の書いた小説や評論・随筆などの様々な文章、画家と

しての活動、それから彼女の人生自体がすべて戦場に

なっていたのである。「無限な褒め言葉より価値のあ

る悪口が大事である」（「雑感」『羅蕙錫全集』前掲書、

p.192）と言った自分の言葉への実践。それが彼女の
人生であった。たとえ彼女の抵抗が挫折に終わったと

しても、国のない植民地という時代状況のなかで女性

原理をもって女性の主体性を訴え続けた彼女の近代精

神は、朝鮮の女たちが直面した苦痛への共感から形成

されたものであると評するべきである。

「私たちが欲張らないと我が子孫に何を譲って生か

すでしょう？私たちが非難されないと我が歴史を何で

飾るでしょう？幸いに我が朝鮮の女のなかで誰でも価

値のある悪口を言われる者がいれば私たちは安心です

よ。この女は私たちが渇望する事業家であるはず。」

（「雑感」『羅蕙錫全集』、p.195）と述べている羅薫錫は、
自ら朝鮮の女権運動の実践者として生きようとし、自

分の人生を犠牲にすることに躊躇しなかった。その意

味では、羅薫錫の母性論は、母性イデオロギーに基づ

いた男性中心的なジェンダー規範を転覆させようとし

た「事業」の戦略的な手段として機能していたともい

えよう。羅薫錫誕生100年を遥かに過ぎている今も、

私たちはまだ抑圧的なジェンダー構図から自由になれ

ず戦いつつある。近代の「新女性」が表象する様々な

意味合いを探ることは、そのような社会構図を転覆さ

せる一歩になるかもしれない。

３．海外調査研究の成果と本人の研究との関連付け

　上述の内容を通して、植民地朝鮮の代表的な「新女

性」と代表的な男性作家における女性認識は相当異な

る方向性を持っていることが分かる。女性解放の論理

は男性民族主義者たちによって彼らの目的に合わせて

収容されていった。民族問題という大きなカテゴリが

解決されるまでは、女性問題は副次的なものとして取

り扱われ、常に男性主義によって隠蔽されてゆく。こ

こに、近代男性作家の作品をテキストとして「新女性」

現象を見る意義の一つがあるといえる。

このような韓国近代の「新女性」現象をより綿密に

研究するためには、特に近代知識を学んだ女学生や
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新女性たちに関する記事が多かった当時の雑誌、即

ち、『新
シンニョソン

女性』、『別
ビョル

乾
ゴンゴン

坤』、『東
ドングァン

光』、『朝
チョグァン

光』、『学
ハクチグァン

之光』、

『開
ケビョク

闢』などのような貴重な資料を通して、当時の「新

女性」に対する世間の眼差しや「新女性」自身たちの

主張などを知ることができる。更に、李光洙と多くの

関わりがある『東亜日報』のような新聞資料や『朝鮮

総督府機関紙』などの官報資料を通しては、当時流通

していた様々な言説に触れることができると思う。今

回の海外調査研究を通してこのような資料に目を通す

機会を得たことは、大きな収穫であったと思う。

近代の女性問題を客観的に分析できるような反省的

な視角を得るために、近代韓国における女性の生き

方、社会的な位相・地位、職業などを把握する必要も

ある。それから男性中心主義との戦いのなかで苦しみ

ながらも人間として生きていこうとした「新女性」た

ちが、当時の社会言説を導いていた男性作家の言説と

メディアによってどのように解釈されてきたのかを明

らかにする一方、その抑圧されていた女性たちは自分

をどのように見つけ出していたのかを読み取ることも

必要である。

今までは、漱石の作品の中の女性像に対する分析や

植民地主義の問題、李光洙の作品との比較分析を通し

た「新しい女」とナショナル・イデオロギーについて

の考察、日・韓近代の女性作家であり、「新女性」と

して知られている羅薫錫と平塚らいてうとの比較研究

などを行ってきたが、最近は近代職業女性の問題にも

着目し、海外調査研究を通して得られた知識や情報を

生かしながら、より広い視野を持って近代の女性問題

を考察しているところである。今回の調査研究におい

て、特に、近代職業女性として関心を持ってきた看護

婦に関する資料の発見は幸いなことであった。一般的

に看護学会においても稀にしか研究されていない看護

婦の歴史的な事情に関して論じられた論文も見つけら

れたし、日本の『青鞜』のような近代韓国の女性誌『新

女性』のコピーもできたのである。『新女性』は既に

絶版され、影印本さえも現在は出版されていない、か

なり貴重な資料になってしまった雑誌で、その中身が

薄れていたり、ページがなくなったところもあるほど

であったため、その全巻のコピーをするには相当な時

間がかかった。植民地時代の他の雑誌や新聞などの資

料も同様な状況で、ほとんどの資料が館内閲覧のみの

形で貴重書庫の中にあったりして自由に手に入れられ

ないこともあった。そのような資料は、短い調査期間

という時間の関係もあり、十分なコピーを取ることは

できなかったが、資料の所蔵場所を確認できたことだ

けでも貴重な収穫であったと思う。

それから李光洙と同時代に活動していた作家たちの

作品から彼の「新女性」表象と関連づけられるような

ものを見つけられたことや、研究対象に関連する周辺

的な問題にも着目できるような手掛かりとしての資料

調査ができたことも幸いであった。特に、比較文学研

究において注意をはらうべきである現在の研究状況の

把握に役に立ちそうな資料も、時間の許す限り入手し

ようとした。

「韓国社会はジェンダーを解釈の軸として使えるほ

ぼ確かな事例を歴史的に見せてくれる。朝鮮王朝の形

而上学、社会的な慣習、人間の機能、建築設計、空間

分割、国家イデオロギーなど、非常に意識的にジェン

ダー原理に基づいて組織されているため、ジェンダー

が社会的に構成されたものではなく、韓国社会がジェ

ンダー原理によって構成されたと言っても妥当だとい

えるほどである。」７とケネス・ウェルズが述べたが、

近代化の波とほぼ時期をともにして植民地になってし

まった近代韓国の特殊な状況を念頭に置くなら、この

ようなジェンダー原理を分析枠にして韓国近代におけ

る女性問題を考察することは、比較文学研究の新たな

試みとして意義あるものではないかと思う。

日本の明治という時代が、近代という新しい時代を

目指して激しく揺れ動いていたのと同様に、韓国の近

代は植民地という激動の時代とともに進められた。日

本の近代が帝国主義に向かって走っていたとき、新し

く浮上してきた自由主義的な女性集団は、男性の支配

権力を揺るがすものとして排除・揶揄され、保守的制

度によって抑圧していった。多くの文学作品の素材に

もなっていた「新しい女」表象は、権力的な男性中心

主義を正当化するのに利用されてもいた。一方、植民

地朝鮮において初期「新女性」たちの自由主義への論

争は、民族主義者の男性たちによって愛国的な徳目に

転換され、民族の支配権力の性的な均衡に影響をもた

らす恐れがある女性たちの主張に敵対的な態度を取ら

せることになった。国家主義や民族主義的な議題のた

めに、女性の声は社会的なより大きい論点へと吸収・

併合されつつあったことであろう。日・韓近代におけ

る多様なジェンダー・ポリテックスを探る一歩とし

て、夏目漱石と李光洙作品における「新しい女」と「新

女性」表象の比較研究をしているのであり、今回の調

査研究は、そのような研究作業において欠かさずの資

料検索に大きく役に立ったと思う。

博論に向けての見通しとして、このような日・韓近
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代の男性作家作品における女性像の分析を通して、も

う一つの創造的な〈文学とジェンダー〉研究の可能性

を模索していきたい。特に、このようなジェンダー論

的な比較文学研究は、両国間の文化背景に関する社会

学的な接近も可能にしてくれるだろうと思う。文学テ

キストと様々な言説空間のなかを横断する〈社会と女

性〉というテーマを探り出し、社会的なイデオロギー

の裏側に隠されてしまった差別的なジェンダー構図を

見出すような研究を通して、より反省的な視角による

新たな比較文学研究の道が開かれることを期待する一

方、実際の時代言説や社会状況と結び付けられる文学

研究の小さな歩みになることを願う。
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