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日本比較文学会中部支部 2016 年 春号 

  
巻頭言 

日本比較文学会第 39 回中部大会シンポジウム報告 

長澤唯史 

 

 昨今喧しい文学部不要論はとうとう、国立大学における人文社会系学

部・学科の統廃合や改組という具体的な施策の段階へと至った。名古屋

大学大学院における人文系の再編にみられるような学際的・横断的な学

問・研究に対する要求は高まり、そうした方向への動きは今後ますます

加速していくだろう。その良し悪しは別として、この新時代の文理融合

研究のモデルとして、ＳＦをコモンコンテンツとする研究の可能性を探

る、というのが今回のシンポジウムの出発点であった。 

 シンポジウムの概要にも書いたように、これまでのSF コンテンツ（小

説、映画、アニメ、マンガ、その他）についての学問的アプローチは、

文学研究や社会学的研究が主であった。だがSFというジャンルそのもの

には、社会・人間・科学などの未来や可能性を探るという、旧来の芸術

表現とは異なる志向性があり、様々な学問領域からのアプローチが可能

である。故小松左京はかなり早い時期から、「ＳＦ学部」という領域横

断的・学際的な学部を提唱していた。複層的で多面的な対象に対しての

新たなアカデミック・アプローチを行うことの重要性と可能性は、良く

も悪くもマクロな視点に立って人間社会を俯瞰するＳＦというジャンル

にある、ということだ。 



                                  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

そこで今回は、アメリカ文学、日本研究、科学技術社会論の研究者がそれぞ

れの専門分野からSFやメディアにおける科学とDisaster（災厄）の表象につい

て、その検討や分析などを行い、対話を通じて文理融合、学際領域研究の可能

性を探ってみた。 

まずは長澤が、ＳＦはリアリズム文学と本質的に異なる方法で、人類や人間

社会の歴史的変化を反映する表現形式である、という近年のＳＦ研究の見地に

立ちながら、人間の現実認識そのものが科学やテクノロジーと切り離せなくな

った19世紀後半以降、災厄表象はSFにおいて重要なものとなったことを指摘し

た。そしてこの災厄表象と文学的洗練の結合例として、Cormac McCarthyのThe 

Road (2006) とSteve EricksonのOur Ecstatic Days (2005) を採り上げ、人間を

超えた「世界」そのものの継承や、個人の心象風景が現実世界を侵食していく

様をシュールレアリスティックに描くものとして紹介した。 

日本ＳＦ、とくに荒巻義雄の思弁的小説の研究を専門とするドゥニ・タヤン

ディエー氏は、エドマンド・ハミルトンの「フェッセンデンの宇宙」（1937）

や梶尾真司の「玲子の箱宇宙」（1981）などの宇宙論を題材とした作品の比較

検証を通じて、ナノテクノロジーなどの新たな科学的知見がいかにフィクシ

ョンの想像力を変革してきたかについて論じた。 

一方、科学技術社会論とメディア分析を専門とする標葉隆馬氏は、東日本大

震災の被災地、福島県南相馬市の被災状況と現地の最新情報を紹介しながら、

メディアにおける報道の在り様が、地震や津波の被害や被災者についてではな

く、原発事故と放射能汚染に偏頗している現状を数値やその分析で見事に解き

明かし、「被災現地と中央のメディアにおけるアジェンダ構築プロセス上の（権

力）格差」を暴き出した。 

それぞれの発表は独立した題材とテーマ、問題意識に則ったものであった

が、このシンポジウムを通じて見えてきたのは、科学やテクノロジーと「物

語」の関係性ではなかっただろうか。人間は物語に依存する生き物であるが、

それがややもすると構築しかねない自閉的な世界を打破するための一つの手

段として、科学やテクノロジーをどう人文学が受け入れていくかについて考

えるきっかけを得られたのではないかと自負している。 
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日本比較文学会 第 40 回中部大会のご案内 

 

 

日時：２０１6 年 5 月 14 日（土） 

場所：名古屋大学文系総合館カンファレンスホール 

〒４６４-８６０１ 名古屋市千種区不老町 地下鉄名城線「名古屋大学」駅下車 

名古屋大学ＨＰ 東山キャンパスマップ Ｂ４④の建物です。 

http://www.nagoya-u.ac.jp/access-map/index.html/ 

 

１１：３０－１２：５０ 幹事会（文系総合館７階オープンホール） 
       ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
  
 大会進行： 愛知学院大学 岩田 和男  
１３：００  開会の辞 愛知県立大学 松本 三枝子 
 
１３：１０－１４：４０  研究発表（発表 30 分、質疑応答 10 分） 
 

  1. 中里恒子／川端康成『乙女の港』における少女表象 

      発表： 名古屋大学（院） 鄒 韻 
司会： 龍谷大学   メベッド シェリフ 

  2. 高山樗牛におけるハイネ受容 ——国民国家確立期の〈個人主義〉—— 

発表： 岐阜大学    林 正子 
司会： 名古屋工業大学 藤岡 伸子 

（休憩 10 分） 
 
１５：００－１７：２０  シンポジウム 

「戦時期日本における半植民地・植民地の音楽・舞踊表象」 

司会・パネリスト：名古屋大学 星野 幸代   

 パネリスト：関西学院大学 西村 正男 

      東京藝術大学 葛西 周 

１７：２０  閉会の辞：  京都女子大学 武田美保子 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 
１７：２０  総会（会計監査報告）    名古屋大学 星野 幸代 
１８：００  懇親会     司会：   愛知県立大学 工藤 貴正 

 （グランピアット山手通店：名古屋市昭和区 1-24 052-834-8973） 
 

【日本比較文学会会員以外の方々のご来場も歓迎いたします。】 
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第 40 回中部大会 シンポジウム 

 

「戦時期日本における半植民地・植民地の音楽・舞踊表象」 

 

「大東亜共栄圏」の文化建設が提唱され、文化統制が急速に進行するなかで、共

栄圏の実現可能性を信じた日本の文化人たちもおり、また或る者は「内発的な表

現を断念し時局の拡声器となりながらもせめてその時代の肉声を残す」（池田浩

士編著『大東亜共栄圏の文化建設』2007）ことを選択した。一方で半植民／植民

下の表現者たちは、如何に「東亜の芸術」の名目のもと自らの民族性を標榜でき

るか模索した。本シンポジウムでは、日中戦争期に日本・半植民地・植民地にお

いて如何なる流行歌曲、レビュウ、モダンダンスが発信され、受容されたかを史

料で再現しつつ、文人たちがそれらを如何に著したか、それぞれの立場と目的を

背景に考察する。すなわち戦時期の日本人および被植民側が、如何に身体メディ

アによってパフォーマンスし、それらは如何に文字テクストで表象されたのか、

この双方向から検討したい。（文責・星野幸代） 

「日本人によって記され歌われた中国流行歌」 

                西村正男（関西学院大学） 

発表者はこれまで 20 世紀前半の中国における流行歌史に関心を抱いてきた。本報

告では、それら中国の流行歌が日本においてどのように受容されたかを検討する。

中国初の流行歌とされる「毛毛雨」(1927)は岸田辰彌による宝塚少女歌劇『ミス上

海』(1931)において使われた。1935 年のモスクワ映画祭で名誉賞を得た映画『漁光

曲』の同名主題歌(1934)は、阿部知二『北京』(1938)の中に描かれ、また尾崎秀実か

らも民衆の苦悶を描いた楽曲として高く評価された。同曲は李香蘭も日本語版「青

い月の夜に」(1940)としてカバーしている。カバーといえば、「何日君再来」(1937)

は渡辺はま子が同題で 1939 年に日本語カバーを吹き込んでおり、これが(植民地台

湾を除けば)日本における中国流行歌の最初のカバーレコードであろう。「天涯歌

女」(1937)は尾崎秀実の他、北京在住の著作家・村上知行も言及している。本報告

では、このような日本における中国流行歌の受容状況を整理した上で、その受容の

あり方の特徴について考察したい。 
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「レビュウのなかの「外地」—日中戦争期の宝塚歌劇を中心に」 

葛西 周（東京藝術大学） 

 時局に即した内容の創作があらゆる分野において奨励された戦時期、宝塚歌劇で

も軍国主義的な性質を持つ作品が次々と発表された（Robertson 1998、戸ノ下

2014）。それらのいわば国策物にはしばしば軍歌が盛り込まれ、戦地の様子や銃後

の生活が描かれたが、なかには「満洲より北支へ」（1938）「揚子江」（1938）「モン

ゴール」（1942）「北京」（1942）といった「外地」を題材とした作品も散見される。

そこで本研究では、日中戦争期に日本で制作・上演されたレビュウを考察対象とし、

物語内容に加えて視覚的・聴覚的要素に着目しながら、そこでの「外地」表象がい

かなるものであったかを明らかにする。 

 また、同時期には歌劇団による慰問活動も積極的に実施されており、中国北部や

満洲、朝鮮へも慰問団が派遣された。慰問報告や旅行記などを史料として、当時の

舞台関係者たちが「外地」をいかに眼差していたのかを、並行して検討したい。 

 

「日本・中国・台湾人作家の表象した舞踊家・崔承喜」 

星野幸代（名古屋大学） 

本報告は、戦時日本で活躍した朝鮮の舞踊家・崔承喜（1911－69？）に関する日

本及び植民・半植民地の作家による文章を取り上げ、表象された／されなかったも

のを検討する。崔承喜について、川端康成の一連の言及については研究の蓄積があ

る。本研究ではそこに日本統治期台湾の代表的作家のひとり呂赫若（1914－51）、

占領下上海の人気作家・張愛玲（1920－95）による崔承喜像を対照させる。呂赫若

は東京宝塚劇場の声楽隊としてステージに立ち、崔承喜と同日舞台に立った。それ

らの経験から書かれた小説「山川草木」（1944）で、ヒロインは「台湾の崔承喜」に

なると宣言するが挫折する。張愛玲は「皇軍慰問」に来た崔承喜と座談会で同席し

たにも関わらず、舞踊エッセイで崔への言及を避けた。いっぽう、上海で見た東宝

舞踊隊レビュウは詳しくレポートしている。本発表では呂赫若、東宝舞踊隊の公演

も顧みつつ、当時の日・中・台の作家は崔承喜のパフォーマンスを如何にとらえて

いたのか考察したい。 
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第４０回中部大会 研究発表要旨 

中里恒子／川端康成『乙女の港』における少女表象 

        鄒 韻  （名古屋大学大学院） 

 「少女」の概念は少女雑誌の誕生とともに生成していった。本発表は昭和前期の少女

雑誌である『少女の友』に掲載された川端康成と中里恒子共同執筆の人気小説ー『乙女

の港』を中心に、中原淳一の挿絵を対照しながら、テクストおよびヴィジュアル・イメ

ージにおける少女表象を検討する。さらに、当時少女小説に溢れていた物語のモチーフ

であった「エス関係」、いわゆる女性同士の恋に着目し、テクストにおけるその発生と

終結を解読する。疑似恋愛の女性同士の絆を描いている少女小説は男性を排除し、少女

しかいない純潔的かつ閉塞的な空間を演出していると考えられる。最後に、『乙女の

港』で挙げられているフランス小説—『狭き門』と『ポオルとヴィルジニイ』に着目

し、「エス関係」と対照しながら、少女の恋愛が許されなかった当時の日本社会におけ

る精神的な恋愛（spiritual  love）及び「純潔」規範が、『乙女の港』のテクストに如何

に反映されているのかを読み取ろうと試みる。 

 

高山樗牛におけるハイネ受容 ——国民国家確立期の〈個人主義〉—— 

 林 正子 （岐阜大学） 

 森鷗外、田岡嶺雲、尾上柴舟、石川啄木、生田春月ら、明治・大正期の作家の

ハインリヒ・ハイネ受容については、初期の『歌の本』（Buch der Lieder  1827

年）を代表とする抒情詩人としての側面を中心に語られることが多く、後年の革

命家、社会主義者としてのハイネからの影響については論じられることが少なか

った。今回対象とする高山樗牛についても、その随想「わがそでの記」（明治 30

年）に、「月の夕、雨のあした、われ「はいね」を抱きて共に泣きしこと幾たび

か」といった感傷的なハイネ像が投影されている。しかしながら、樗牛は、星菫

調に憧れた多くの青年たちをその美文によって感動させる一方、現実的政策的意

図をもって国家主義「日本主義」を提唱している。本発表では、博文館発行の総

合雑誌「太陽」文芸欄主筆期の樗牛の言説をたどることによって、国民国家確立

期の〈個人主義的国家主義〉から〈絶対主義的個人主義〉への樗牛の思想的展開

に、ハイネの精神遍歴との類縁性を考察することをめざしている。 
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支部長便り 

松本 三枝子 

 大学で文学を教えるようになってから、30 年余りが経っている。自分自

身が本を読むことが好きであったり、小説を読むことで自己解放感を味わ

ったりしたので、学生たちが文学に関心を持たないことが不思議であった。

しかしながら、彼らには文学嫌いになる、少なくとも文学好きにはなれな

い明確な理由がしかも共通する原因がある。それは夏休みなどに課される

読書感想文である。指定図書を読んで自分の感想を求められる課題である。 

 文学研究ならいざ知らず、文学に指定図書や宿題を課すことに何の意味

があるのだろうか。公平な評価をするためには、図書を限定した方がよい

という教育的な判断であろうか。しかし、それが結果としては、ためには

なるが面白くはない本を読まされ、挙句の果てに有益であったという感想

を求められ、文学を楽しむよりも課題としての文学体験という負の結果と

なっているのではないだろうか。 

 このような状況下で、大学で英文学を教える立場にあるものは、まずは

英文学が面白いことを周知することが必要になる。少なくとも、かつて行

われていた精読や逐語訳という方法だけでは、とても通用しない。作品世

界の中で面白さを指摘するにしろ、社会や歴史との関係で作品の魅力を語

るにしろ、教える側が面白さを語る力が求められている。以心伝心では通

用しない。文学で身を立てている我々の側の分析力とコミュニケーション

能力が問われていることになる。アメリカの大学テキストとして、

Understanding Poetry (1933)、Understanding Fiction (1943) を出版し

たNew Criticismの批評家であるCleanth BrooksやRobert Penn Warren

はその後の文学研究そのものにも大きな影響を与えた。彼らの方法論の是

非はともかく、昨今では日本の学会でも大学で文学を教えることの意味

や、教材としての文学の価値を問い直すシンポジウムなどが企画されてい

る。我々比較文学会でも同様の傾向がある。積極的に参加して文学の面白

さを教える意味を共有したい。 
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2016 年度の中部支部役員 

 

支部長： 松本三枝子（愛知県立大学） 
代表幹事： 福田眞人（名古屋大学） 
事務局長： 星野幸代（名古屋大学） 
編集委員長： メベッド・シェリフ（龍谷大学）） 

会計監査： 田所光男（名古屋大学） 

幹事： 

岩田和男 （愛知学院大学） 林正子  （岐阜大学） 

工藤貴正 （愛知県立大学） 平林美都子（愛知淑徳大学） 

小松史生子（金城学院大学） 藤岡伸子 （名古屋工業大学） 

杉浦清文 （中京大学） 星野幸代 （名古屋大学） 

武田美保子（京都女子大学） メベッド・シェリフ（龍谷大学） 

長澤唯史 （椙山女学園大学）  
  

※支部運営についてのご意見やご提案など、役員の誰にでもお気軽にご連絡
下さい。研究発表のお申し込みも随時受け付けております。また、みなさま
のご意見・ご連絡等をコンスタントに集約するため、メールでの連絡窓口も
設けています。hikaku-chubu@googlegroups.com をご利用下さい。 
 

事務局からのお願い 

 

■ご異動、お引っ越しなどに伴う登録情報の変更について： 

 ご異動、お引越しなどに伴う登録情報の変更がありましたら、速やかに本
部事務局長 中直一先生（naka@lang.osaka-u.ac.jp）までご連絡をお願いい
たします。例年、本部より「最新版」名簿が送付されてきますが、中部支部
ですでに把握している新しいご住所が反映されていない場合があり、照合や
修正に手間取ることが多くなっています。ご面倒ですが、本部へも直接ご連
絡下さいますよう、どうぞ宜しくお願いいたします。 
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