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国家と家庭と女性

―　日・韓近代文学における看護婦表象と良妻賢母思想　―

李　南錦

はじめに

日本の明治・大正期に、女性が職業を持つというこ

とは極限られた領域でしか許されていなかったのは、

多く知られている。1876年の開港以降、近代化を進め

ていった朝鮮においても、女性が職業を持つというこ

とは有り得ないことであった。しかし、その中でも、

日・韓の近代において、女性の職業として社会的によ

り易く認められたのが「看護婦」である。

西洋では、ナイチンゲールによって近代の看護教育

が確立されたと見なされているが、その近代の看護婦

表象の裏側には、国家と女性の問題が内在されてい

る。本稿では、そのことに着目して、日・韓近代の文

学作品における看護婦表象と近代国家のイデオロギー

としての良妻賢母主義との関わりを探ることを目的と

する。特に、日・韓近代文学を代表する作家として知

られている夏目漱石と李
イ・グァンス

光洙の作品を取り上げ、文学

に描かれた看護婦表象と当時の時代言説との関わり

を、ジェンダー論的な観点から論じたいと思う。

１．日・韓近代における看護婦の歴史とイメージ

１）日本の場合―明治・大正期における近代看護婦

への眼差し

明治初年、看護婦のない時代、入院患者ができたと

き、看護婦になり手がなかったので、やむを得ず「吉

原の遣手婆さん」を連れてきて看護にあてたという。

初期看護婦は、このような「婢僕」として雇った「吉

原の遣手婆」のイメージがそのまま残っている上で、

看護婦ではなく、病人の身の回りの世話人として、「看

病人、召使」、或いは「女中」のように認識された１。

初期の看護教育も、近代知識を学ぶ女性への偏見と差

別の眼差しのなかで行われていたし、特に、男の身体

に接する、などの理由から、看護婦には常に品行問題

が問われていた。堕落した女性としての看護婦イメー

ジは、『婦人公論』における「堕落した者」、「淫売婦」

という認識２の他、「ハイカラ美人」、「妖婦」的な存

在として定義されていた『読売新聞』における様々な

看護婦関連記事３を通しても分かるし、明治29 （1896） 
年に発表された小栗風葉の短篇小説「看護婦」４にも、

「遊女」のような看護婦イメージが描かれている。

このような批判的な眼差しのなかで、日清戦争を

きっかけにし、看護婦像はお国のために仕える聖職と

して称揚され、赤十字社の従軍看護婦が生まれるよう

になる。村上信彦氏の『明治女性史』５によると、「な

んといっても看護婦の存在が社会にひろく知られ、評

価を高めるようになったのは日清・日露の両戦役の活

動によるものであろう。クリミヤ戦争におけるナイチ

ンゲールの活動でも分るように、洋の東西を問わず、

看護婦の価値と必要が認められるのは戦争のときで

あった。奉仕の精神と実績が否応なく証明される上に

〈お国の為に〉というおまけがつくから―実際には敵

と味方を差別しないから人道のためであるが―いかに

男の興論でも功績を否定するわけにはいかなかった。」

として、ナイチンゲールから由来した献身的な「白衣

の天使」イメージを浮き彫りにする一方、「婦人は第

一に容貌優しく、柔順で、忍耐強く、注意深い為に、

之に接する患者の精神状態はよく沈まって病気快復の

期を早める」とし、「看護婦は婦人にしかできない職

業」６であると褒め称える言説が広まるようになった。

つまり、日本での看護婦は、お国のためになる女性の

公的職業として称賛される一方で、セクシュアリティ

の問題とも関わっていたことが推察される。

２）韓国の場合―近代朝鮮における看護婦への眼差

し

朝鮮は、1876年開港以来、近代化を進め、西洋式

の病院が建てられるようになる。特に、1885年４月、

アメリカ宣教医師アランの提案によって朝鮮政府が建

てた廣
グァン

惠
ヘウォン

院では、儒教の思想が絶対的だった上で、男

女間の接近を厳しく禁ずる朝鮮の「内外法」によって、

貴婦人たちの診療が難しくなり、女性医療人の必要が

問われるようになった。しかし、看護婦のやり手がな

かったため、アランは苦心の末、内外法から自由だっ

た四人の妓
キーセン

生を雇うことになる７。看護婦を正式な病

院職員として定めたのは、1906年、高
コジョン

宗皇帝による
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「大韓帝国赤十字社公布趣旨書」８においてであり、そ

こには、ナイチンゲールの精神を敬慕する気持ちが込

められていた。しかし、内外法の厳しかった朝鮮にお

いて、女性看護婦が男性患者を看護するようになるの

は、1907年「大韓帝国軍隊解散」がきっかけで、ここ

には「民族のために」という意識が働いていた。イ・

コンメ氏は、これを「朝鮮看護史上において一画期的

な事件」として述べている９。

韓国の近代看護教育は1903年、西洋人エドモンズに

よって建てられた保
ボグニョグァン

護女館から始まる。当時、ナース

という英語に該当する韓国語がなかったため、この時

初めて「看護員」という名称が使われるようになるが、

日・韓併合後には日本と同じく「看護婦」に変わる。

この保護女館の教育で注目すべき点は、ナイチンゲー

ルの精神と英語の教育がなされたことである10。日本

の初期看護婦にも、西洋人宣教師に学び、英語ができ

る人がいたし、ナイチンゲールの影響も、日・韓両国

において類似する点である。しかし、1906年以降は伊

藤博文統監による朝鮮医療機関の統合が行われ、韓国

の病院や看護教育は完全に日本の総督府管理のもとに

入る。この朝鮮総督府医院での看護教育は「女性の淑

徳」に中心が置かれていた11。

看護婦に向けられた社会的な眼差しは、日本と同様

で、「白衣の天使」のイメージと、地位的な蔑視と性

的対象として差別される、二重的な認識を受けてい

た12。しかし、近代韓国における看護婦の特徴として

は、1910年の３・１独立運動をきっかけにした民族運

動への積極的な参加13を取りあげることができる。

1924年１月、「朝鮮看護婦協会創立」の趣旨インター

ビュー14で、初代会長の韓
ハン・シングァン

晨光は、「わが朝鮮看護婦

は今まで雇用暮しをする他に、社会のために何もした

ことがありません。私たちも自分の天職を果たすため

には私たち同士でそれに相応する機関を創り、社会的

に活動する必要があると思って、今回看護婦協会を発

起したわけでございます。私たちにはまだ何の力もあ

りませんが、ただクリミアの女神ナイチンゲールの精

神に見習って、少しでも社会のために働きたく存じま

す。」と述べ、ナイチンゲールに見習い、社会のため

に働こうとする意志が見られる。一方、チョ・ヘジョ

ン氏が「韓晨光の世代に属した女性たちにとって職業

活動とは、祖国独立とか社会啓蒙及び奉仕という次元

における使命或いは召命意識と繋がっていた。」15と述

べているように、当時の看護婦には、祖国独立と社会

啓蒙という問題が常に関わっていたのである。それ

は、韓国の近代看護婦たちが常に植民政策によって統

制されていた16のを裏付けることであろう。

　次は、このような看護婦イメージが、日・韓近代文

学においてはどのように表象されているのかを、日・

韓近代の代表的な作家である夏目漱石と李光洙の作品

を取り上げ、考察してみる。

2.　漱石と李光洙の作品における看護婦

　１）漱石の作品における看護婦

ここでは、今まで論じられたことのない漱石作品に

おける看護婦表象に着目し、看護婦表象と女性像との

関わりを考察してみる。

『三四郎』の二章、三四郎が美禰子と最初に出会う

場面には、「白い方」と表現されているもう一人の女

性、つまり看護婦が、美禰子の隣に立っている17。

「不図眼上げると、左手の岡の上に女が二人立

つてゐる。（中略）　女の一人はまぼしいと見え

て、団扇を額の所に翳してゐる。顔はよく分らな

い。（中略）　もう一人は真白である。是は団扇も

何も持つて居ない。只額に少し皺を寄せて、対岸

から生ひ被りさうに、高く池の面に枝を伸ばした

古木の奥を眺めてゐた。団扇を持つた女は少し前

へ出てゐる。白い方は一歩土堤の縁から退がつて

ゐる。三四郎が見ると、二人の姿が筋違に見え

る。此時三四郎の受けた感じは只綺麗な色彩だと

云う事であつた。けれども田舎者だから、此色彩

がどういう風に綺麗なのだか、口にも云へず、筆

にも書けない。ただ白い方が看護婦だと思つた許

りである。三四郎は又見惚れてゐた。すると白い

方が動き出した。用事のある様な動き方ではなか

つた。（中略）見ると団扇を持つた女も何時の間

にか又動いてゐる。二人は申し合せた様に用のな

い歩き方をして、坂を下りて来る。三四郎は矢つ

張り見てゐた。」（二の四）18

「白」は一般的に「清潔、純潔、清楚」などを象徴し、

古代の人たちは「ある物象が忽然としてまったく異質

の物に変ずる、つまり、化ける、という、呪的で神秘

的な現象をひきおこす物の色」 と認識した。また、西
洋、東洋を問わず白は「神の色」であり、最も尊い色

として畏敬された色で、「聖母マリヤ」や「天使たち

の衣裳」の象徴、「純潔、清浄、純粋」などを象徴す

る色として用いられている 。
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『三四郎』で多用されている「白」は、一般的なピュ

アーなイメージに類似する「上等な、美しい、珍しい」

イメージと、「未知、不安」のイメージとして表現さ

れる。森の中で看護婦と一緒に立っている美禰子に対

する描写を見ると、「華やかな色の中に、白い薄を染

め抜いた帯が見える。頭にも真白な薔薇を一つ挿して

ゐる。（中略）三四郎は茫然としてゐた。やがて、小

さな声で「矛盾だ」と云つた。」（二の四）として、一

般的に美しい純潔さを表す「白」のイメージと美禰子

との間で「矛盾」を感じる三四郎の姿が記されている。

ここで「白」のイメージは、「女の咽喉が正面から見

ると長く延びた。同時に其目が三四郎の眸に映つた。

（中略）　ヴォラプチュアス！（voluptuous：官能的な、
肉感的な←論者注） 池の女の此時の眼付を形容するに
は是より外に言葉がない。」（四の十）と描かれる美禰

子の誘惑的なイメージと対比を成し、彼女の「官能的」

な要素を浮き彫りにしている。しかも六章における、

女学生出身のよし子と美禰子と交流する看護婦のイ

メージからは、「ハイカラ商売」19として揶揄され、当

時の「新しい女」と同様に見られていた看護婦への眼

差しが窺われる。

明治39年の「女子職業案内」20によると、看護婦の

要件の第一は、「慈悲、耐忍の精神と、種々の困難労

苦に耐ふる程の身体の健康など」で、「その事業は極

めて崇高で神聖な事柄で、自分は天使にでも為った心

持で欲得を離れてこの任務に膺らぬばならぬ」とし

て、看護婦には「神聖な天使」のような心持ちが要求

されたようである。しかし、そのような看護婦イメー

ジと上述した「ハイカラ商売」のイメージとを関連付

けて考えると、『三四郎』における看護婦表象は、一

般的な「白」が意味する「白衣の天使」のイメージが

官能的な美禰子と対比を成し、美禰子の誘惑性を浮き

彫りにする〈対比性〉と、男性たちによって「ハイカ

ラ」な「新しい女」の如くセクシュアリティの対象と

して見られ、誘惑者的な美禰子像と重なる〈類似性〉

を、両方もつことが分かる。つまり、『三四郎』の看

護婦は、男性の〈視覚の快楽〉21がもたらした対比性

と類似性の両義性をもつ女性像であるといえる。

『行人』では、「友達」の章に、病院に入院した三沢

と友達の二郎の眼に映った看護婦が描かれている。

「看護婦は色の蒼い膨れた女であつた。顔付が

絵にかいた座頭に好く似てゐる所為か、普通彼等

の着る白い着物が些とも似合はなかつた。」

 （「友達」十五）

「附添の看護婦は暑いせゐか大概は其柱にもた

れて外の方ばかり見てゐた。それが又看護婦とし

ては特別器量が好いので、三沢は時々不平な顔を

して人を馬鹿にしてゐる抔と云つた。彼の看護婦

はまた別の意味からして、此美しい看護婦を好く

云はなかつた。病人の世話を其方退にするとか、

不親切だとか、京都に男があつて、其男から手紙

が来たんで夢中なんだとか、色々の事を探つて来

ては三沢や自分に報告した。ある時は病人の便器

を差し込んだなり、引き出すのを忘れて其儘寐込

んで仕舞つた怠慢さへあつたと告げた。実際この

看護婦が器量の優れている割合に義務を重んじな

かつた事は自分達の眼にもよく映つた。」

 （「友達」二十二）

『行人』での看護婦は、一般的な「白」のイメージ

よりは、特に「黒人」「芸者」である「あの女」の附

添看護婦として、「器量のいい」「美しい」という表現

が強調されている。「友達」二十五章には、「その冷淡

さ加減の程度において、「あの女」とあまり変わりが

ない」と、芸者と看護婦が類似する存在として書かれ

ているし、二十六章と二十七章には、「美しい」看護

婦に「興味」をもつ二郎と三沢の彼女に向ける暗黙的

な「性の争い」まで記されている。これは『三四郎』

での、男の視線によって性的な誘惑性が呼び起こされ

る仕組みと類似している。

このような看護婦表象と明治の主婦お直との関連性

を考えてみると、お直の「ロマンチックな翻弄」22と

「冷淡さ」23は、作品内で「技巧（＝アート）」として

受け止められつつ、夫の「機嫌を直るやうに仕向けて

呉れなくつちゃ」いけない癒しの存在を求められるお

直24と、そのような明治の良妻賢母イデオロギーに悩

むお直の姿25を見ることができる。

伊藤銀月『新家庭観』の「良人操縦策」による、「女

性の「誠実天真」、「至情の愛嬌」、「一向専念又は熱心」

が、学者タイプの気むずかし屋の心をつかむ」という

言説26と関連づけると、「器量の優れている」看護婦

の「冷淡さ」は、良妻賢母主義の下で自分を「忍耐」

するお直の「冷淡さ」と「ロマンチック」な「翻弄」

と、相応している。「天真」から自分を表現したら「翻

弄」や「技巧」として批評される、しかし一方では、

その「天真」を振舞い、夫の機嫌をとることを要求さ

れている明治の主婦。このように矛盾的なジェンダー

の土台に置かれているお直の「冷淡さ」は、看護婦の

セクシュアリティと重なり、男性の視線によって「技

巧」として捉えられている。
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しかし、彼女の「技巧」は、明治の婦人として生き

るお直にできる精一杯の抵抗として問われるべきであ

ろう。そのような妻の魂を理解しようとするより、妻

のスピリットのすべてを「所有」できなくて悩む一郎

の「孤独」は、当然なのかもしれない。佐藤泉氏は「恋

愛」をめぐる語り方において、「愛や魂が要求されて

いるのは、もっぱら女性のほう」で、明治期の「恋愛

思想」は、「女性の内に愛と魂を求める思想」である

と述べながら、特に「自分はどうあっても女の霊とい

うか魂というか、いわゆるスピリットを攫まなければ

満足ができない」（「兄」二十）とする『行人』の一郎

は妻の魂で悩む、と分析し、明治における「旧式妻」

と「娼妓」の同一視に関して言及している27。

つまり、『行人』における看護婦表象は、主婦のお

直との相応的な読みによって、時には「貴婦人」、時

には「娼妓」としての妻を求める明治の良妻賢母思

想の矛盾と、性を争う明治男性の欲望を浮き彫りにす

る。所謂、明治のホモソーシャルな眼差しから描かれ

ている女性表象であるといえる。

『明暗』では、入院した津田が「退屈凌ぎ」で看護

婦と戯れている場面が記されている。百四十四章にけ

る看護婦は、「体
なり

の小さい血色の好くない女」で、「何

時でも白い服を着けてゐるのが、猶
なお

更
さら

彼女を普通の女

の群から遠ざけた」と、一般人とは区別される「白衣

の天使」としての看護婦イメージを漂わせる一方で、

津田の「肩上げ」に関する質問に「まだ見習いです」

という看護婦の答えからは、成人女性の「技巧」を恐

れる必要のない、安心して「退屈凌ぎ」しながら「弄

ぶ」ことのできる癒しの相手としての看護婦像が浮か

び上がる。

次は、看護婦の名前に関して津田と看護婦との戯れ

の場面であるが、

「退屈凌ぎに好い相手の出来た気になつた津田

の舌には締りがなかった。彼は面白半分色々な事

を訊いた。

「君の国は何処かね」/「栃木県です」/「成程
さう云はれて見ると、さうかな」/「名前は何と
云つたつけね」/「名前は知りません」
看護婦は中々名前を云はなかつた。津田は其所

に発見された抵抗が愉快なので、わざわざ何遍も

同じ事を繰り返して訊いた。（中略）

「お月さんだね。すると。お月さんは好い名だ。

誰が命
つ

けた」/ 看護婦は返答を与へる代りに突然
逆襲した。/「あなたの奥さんの名は何と仰しゃ

るんですか」/
「中

あ

てて御覧」/ 看護婦はわざと二つ三つ女らし
い名を並べた後で云った。

「お延さんでせう」/ 彼女は旨く中てた。といふ
よりも、何時の間にかお延の名を聴いて覚えてゐ

た。

「お月さんは何
ど

うも油断がならないなあ」

 津田が斯う云って興じてゐる所へ、本人のお
延がひよつくり顔を出したので、振り返つた看護

婦は驚ろいて、すぐ膳を持つたなり立ち上つた。

「ああ、とうとう入らしつた」/看護婦と入れ代
りに津田の枕元へ坐つたお延は忽ち津田を見た。」

 （百四十五章、「/」は改行を示す。以下同様。）

ここで津田の退屈凌ぎの時間を破ってしまった存在

は、妻のお延であるが、「看護婦と入れ代り」になっ

たお延、という設定の意味は何であろう。中村美子氏

は、お延が「技巧」的な人物として設定されているこ

とと、『明暗』における「技巧」の定義について述べ

た28が、次の引用を見てみよう。

「二人は向ひ合つて席に就いた。周囲には二組

ばかりの客がゐる丈なので、さうして其二組は双

方ともに相当の扮
みなり

装をした婦人づれなので、室内

は存外静かであつた。ことに一間隔てて二人の横

に置かれた煉瓦暖
ストーブ

炉の火の色が、白いものの目立

つ清楚な室
へや

の空気に、恰
かっこう

好な温もりを与へた。

（中略）

「ありゃみんな芸者なんか君」/一寸極りの悪い
思ひをさせられた津田は叱るやうに云つた。

「馬鹿云ふな」/「いや何とも限らないからね。
何処に何んなものがゐるのか分からない世の中だ

から」/津田はますます声を低くした。/「だつて
芸者はあんな服

な り

装をしやしないよ」（中略）

「事実当世に所謂レデーなるものと芸者との間

に、それ程区別があるのかね」」（百五十六章）

　このように、一般夫人に対する小林の批評を通し

て、『明暗』において明治の「貴婦人」、所謂「レデー」

であるお延の振舞いは「技巧」として、看護婦の「天

真」の無邪気な振舞いは「愉快」な「退屈凌ぎ」として、

対比をなしていることが推察される。しかも、津田が

「興じて」いたところに、急に妻のお延が「入れ代り」

に入る設定の裏側には、妻からは看護婦のような癒し

が得られないという男性の心理が隠されている。

妻は何も考えず、ただ夫に安らぎを与える存在、慰
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めになり心理的な安定感を与える存在にならなければ

ならない。つまり明治の男性たちが家庭のなかで望ん

でいた良妻賢母は、看護婦のような安らぎと癒しの

存在でもあったのであろう。「安心させてください」

（百四十九）というお延の「天真」からの願いは、津

田にとっては、妻を「征服」して「勝つ」ための「慰

撫」を提供するものに過ぎなかった29。

明治２（1909）年の『東京朝日新聞』によると、当

時の時代が要求する「平凡な婦人」とは、「ジンと辛

抱して、笑って旦那を慰める」女であった30。自我に

富んで「天真」のままに振舞う婦人は「芸者」扱いし

て非難、しかし男性を癒し、性的欲望を満たしてくれ

ない婦人は「平凡」ではないとして非難。明治の主婦

に向けられた男性たちの二重的な欲望の眼差しが、看

護婦表象とお延との対比を通して浮上する。一般女性

が無邪気に自分の「天真」のままに振舞うことが許さ

れない社会において、「技巧」として見られず、うま

く夫を綾なす能力とは、明治の「レデー」なる女性に

とって過酷な要求だったかもしれない31。

「レデー」と「芸者」の区別がないという小林の言

説は、女性を「芸者」と「貴婦人」として分類しなが

らも、更に両者を一つのものとして統合し、排除して

いく、男性中心主義的な言説をそのまま背負ってい

る。つまり、主婦として一般婦人のセクシュアリティ

は、家庭内で夫の支配によって左右されるものにな

り、家庭外では芸者と同じような「技巧」の振舞とし

て認識される二重性を孕んでいた。

『明暗』における看護婦表象は、このようなお延の

セクシュアリティから求められない津田の欲望を満た

してくれる、癒しの対象として機能している。

　２）李光洙作品における看護婦

では、植民地朝鮮の李光洙の作品における看護婦表

象はどうであったのか。看護婦の登場する作品として

『愛の多角形』と『サラン（愛）』を取り上げてみた。

まず、『愛の多角形』32は、高等普通学校卒業後、

結婚に失敗し、看護婦になった美人の玉
オク・

貴
グィナム

男と、独立

運動家で入院患者になっていた韓
ハン・

恩
ウン

教
ギョ

との愛の物語

で、この二人と韓恩教を裏切って金持ちの人に嫁いだ

「新女性」宋
ソン・

恩
ウン

姫
ヒ

との三角関係の構図になっている33。

この作品は主に、「自己犠牲的な愛を擁護する作品」

として評価されてきたが34、主人公の貴男は、「平壌慈

恵病院の美人看護婦」として「白い看護服に白いナー

スキャップ」姿の「平壌の女神」として描かれている

（「玉貴男」７）35。「当時、女子高等普通学校を卒業し

た女学生が看護婦になるというのは非常に驚くべきこ

とであった」（「玉貴男」５）と記されている通り、女

性の学問をするのが容易ではなかった時代に、エリー

ト女学生が社会的に蔑視されていた看護婦になったこ

とは珍しいことであった。この貴男を通してどのよう

な看護婦表象が浮上してくるのであろう。

「玉貴男」７章には、「しかし貴男には弱点はあった。

それは彼女が誰かの話をきっぱりと切って断ることが

できないこと。―即ち、人情の深い点と、二番目は着

飾る癖―いわば虚栄心があることであった。人であっ

て虚栄心のない人がいるだろうか、しかも、そのうち

に若い女性で虚飾のない人がどこにいるだろう。しか

し穏やかで大人しく見える貴男には非常に強い虚栄心

があった。そして、その虚栄心は名誉欲として表れる

のではなく、物欲として表れたのである。「金！金！」

が彼女の天使のように奇麗な心のなかに隠れて、羽を

いっぱい伸ばしている黒い悪魔であった。これはもし

かして現代女性の特色であるかもしれないが、貴男に

とっては精神的ではなく個人的な特性が強いと言わざ

るを得ない。」という、「天使」になるべき看護婦の貴

男に内在している「虚栄心」への批判と、「16才もほ

ぼ過ぎて17才になり、女性の肉体がもっと成熟してい

く年、しかも人より２才ぐらいは大人びている貴男、

そのうえ、昼夜にして医者たちと一緒に転げ回りなが

ら、男性の肉体を見る機会の多い看護婦生活、しかも

いい年して異性の味を知っている他の看護婦たちの恥

知らずの淫乱なしぐさと性に関する講義、男性たちか

らの絶えない色んな誘惑、このすべてが日に増して貴

男の肉体と精神にむずむずする、寝られなくする、あ

る感覚を発生させた。」のように、看護婦の職場環境

が性的な誘惑のある場所として批判的に記されてい

る。

そして、貴男が「妓生」の妹であるという設定や、

「女学生」の宋恩姫を三角関係の対象として書き込ん

だ設定は、当時の男性に流行っていた〈妾買い〉の事

情も窺わせてくれる。特に、「この点ではそのお父さ

んの息子であった。まだアメリカでの覚えが残ってい

るので堂々と妾を囲うことはしないが、これから２・

３年が経つと十中八九は妾二人を囲うはずだというの

が周り人たちの評価である。なぜ妾が二人であるのか

というと、一人は妓生、もう一人は女学生である。こ

れは閔長植の属した階級では最近流行していることで

ある。」（「回光」１）という、貴男を自分の者にしよ

うとする閔長植の策略に関する記述を通して、男性た

ちの性的な欲望の対象になっていた「妓生」と「女学
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生」と同様に扱われる女性ジェンダーとしての「看護

婦」像を見ることができる。しかも、結婚にも失敗し

た経験のある貴男に向けられた世間の眼差しの厳しさ

は、「婚礼をするなんて！看護婦と結婚をする？しか

も人の妾だった古い者と婚礼をするってこと？」（「愛

は勝つ」６）と、結婚に反対して激怒する韓恩教の父

親の姿からも推察できる。

このような「看護婦」貴男への眼差しと、堕落した

「女学生」宋恩姫のセクシュアリティとを関連付ける

と、当時の「新女性」批判の社会言説にも結び付けら

れる看護婦像が浮かび上がるのである。その反面、独

立運動家だった韓恩教に向けられた彼女の献身的な愛

は、「白衣の天使」のような犠牲的な女性像を背負っ

ている。

李光洙作品の女性を、「①伝統的な思想を持ってい

るが、新しい知識の自覚によって自らのアイデンティ

ティを獲得する女性、②お金に対しる欲望が強く、性

欲を貪りつつあって、破滅に至る女性、③純潔で聖い

女性、母性性をもつ高潔な女性」という三つの類型で

分類したホン・ヘウォン氏の主張36を参考にするなら、

玉貴男は、「指向的な女性」という一般的な解釈だけ

ではなく、この分類の①～③までの凡てに属すること

ができると思う。しかし、結局、一人の男性のために

自分を犠牲にする前近代的な女性像から完全に離れる

ことはできなかった貴男は、植民地朝鮮の男性的な欲

望の対象と、「天使」のような犠牲的な女性像の両方

を背負っている存在として、当時の「新女性」に対す

る社会言説を共有していると捉えられる。

　次の作品『サラン』37も看護婦が主人公であるが、『愛

の多角形』では、「新女性」恩姫との関わりを分析し

たならば、ここでは、典型的な「良妻賢母」チョン・

オクナムとの対比性が窺われる。中等学校の英語教師

であった石
ソク・ス

荀玉
ノク

が、過去文学者だった安
アン・ビン

賓の文章に魅

了され、彼を思慕することになるが、安賓の妻である

チョン・ソクナムの推薦によって彼の病院の看護婦と

して勤めるようになってから様々な運命の道に導かれ

ていく話である38。

　この作品は、一般的に、至高で至純な愛を成し遂げ

る救いの女性像を描いたと言われてきたが39、作家個

人の状況だけではなく、民族の絶望的な状況のなかで

書かれた理想指向の作品として評価される。安賓の妻

オクナムと看護婦荀玉のような犠牲的な女性像は、民

族主義のイデオロギーを高めるための道具として使わ

れ、啓蒙的な作家の内面に拒否感無く潜在的に植え付

けられていたと思われる。これは日本の帝国主義的な

男性像を支える基として、看護婦と妻が犠牲的な女性

像に創り上げられたのと同様で、このような女性表象

の出現には、社会の雰囲気だけではなく、両作家の啓

蒙性40も大きく影響したと思われる。

「思慕する人のそばへ」には、「けっこう粗野な顔の

看護婦が目玉をくりくりさせながら」、「無愛想な言葉

遣いをする」他の看護婦と、「看護婦としてはあんま

りにも美しい」、しかも「あんまりにもインテリ」な

石荀玉、という荀玉と他の看護婦たちとの比較を通し

て、外貌で女性を分断する思想が見られる。そして、

「石荀玉を病院に置いてください。今いるオ看護婦は

あんまりにもぶっきらぼうで男みたいだから、まった

く女らしいやわらかいところがない。でも大人しい看

護婦が一人いるなら患者たちにも慰めになるでしょ

う。病院の評判もよくなるだろうし。だからどうか石

荀玉を雇っておいてください。また彼女は医学を学ぶ

のが希望だと言っているから、勉強させて医者になれ

るようにしてあげたら何よりじゃないですか。」（中略）

「また貴方も一日中病院で患者たちに疲れ、研究のた

めに努めていらっしゃり、酒も飲まれず、タバコも吸

われないし、人生の楽ということが一つもないので、

そばで美しくて若い女性がやわらかい手でお世話をし

てあげたら、少しでも慰めになるんじゃないでしょう

か？ 私は石荀玉じゃなく、彼女より百倍以上マシな
女性が貴方のそばにいるとしても、微塵ほども貴方の

心を疑ったりはしません。」（「思慕する人のそばへ」）

と、夫のために慰めを提供する優しい女性として荀玉

を推薦する妻オクナムは、良妻賢母思想の表象になっ

ていることが分かる。

一方、「私は安先生のそばにいて自分の力いっぱい

彼を手伝うことしか、何も安先生から求めることはな

い。私が彼の身体を求めないことはもちろん、彼の心

も私は求めない。私はただ自分の真心と愛を彼に捧げ

るだけである。微塵ほども彼に望むことはない。」（「思

慕する人のそばへ」）という旬玉の意識と、「私の一生

を通して何が一番よくやったことかと思うと、それは

先生が私の身体を通してなさったことです。自分は何

一つできたことがないんですが、でもじっくり考えて

みると、石荀玉自らではできないことのようです。私

は何の知恵も悟りもありません。今もありません。私

は何がよいことで何が悪いことなのかも知りません。

ただ先生の御心がどうであろうかを考えて、それに

従って生きてきただけです。これからもそのようにし

か生きていける力がありません。私の心には―ただ先

生がいらっしゃるだけです。」（「愛には限りがない」）
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という、人生を振り返りながらの荀玉の告白からも分

かるように、『サラン』には、「白衣の天使」のような

聖なる精神の看護婦荀玉と献身的な妻オクナムの、安

賓に向ける犠牲を構わぬ純愛を通して、良妻賢母思想

に符合する女性像としての看護婦と妻が提示され、女

性の献身をより大きい人類的な愛のほうへと導こうと

する作家の啓蒙性が窺われる。更に、このような『サ

ラン』の啓蒙性の裏側には、犠牲的な女性の純愛と献

身を道具にして、民族の〈救い〉と〈癒し〉を求める

民族主義的な言説が隠蔽されている。

「女性は慣れている女性の叙事から離れ、不慣れな

話の主人公の役割をしてみる（中略）女性を規定する

ために与えられた「私的、消極的、受動的、敏感な、

慈愛な、献身的な」などの修飾語は、実際女性につい

て何の説明もできない空しい記号遊びに過ぎないこと

になり得る。そのことから、女性は何時でも異なる性

格と特性の持ち主としていくらでも変化できる。母か

ら戦士へ、家庭の天使から街頭の労働者へ、聖母から

姦婦へと。」と述べたシン・ジンギョン氏の主張41を

参考にするなら、『サラン』における犠牲的な女性像

は、民族のためなら快く自分の身を捨てる、という女

性意識を生み出し、社会のイデオロギーによって多様

に揺れ動かされる女性、という歪んだジェンダー構図

を正当化する可能性を孕んでいる。看護婦表象もその

ような抑圧的な権力構造の下で描かれていたといえよ

う。

３．「天使」になった女性たち―「白衣の天使」と「家

庭の天使」表象と良妻賢母主義

一般的に「白衣の天使」と知られている看護婦表象

と、「家庭の天使」と知られている主婦表象は、良妻

賢母思想とどのように関連づけられるのか。

金子弥生氏によると、「19世紀には所謂 “Lady” と
いわれる身分の女性は「か弱く、青ざめた」人物であ

ると一般に考えられていた。ヴィクトリア朝の理想の

女性像が「家庭の天使」と呼ばれていた」とし、「男

性は自分の収入額を妻の生活状況で世間に示してい

た。（中略）女性は男性の力を具現した、いわばシン

ボルのような存在」で、「同じ理由で召使を雇うとい

うのが中産階級のステイタス・シンボルにもなってい

た」と述べている42。このような19世紀イギリスの主

婦には、「夫が仮借なき競争で満ちた外の世界で、一

日の労働を終えた後に避難することのできる、安全と

調和と休息と快適さを備えた「天国」を創造する」43

責任が受け持たされていた。

広瀬玲子氏は、「日清戦争後、女子を「淑女」とし

て育てなければならないという主張がなされる。（中

略）「淑女」とはいわば「嫁入り」前の娘の理想的な

姿として語られており、こまかな情と一定の教養、さ

らに国際人としても通用する教養をも身に付けている

女性である。のちの「良妻」「賢母」となるための素

地がこの時期にできるので、「淑女」の養成が最も肝

心という。（中略）この「淑女」育成という主張は「良

妻」「賢母」に連なるものとして注目すべきである」

と述べたが44、漱石の作品にも使われた「レデー」と

いう表現からも、イギリスの「家庭の天使」言説と近

代日本の主婦との類似性が推測される。

主婦だけではなく、実際、「レデー」の階層として

「ランプを持った淑女」に例えられたナイチンゲール

によって、看護婦のイメージは「神に仕える天使」の

イメージに変わったのである。日清・日露戦争を通し

て従軍看護婦養成のために多く称揚されたナイチン

ゲール像は、「看護は母性には一歩を譲るにしても、

女性の天職」であり、「母なる自然の教えを受け、女

性は本能的に看護婦」という言説45を生み出した。そ

して、日本の主婦の料理服である割烹着が看護婦の手

術服をもとに考案されたことと関連づけ、主婦の役割

が「家庭を守る看護婦」として見なされた言説46など

を通して、「家庭の天使」なる「淑女」のイメージは「主

婦」だけではなく「看護婦」にも繋がり、「白衣の天使」

として作られていったことが見えてくる。亀山美知子

氏は、「近代的看護婦たちもまた一般の女性たちと同

様、良妻賢母主義教育の一環としての「看護」を啓蒙

しはじめ」、「医師（＝男性）にとって都合のよい従属

的性格の看護婦（＝女性）が養成されることになった」

とし、「看護婦が女性特有の職業として考えられたの

は、単に「やさしさ」だけではなく、「従順」ないし「従

属性」が求められたことにもよる」と述べた47。この

ような言説は、看護婦職と良妻賢母思想との関連性を

裏付けるといえよう。

「「女は家庭の女王なり」（中略）　女は女王とならね

ば成らぬ。然し女王なるには夫丈の献身をせねばなら

ぬ。女は一家を治める中心とならねばならぬ、然し其

の治めるは権力によるのではない、ただ自から人に優

りたる苦労をするからであり枡
ます

。」という『女学雑誌』

の言説48は、イギリスの主婦が「天使」になったこと

と同様の観点から、近代日本でも主婦を「家庭の女王」

と褒め称えながら、その献身を正当化していた男性の

欲望を顕わにしている。このような女性に対する抑圧

的で矛盾的な男性の欲望は、「今日のハイカラ式部の

胸底に潜んで居る情熱を、夫の事業を助ける事に向け
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てもらへば、そこで立派な活動が出来る、ハイカラ主

義を持する様な女性でなければ、また夫の事業を献身

的に助けてもらふ事は出来ない」49として、揶揄と非

難の対象にしていた「新しい女」にまで拡張していく。

このように、看護婦と良妻賢母思想との関係、献身

的な主婦像、非難の対象だった「新しい女」まで夫の

助力者なる主婦として作り上げようとした言説などを

通して、「白衣の天使」と「家庭の天使」像の関連性

が明らかになってくる。

　一方、植民地朝鮮の女性教育は、日本帝国による

「丈夫な臣民の養成」という課題のもとで、「妻とし

て、母としての責務が果たせる「賢母良妻」を養成す

るという目的によって」行われていた50。それから、

「家庭の平和は主婦にある」とされ、「主婦たる女性は

少なくとも一家庭の運命を左右する絶対的な責任者で

あり、児童の家庭教育を直接支配する教育者になる。」

と称揚される一方で、「家事がうまくできる主婦にな

ろう」と啓蒙しながら「妻はその家庭の女神である」

と褒め称える言説まで流布するようになる51。これは、

主婦を「家庭の女王」に喩えた日本の場合と類似して

いるといえよう。

しかも、看護婦の場合、朝鮮総督府による看護教育

の目的は「良い看護婦である同時に、将来には良い家

庭婦人を育て上げるため」で、「女性として必要な家

事、裁縫、作法などを追加」、「課外に音楽、生花、茶

湯」などを加え、趣味の培養、品性の修養に役立てる」

教育が行われ52、日本の看護婦教育が良妻賢母思想の

もとにあったことと変わりがないことが分かる。その

上、1920～30年代、新式教育を受けた「新女性」たち

は、近代的な新式家族に変化していくなかで、女性の

ステータスを高める一つの対策として「新家庭」を作

ることに努力するが、これは結局「賢母良妻」53にな

ることと結びついていた。

キム・ヘギョン氏は、「女性の「本務」として規定

されたことを守る一部の新女性の団欒な家庭モデルは

女性誌などを通して非常に肯定的な、羨ましさの視線

から描かれている。この場合、家庭は典型的に女性化、

女性の空間として造り上げられ、男性たちにはそれは

「慰安所」「休養地」として意味化される。1920年代半

ば以降1930年代にかけて「良妻」論は新女性の重要な

役割モデルとして移行していた」と述べている54よう

に、看護婦だけではなく、植民地朝鮮の「新女性」た

ちも、いつの間にか良妻賢母思想に吸収されていった

のである。

むすび―看護婦表象と良妻賢母思想

「ナイチンゲールの理想とまでは行かないが、看護

婦には看護婦相応の理想がなくてはならぬ。（中略）

看護婦の職業は、必ずしも安易な職業ではない。（中

略）最も犠牲的な没我的な献身的な愛の発露と見なけ

ればならない。（中略）独立して生活を送って行かう

として看護婦を志願したものもあらうけれど、西洋で

見るやうな、高潔な信念から、生涯尼になって此身一

つを捧げやうと云ふやうな者は殆んどない。」（「女子

職業調べ　其二　看護婦」『婦人公論』２号（１巻２号）

大正５年２月１日、p.40）

女性の献身的な愛と高潔さは、理念的な言説空間に

おいて、いつも男性によって呼び出されてきた。初期

看護婦の卑しいイメージは、戦争をきっかけにして、

ナイチンゲールに由来する献身的な「白衣の天使」像

を作り上げた。「ランプを手にもった淑女」としての

看護婦の「白衣の天使」のイメージは、主婦の「家庭

の天使」のイメージと連動し、都合よく良妻賢母思想

に繋がっていく。つまり、国家と民族のイデオロギー

を支える、抑圧的なジェンダーの象徴として、日・韓

両国の近代における国家主義と良妻賢母主義に利用さ

れていた。

帝国主義によって女性を教育し動員した支配国の男

性的な権力は、植民地においても同様に働かれた上

で、植民地の女性は、民族独立のために犠牲を払うべ

き存在として二重の課題を抱えていた。特に、看護婦

のような職業婦人と教育を受けた「新女性」たちは、

良妻賢母思想の要求に応じて、家庭と国家のために自

分を抑制するしかなかったが、社会のイデオロギーに

よって称揚されたりも批判されたりもした。

日・韓近代を代表する作家、夏目漱石いと李光洙の

作品に描かれた看護婦表象を通して、帝国主義が蔓延

する時代において、女性は主に啓蒙の対象になり、男

性と同じく国と民族のために尽くしても、常に抑圧的

なヒエラルキーによって支配される側に立つしかな

かったし、常に男性の視線によってセクシュアリティ

が問われる相手として浮遊する存在であったことが分

かる。

支配国でも被支配国でも、西洋でも東洋でも、その

現象は同様であって、特に戦時など国家の危機状況

で、女性には、社会のイデオロギーによって多様な形

に揺れ動かされる可変性が移植されるようになった。

漱石と李光洙の作品に密かに書き込まれた看護婦表
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象には、そのような女性像を意識的であれ無意識的で

あれ、そのまま内在してしまう限界が窺われる。そし

て、両作家の作品における看護婦表象と良妻賢母思想

との関わりを考察することを通して、国家と家庭を結

び、近代の男性中心主義を拡張させようとした権力的

なヒエラルキーによって多様に変化させられる女性

像が見えてくる一方、日・韓近代社会における歪んだ

ジェンダー・バイアスの構図を読み解くこともできる

と思う。

男性的な権力構図のなかでは、常に「天使」のよう

な〈救い〉と〈癒し〉の表象になっていた日・韓近代

の女性たち。その女性たちの苦悩は、いったい誰に救

われ、誰に癒してもらえるべきであろう。

【註】

※以下、韓国文献とテキスト引用の日本語訳と強調のため

の下線表記は、すべて論者によるものである。

１　これに関しては、村上信彦『明治女性史　中巻後篇　

女の職業』（理論社、1971年４月、p.220～222）と、亀
山美知子『近代日本看護史Ⅳ看護婦と医師』（ドメス出

版、1985年８月26日、p.121）に詳しい。
２　「女子職業調べ　其二　看護婦」『婦人公論』１巻２号、

1916年２月１日、p.40～42
３　「大学生、看護婦に欺かる」『読売新聞』（明治41（1908）
年６月28日の記事）
　⇒ 「色白の瓜実顔当世ハイカラ式の美人」看護婦と入院
していた時から付き合い始めた法科大学生が、同棲して

いるうちに彼女に夜逃げされ、捨てられたという内容。

その看護婦のことが「妖婦」として書かれている。

　　【その他、明治・大正期『読売新聞』における風紀を

乱す看護婦イメージの関連記事】

①　無教育な看護婦の弊害に関する記事（「看護婦に関

する山根医長の演説」明治32（1899）年９月12日）
②　看護婦と病院薬局生との密通と堕胎事件　（「懐妊を

隠して結婚」明治42（1909）年12月12日）
③　看護婦の万引き事件　（「看護婦上がりの万引き」明

治42（1909）年12月14日）
④　看護婦を恋して結婚したいと告白したが断られて自

殺した男の話（「女に嫌われ劇薬を呑む」明治44（1911）
年１月17日）
⑤　入院患者だった早稲田大学卒業生の男と結婚の約束

をしている「容貌美しき」看護婦が金に困って盗み

の犯罪を犯した事件（「美しき看護婦の犯罪」明治44
（1911）年６月13日）
⑥　青年医員が看護婦と深い契りを結んだが重ねたが結

ばれないことになり、自殺した事件（「女を慕うて劇

薬自殺」明治44（1911）年８月６日）
⑦　看護婦と患者の同性愛の情死事件　（「悲しき同性の

恋」大正2（1913）年３月18日）

４　明治29 （1896） 年２月に発表された小栗風葉（1875～
1926）の短篇小説「看護婦」（『文芸倶楽部』２月臨時増
刊号、第２巻第２編）には、付添看護婦の卑しさや「遊

女」のような振舞と〈白衣の天使〉のような病院所属看

護婦が対比的に描かれている。

５　村上信彦、『明治女性史　中巻後篇　女の職業』、理論

社、1971年４月、p.226
６　「白衣婦人の尊き任務―尊敬を拂はれたのは日清戦争

から」（『読売新聞』1914（大正３）年９月４日朝刊）

７　Horace N. Allen、「朝鮮王室病院第一年度報告書
（1886）」『朝鮮醫報』3号、朝鮮醫報社、1946、p.105
８　「大韓帝国赤十字社公布趣旨書」（『大韓毎日新報』、

1906.2.6）
９　イ・コンメ、『韓国近代看護史』（ハンウル・アカデミ

459）、図書出版ハンウル[韓国]、2002年６月、p.35～36
10　イ・コンメ、前掲書、ｐ.45～46
11　「人間らしい人間であるからこそ、始めて病魔に苦労
する人々を思いやり、昼夜を問わず親切に丁寧に慰め、

診療の補助を受け持って起死回生の大任務を成し遂げる

ことができるであろう。看護婦、助産婦のように、他の

どの業務よりも貴く人類の一番大事な生命の安全を両肩

に背負っている者たちは、業務上の知識・技術の熟練を

図ると同時に、まず真の人間らしい人間にならせること

が肝心で、これらを教養することにおいては、日常生活

での通俗的で実際的な事項から始まり、進んでは真の人

間としての徳目に至って、さらに婦人の淑徳に重点を置

き、外見に現われる礼儀作法、言葉遣いに及ぶまで、細

かい注意を払い、美徳の育成を期したい。」（朝鮮総督府

医院、「看護及び助産婦の養成状況」『朝鮮総督府医院　

第13回年報』、1926年、p.157～160）（イ・コンメ、前掲書、
p.127から再引用）

12　「「白衣の天使」として呼ばれた看護婦の生活は見た目
よりは険しいものであった。看護婦たちは医師より低い

職として、加重な業務に苦しまれ、社会的な蔑視と性的

な差別を一番多く受けた女性職業の一つであった。特に

未婚女性であったという点からも、患者たちが病気で病

院に行くわけであるが、看護婦を見るために病院に来る

という話が出るほど、性的に弄ばれる存在として認識さ

れた。これは伝統社会の低い身分であった「ヤクバン・

ギーセン（薬屋妓生）」を連想させる封建意識の残滓か

らもある程度影響されたと思われる。」（ハンシン・ヨン

スク「日帝植民地下における変化された女性の生き方」、

韓国女性研究所女性史研究室編『わが女性の歴史』、青

年社［韓国］、2003年９月、p.312）
　　「一番目は、「同じ待遇」を受けるなら、極端な場合、

性的な弄びの対象になるなど、医者の指示に従い働く

看護婦の立場が、業務以外の部分まで延長するというこ

と、二番目は「人の死を多く経験すること」、三番目は

「給料が安いこと」、四番目は労働時間が長いこと、五番
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目は伝染病の患者を看護するうちに病が移る危険性に対

する恐れ、その他、大小便を取り扱うこと、患者から

誤解されたり弄ばされたりするなどの辛さなどが並べら

れた。」（「金稼ぎする女性の職業探訪記」『東亜日報』、

1928.2.27、1928.2.28）
13　「この時期の女性問題は韓国の前近代的な家父長的要
素、日帝の植民地、資本主義の三つの要素が合わされた

り重なったりして複雑な矛盾の構造をもっている。（中

略）3.1運動の展開過程において大韓民国愛国婦人会、
大韓愛国婦人会などの秘密団体があっちこっちで結成さ

れた。組織員たちは主に教師、看護婦、学生たちであっ

た。」（カン・ジョンスク「日帝強占下における女性運動」、

韓国女性研究所女性史研究室編、前掲書、p.329～331）
14　『東亜日報』、1924.1.22
15　チョ・ヘジョン、『韓国の女性と男性』、文学と知性社
［韓国］、1988年、p.127～128
16　「我が国の看護免許制度の出発点である「看護婦規則」
の制定と改正は、日帝の植民地統治政策によって法令が

作られ、改正される状況で成された。これは看護職と国

家の間における葛藤と話し合いを通して看護の免許が定

着された先進国と、我が国の看護との差異点であった。」

（イ・コンメ/キム・ファジュン、「日帝占領期「看護婦規
則」に関する研究」、『地域社会看護学会誌』第９巻第２

号、地域社会看護学会[韓国]、1998.12. p.300）
17　『三四郎』における看護婦表象に関しては、別稿（『人
間文化創成科学論叢』第11 巻、お茶の水女子大学）で
論じたため、ここでは簡単に触れることにする。

18　漱石作品の本文引用は、『漱石全集』（岩波書店、1994
年）により、（　）は章を記す。強調の下線は論者によ

るもの。以下同様。

19　「（前略）　自分は不幸な為に為つた看護婦でも病家は
金持や富豪で見るもの聞くものは贅沢な物が多いから自

然奢侈にも成る、（中略）白い看護服を着て居ない時は

何
ど こ

所の夫人かと思ふ程のハイカラを遣る者もある、（中

略）體
てい

能
よ

く云へばハイカラ商買、實は申せば道楽商買で

あるから、決して自分は娘を看護婦に致さうとは思は

ぬ、（後略）」（「女子職業案内」『近代女性文献資料叢書

26－女と職業』第２巻、大空社、1993年５月22日、p.282
～283→近藤正一、『女子職業案内』（博文館・明治39年

７月）の内容収録）

20　「女性職業案内」、前掲書（第２巻）、p.251
21　ローラ・マルヴィ（Mulvey, Laura）による、「見ると
いう行為を通し、他人を性欲の刺激の対象とすることに

よって生じる喜び」の指摘。（岩本憲児・武田潔・斉藤

綾子編、「視覚的快楽と物語映画」『「新」映画理論集成

１―歴史/人種/ジェンダー』、フィルムアート社、1998
年、 p.435）

22　「あら本当よ二郎さん。妾死ぬなら首を縊
くく

つたり咽喉

を突いたり、そんな小
こがたな

刀細
さい く

工をするのは嫌よ。大水に攫

はれるとか、雷
らい

火
か

に打たれるとか、猛烈で一息な死方が

したいんですもの」自分は小説などを夫
それ

程
ほど

愛読しない嫂

から、始めて斯んなロマンチックな言葉を聞いた。」

 （「兄」三十七）

　　「自分は此時始めて女というものをまだ研究してゐな

い事に気が付いた。嫂は何処から何う押しても押しやう

のない女であつた。此方が積極的に進むと丸で暖簾の様

に抵抗がなかつた。仕方なしに此方が引き込むと、突然

変な所へ強い力を見せた。其力の中には到底も寄り付け

さうにない恐ろしいものもあつた。又は是なら相手に出

来るから進まうかと思つて、まだ進みかねてゐる中に、

弗
ふつ

と消えて仕舞ふのもあつた。自分は彼女と話してゐる

間始終彼女から翻弄されつつある様な心持がした。不思

議な事に、其翻弄される心持が、自分に取て不愉快であ

るべき筈だのに、却て愉快でならなかつた。」

 （「兄」三十八）

23　「自分の見た彼女は決して温かい女ではなかつた。け
れども相手から熱を与へると、温め得る女であつた。持

つて生れた天然の愛嬌のない代りには、此方の手加減で

随分愛嬌を搾り出す事の出来る女であつた。自分は腹の

立つ程の冷淡さを嫁入後の彼女に見出した事が時々あつ

た。けれども矯め難い不親切や残酷心はまさかにあるま

いと信じてゐた。（中略）母が嫂を冷淡過ぎると評する

様に、嫂も亦兄を冷淡過ぎると腹のうちで評してゐるか

も知れない。」（「兄」十四）

24　「夫婦となつた以上は、お前、いくら旦那が素ツ気な
くしてゐたつて、此方は女だもの。直の方から少しは機

嫌を直るやうに仕向けて呉れなくつちゃ困るぢゃない

か。あれを御覧な、あれぢゃ丸であかの他人が同じ方角

へ歩いて行くのと違やしないやね。なんぼ一郎だつて直

に傍へ寄つて呉れるなと頼みやしまいし」 （「兄」十三）
25　「男は厭になりさえすれば二郎さん見たいに何処へで
も飛んで行けるけれども、女は左右は行きませんから。

妾なんか丁度親の手で植付けられた鉢植のやうなもので

一遍植られた最後、誰か来て動かして呉れない以上、と

ても動けやしません。疑としてゐる丈です。立
たちがれ

枯になる

迄疑としてゐるより外に仕方がないんですもの」

 （「塵労」四）

26　藤井淑禎、「行人」の「注解」、『漱石全集』第八巻、

1994年、p.500
27　佐藤泉、『漱石　片付かない〈近代〉』、日本放送出版
協会、2002年１月、p.216～217

28　中村美子、『夏目漱石絶筆『明暗』における「技巧」を
めぐって』、和泉書院、2007年、p.38～49

29　「「畢竟女は慰撫し易いものである」（中略）愛の戦争と
いう眼で眺めた彼らの夫婦生活に於て、何時でも敗者の

地位に立つた彼には、彼でまた相当の慢心があつた。所

がお延のために征服される彼は已むを得ず征服されるの

で、心から帰服するのではなかつた。（中略）　彼は今迄

是程猛烈に、又真面目に、上
うわ て

手を引く様に見えて、実は

偽りのない下
した で

手に出たお延という女を見
み た

た例
ためし

がなかつ

た。弱点を抱いて逃げまはりながら彼は始めてお延に勝

つ事が出来た。結果は明瞭であつた。彼は漸く彼女を軽

蔑する事が出来た。同時に以前よりは余計に、彼女に同

情を寄せる事が出来た。（百五十章）
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30　「平凡な婦人こそ、妾
わたし

が理想と致しております所で、

唯今の世界には非凡の婦人が多過ぎて困るでは御座いま

せんか、旦那さんが癇癪を起こされて、横面を打擲され

ましても、ジツと辛抱して、笑つて旦那さんを慰めると

云つた風の女を見たいものです、立派な平凡な婦人を教

育すると云う事が社会に必要です。」（「東京の女」第35
回『東京朝日新聞』1909（明治2）年10月４日）

31　お延の苦悩　⇒「夫の要求する犠牲には制限がないの
かしらんといふ、不断からの疑念が、濃い色でぱつと頭

の中へ出た。（中略）「良
おっ と

人というものは、ただ妻の愛情

を吸い込むためにのみ生存する海面に過ぎないのだらう

か」（中略） 彼女は、自分の予期通り、夫が親切に親切
を返して呉れないのを、足りない自分の不

ふゆきとどき

行届からでも

出たやうに、傍
はた

から解釈されてはならないと日頃から掛

念してゐた。（中略）「世間には津田よりも何層倍か気六

づかしい男を、すぐ手の内に丸め込む若い女さへあるの

に、二十三にもなつて、自分の思ふやうに良人を綾なし

て行けないのは、畢竟知恵がないからだ」知恵と徳とを

殆んど同じやうに考えていたお延には、叔母から斯う云

はれるのが、何よりの苦痛であつた。女として男に対す

る腕を有つてゐないと自白するのは、人間でありながら

人間の用をなさないと自白する位の屈辱として、お延の

自尊心を傷けたのである。」（四十七章）

32　1930年３月27日～10月31日『東亜日報』に連載された
長編小説。作家36才の時。

33　作品のあらすじ　⇒　高等普通学校を卒業して看護婦
になった美人の玉

オク・

貴
グィナム

男は、結婚に失敗した後、海
ヘジ ュ

州療養

院の看護婦に志願する。そこの患者として入院していた

韓
ハン・

恩
ウン

教
ギョ

は、以前、独立運動家として投獄されて釈放さ

れた人。釈放後、恋人の宋
ソン・

恩
ウン

姫
ヒ

と出会い、アメリカに留

学するが、アメリカでは恩姫の学費を稼ぐために自分は

勉強を辞めて労働で彼女の大学勉強を支援する。しかし

大学を卒業した恩姫は、お金持ちの閔
ミン・

長
ジャンシク

植に誘惑され、

恩人で恋人である韓恩教を裏切り、閔と結婚する。韓恩

教は恩姫のことで精神的な衝撃を受け、本国に戻っては

肺病にかかって、療養院に入院することになった。彼の

聖者のような人格の持ち主で、玉貴男は彼に片思いを寄

せる。彼女の思いは彼に受け入れられ、恩教は貴男と結

婚しようとする。しかし、両親の反対で恩教との結婚が

出来ず、結局　貴男と恩教の二人は江
カンウォン

原道
ド

・通
トン

川
チョン

の海辺

に小さい家を借りて一緒に暮らすことになる。貴男は恩

教の病気の世話のために献身的に尽くしていたが、ある

日そこへ、閔との結婚に失敗し、自分の罪を反省した宋

恩姫が訪ねてきて、貴男と恩姫は二人で恩教の世話をす

ることになる。そのような三角関係のなかで、ついに恩

姫は、貴男と恩教の幸せを祈る遺書を残して自殺する。

34　ハン・スンオク編著、『李光洙文学事典』、高麗大学校
出版部［韓国］、2002年、p.589

35　以下、李光洙作品の本文引用は、『李光洙全集』（三中
堂［韓国］、1974年）により、（　）は章を記す。

36　ホン・ヘォン「李光洙小説に表れた女性像と近代性」
『現代小説研究』第16号、2002.6、韓国現代小説学会、

p.117
37　1939年刊『現代傑作長編小説全集第一・二巻』に収録、

1937年「修
スヤンドンウフェ

養同友會事件」で日帝警察に検挙、半年間の

獄中生活後、病で保釈され、病状で書いた作品。新聞連

載されず、直接刊行した最初の作品。

38　作品のあらすじ　⇒　中等学校の英語教師であった
石
ソク・ス

荀玉
ノク

は、過去文学者だった安
アン・ビン

賓の文章に魅了され、彼

を思慕することになる。彼女はついに看護婦試験に合格

し、安賓の病院を訪ね、看護婦に志願するが、安賓は彼

女が看護婦に相応しくないと思って、妻のチョン・ソク

ナムに任せる。しかしオクナムは、荀玉を看護婦として

推薦、荀玉は安賓の病院の看護婦になって彼の研究を手

伝うことになる。荀玉は、安賓の未決の研究を助けるた

めに、愛してもいない詩人許
ホ・

栄
ヨン

に抱かれる。それを切っ

掛けにして、許栄は荀玉と安賓が不倫関係だという噂を

まき散らすが、その噂を聞いた安賓の妻オクナムは噂

を否定する。肺炎にかかった妻の療養のため元
ウォンサン

山に行く

が、荀玉に妻を頼んで、安賓は一人で京城へ帰ることに

なる。荀玉と一緒に暮らしてみたオクナムは、自分が死

んだ後の子供たちと安賓を荀玉に頼む。荀玉は安賓は尊

敬する方だから結婚は出来ないが、子供たちの面倒は見

てあげると約束する。オクナムが死んだら荀玉がオクナ

ムを毒殺したなど悪い噂が出回るが、荀玉は安賓と彼の

子供たちの世話のため結婚できずにいる。それを知った

友達の仁
イヌ

遠
ォン

が安賓の家族の世話を引き受け、荀玉は許栄

と愛のない結婚をする。荀玉は妻として献身的に夫に尽

くし、経済的に無力になった夫のために、安賓から医師

教育を受け、女医になる。しかし、許栄は結婚前に他の

女性との間で子供が出来ていたが、荀玉はその女性の子

供まで引き受ける。許栄と彼の母親は荀玉から生活費を

もらいながら、その女性との関係を続け、結局荀玉とは

離婚し、彼女と結婚する。 しかし妊娠した身で結婚し、
新婚旅行から戻ってくる日、許栄の新妻は下血する。荀

玉は彼女を診察するが、結局死に至り、葬式の日に許栄

も高血圧で倒れる。荀玉は中風になった許栄と病気の彼

の母親と彼の子供を連れて、北
ブッカンド

間島へ行き、娘のキリム

を産む。献身的に尽くして生きる荀玉を近所の人々は聖

女だというが、許栄と姑は彼女をいじめる。結局酷い風

邪の流行で、許栄の子供と許栄が死んだら、姑は荀玉が

毒殺したと暴れながら、結局死んでしまう。その後、荀

玉は自分を捨てて病人を世話し、ついに病気になるが、

仁遠と兄の助けで安賓が運営する北
ブッカン

韓という療養所に

移って住むことになる。 月日は経ち、安賓は60才、荀
玉は40才を越えた中年になった時、安賓は、荀玉、仁遠、
ヨンオク、自分の三人の子息、キリム、一生自分を手

伝ってきた看護婦スソンを呼び集め、身の上話をする。

そこで安賓は皆の苦労を慰めながら、「哀れな私たちが

愛と喜びのなかで正しさのために忙しく生きてこられた

のは、私たちのなかに、愛と正しさの種を与えた方（神

様であれ釈迦様であれ）と祖国様、ご両親、他人様のお

かげであって、この四つの大きな恵みを忘れなければ大

きな道を得ることになり、これに感謝できる生活が愛の
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生活、慈悲の生活である」といい、自分はこれから療養

院から手を外し、修行するという。

39　趙演鉉、「李光洙の文学」『李光洙研究（上）』、東国大
学附設韓国文学研究所編、太學社［韓国］、1984２ｐ.380
～381

40　【李光洙と漱石の啓蒙的な傾向】
　◎小説を書く動機　→　朝鮮民族のための奉仕（李光洙）

　　「私が小説を書く究極の動機は、私が新聞記者になる

究極の動機、教師になる究極の動機、私がやる凡ての作

為の究極の動機は、一致するものであり、それはつまり

朝鮮と朝鮮民族のための奉仕―義務の履行である。これ

だけで他には何もない。（中略）　民族意識、民族愛の高

潮、民族運動の記録、検閲官が許す限りでの民族運動を

讃美、もし出来るさえすれば扇動、これは過去において

だけ私の主義になったわけではなく、たぶん私の一生を

通してのことであろうと信じる。」（「余の作家的な態度」、

『東光』、1931年１月）
　◎文学者の姿勢→人生の批評として、読者を教える　

（漱石）

　　「（前略）　文学者たるもの、決し漫然と筆を執つて居

てはならぬ。文学は人生の批評と云ふではないか。趣味

の高尚とか野鄙とかを、常人よりも二倍、三倍深く観察

して、読者に之を教ゆると云ふのが、彼の任務ではない

か」（漱石、「家庭と文学」『漱石全集』第25巻（別冊上）、
岩波書店、1996年、p.233、初出：『家庭文芸』１巻２号、
明治40年２月１日）

41　シム・ジンギョン「女性と戦争―雑誌『女性』を中心
にして」『韓国文学の研究』第34集、韓国文学研究学会［韓
国］、2008.2. p.192

42　金子弥生、「「家庭の天使」から「新しい女」へ」『学
苑』英米文学紀要、平成15年４月号、昭和女子大学、p.113

～116
43　 香川せつ子訳、『ヴィクトリア時代の女性と教育―社
会階級とジェンダー』、ミネルヴァ書房、1999年３月、
p.6

44　広瀬玲子、「日清・日露戦間期における女性論―総合
雑誌『太陽』にみる争点」、早川紀代　外編、『東アジア

の国民国家形成とジェンダー』、2007年７月、青木書店、
ｐ.43～44

45　B.エーレンライク、D.イングリシュ著、長瀬久子訳、
『魔女・産婆・看護婦―女性医療家の歴史』、法政大学出

版局、平文社、1996年２月、p.54
46　村瀬士郎「〈食〉を〈道楽〉にする方法―明治三〇年
代消費生活の手引き」金子昭雄他『ディスクールの帝

国―明治三〇年代の文化研究』、新曜社、2000年４月、
p.174～177

47　亀山美知子『近代日本看護史Ⅳ　看護婦と医師』、ド
メス出版、1985年８月26日、p.169、p.279

48　『女学雑誌』第百十ニ号、明治34年１月、博文館、p.40
～41

49　『家庭雑誌』第四巻第四号、明治39年４月１日、由分社、
p.17～20

50　キム・ヘス「新女性も「月」を食べるしかなかっただ
ろうか」、イ・ベヨン他『我が国の女性はどのように生

きていたろうか』②、青年社［韓国］、2000年、p.54～
55

51　メン・ムンジェ編『韓国近代女性の日常文化』⑤「結
婚」、国学資料院［韓国］、p.160、p.412

52　イ・コンメ、前掲書、p.123
53　「賢母良妻」→「良妻賢母」の韓国式名称

54　キム・ヘギョン、『植民地下、近代家族の形成とジェ
ンダー』、創批［韓国］、2006年９月

イー　ナングム／お茶の水女子大学大学院　人間文化研究科　国際日本学専攻　博士後期課程３年


