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研究成果の概要（和文）：本研究は二段階に分ける。第一段階では19世紀後半期の中国知識人が著した海外旅行
記の成立・出版・流通を手がかりに、東アジア知識人が西洋を見る際のバイアスをあぶり出し、彼らの知識を生
産・共有したあり方を明らかにした。斌椿『乗槎筆記』の日本における翻案と受容を考察し、日中知識人が海外
旅行記の共有を通して、シンクロニックな知識圏域を形成したことを指摘した。第二段階では、20世紀前半期の
中国作家、張資平、凌叔華、潘柳黛を中心に、彼らの移動と文学活動との関わりを考察した。緊張が高まる日中
戦争期、作家たちが自身の日本体験を踏まえつつ、ナショナル・アイデンティティを乗り越えて創作活動を行っ
たことを評価した。

研究成果の概要（英文）：This study consists of two stages. The purpose of the first stage is to 
analyze the overseas travel writings of Chinese intellectuals in late Qing dynasty from the 
perspective of comparative literature.Focusing on Bin Chun's Chengcha biji, the author examines the 
translation and publication of this overseas travel literature in Japan and draws the following 
conclusions: thanks to the sharing and circulation of Chengcha biji among Japanese intellectuals,
East Asian intellectuals formed a synchronic knowledge structure. In the second stage, this study 
focuses on analyzing the experience in Japan of Chinese writers such as ZHANG Ziping,ZHANG Kebiao, 
LING Shuhua,  PAN Liudai.By reviewing their work depicting the communication between Chinese and 
Japanese, the author finds there are some excellent fictions trying to overcome writers’ 
nationality despite the tension from the Sino-Japanese war. As such, it is worth re-evaluating their
 significance of the history of modern Chinese literature.
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研究成果の学術的意義や社会的意義
近代日中両国における「物」と「人」の移動を手かがりに、近代日中両国の交流の実相を浮かび上がらせた。ま
ず、19世紀後半期の中国知識人の海外旅行記が、日本でどのように流通したのかに光を当て、新たな角度から近
代日中交流の実態を明らかにした。また、日中戦争期に日本に協力したことで長い間正当に評価されてこなかっ
た作家張資平、章克標の文学について、ナショナル・アイデンティティの問題と絡めながら再評価を試みた。さ
らに、中国現代文学史で過小評価された作家潘柳黛の文学活動をジェンダーの視点で捉え直し、中国現代文学史
の再考に貢献した。また、小田嶽夫「望郷」を分析し、戦後知識人のアイデンティティの問題を提起した。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 

20 世紀前半期の中国人の日本留学を研究しているうち、清末の知識人の海外旅行記に対して関
心が高まり、本研究を始めた。清末中国人の海外旅行記に関する研究は、主に知識人の西洋への
眼差しと近代化に対する認識が問われてきたが、日本との関わりという視点が欠落している。こ
のような研究の現状に鑑み、比較文学の視点から日本との関わりに注目しつつ、中国人の海外旅
行記の解読を試みることで、近代以降、東アジアにおける知識の流通と共有のありかたを明らか
にしようとしたのが本研究開始当初の背景である。 

 

２．研究の目的 

本研究は二段階にわける。第一段階では、19 世紀後半の「物」の移動を中心に、新聞メディア・
出版ジャーナリズムとの関連を視野に入れながら、清末の海外旅行記の生成過程を検証し、それ
らの日本における出版の実態を究明する。これによって、清末の海外旅行記の出版・流通のあり
ようを明らかにし、東アジアにおける知識の流通を明らかにすることが目的である。第二段階で
は、20 世紀前半期の中国知識人の移動・留学を中心に、張資平、章克標、潘柳黛など、従来あ
まり評価されてこなかった作家たちの日本体験を踏まえ、彼ら／彼女らの創作活動における日
本との向き合いかたを考察することで、ナショナル・アイデンティティを乗り越えようとした彼
ら／彼女らの文学の意味を問い直すことも目的とする。 

 

３．研究の方法 

①日本・中国の大学・公共図書館や研究機関に所蔵される斌椿『乗槎筆記』の版本を蒐集し、
『乗槎筆記』の出版状況を確認したうえで、それらと日本の翻刻版との比較を行い、相違を
分析する。 
②章克標が関わった出版活動を踏まえ、モダニズムの手法を取り入れて中国農村の女性を描く
方法を分析する。 

③郁達夫や、張資平の留学を念頭に置きつつ、現代中国作家が描く日本女性像を比較・分析
する。また、満州事変前後の中国の抗日文学を踏まえ、凌叔華の短編小説「千代子」の創作背景
と意味を論じる。 
④1940 年代上海「小報」の記事を精察し、潘柳黛の代表作『退職夫人自伝』における女性作家
の「自己演出」を考察する。 
⑤戦後華僑の帰国問題と対照させつつ、小田嶽夫の中編小説『望郷』の意味を論じる。 
 
４．研究成果 
 
①斌椿『乗槎筆記』を一例に、同時代の日本における海外旅行記の流通と受容について、中
国文芸研究会例会（於関西学院大学、2019・9・29）で発表した。『乗槎筆記』のさまざまな
バージョンをもとに、その出版状況を明らかにし、『乘槎筆記』は現在の読者の想像を超え
て、当時人気を博していたことを明らかにした。さらに、日本での翻刻版（重野安繹閲、大
槻誠之訓点、袋屋亀次郎書肆、1872 年）における岡鹿門による「序」を手がかりに、日本に
おける『乘槎筆記』の流通と受容の問題を考察し、『乘槎筆記』の翻刻の背景の一つに『日
清修好条規』の締結があることを指摘した。また、翻刻の特色――挿絵に注目し、日本人の
関心や西洋を見るときのバイアスも浮き彫りにした。以上の口頭発表の内容は、今後、論文
として発表する予定である。 
②章克標の初期の創作活動について、中国文芸研究会例会（於関西学院大学、2019・1・27）
で報告した。『章克標文集』に収録された小説を整理し、旧式の結婚制度への批判や真の愛
への追求、また女性のあり方に関心を持っていることが章克標文学の主要なモチーフであ
ることを明らかにした。そして、『金屋月刊』に載せた文章を取り上げ、章克標があらゆる
流派を超える真の芸術を目指したことを確認した。最後に、短編小説『秋心』や『春曲』、
長編小説『銀蛇』における「寡婦」の描写に注目し、章克標の描く「寡婦」の欲望について
触れた。1920 年代の「寡婦」表象について、今後さらなる研究が必要である。 
③国際シンポジウム「Young Scholars’Forum in Chinese Studies 2019」（於香港中文大学、
2019・5・24）では、「中国近代文学における日本人女性の表象――1920〜1930 年代の作品を中
心に――」というタイトルで発表した。本発表では、中国近代文学作家（張資平、崔万秋ら）の
作品における女性像が、強国日本の記号としての傲慢な日本人女性から、冷静な目で国家と個人
の問題を見るそれへと変化したことに注目し、彼らが文学において中日関係とどう向き合った
かを検討するとともに、ナショナリズムを乗り越えて日本人女性を描いた彼らの試みを評価し
た。また、論文「想像としての纏足――凌叔華「千代子」を読む――」（『論潮』第 12号、2019・
7）を執筆し、中国人女性の纏足問題を扱った。本論文では、西洋近代の文明観念を受け入れた
男性知識人の、その纏足女性に対する嫌悪と隠蔽とは異なり、凌叔華は纏足の女性の日本での経
験を描写し、国家・政治の権力配置に組み込まれた女性の身体を解き放たせたとして、『千代子』
の批評性を論じた。 
④日本現代中国学会 2019 年度全国学術大会（於関西学院大学、2019・10・20）では、企画
者として「二〇世紀華人女性作家の自伝体作品を読む――恋愛・漂泊・アイデンティティ―
―」というパネルを組み、女性作家、潘柳黛の小説（『退職夫人自伝』、『一個女人的伝奇』）



を主な対象として、1940 年代の女性が自己を語る方法や当時の恋愛・結婚と離婚のナラテ
ィブについて発表した。さらに、発表内容に基づいて論文「撹乱されるジェンダー：潘柳黛
『退職夫人自伝』試論」（『野草』第 104 号、2020・3）を執筆した。本論文では、プライヴ
ァシーを告白しながらジェンダーに挑戦する潘柳黛の戦略を究明したうえで、同じく離婚
を語る自伝的小説、蘇青『結婚十年』と比較することで『退職夫人自伝』の位置づけを試み、
潘柳黛の再評価を行った。 
⑤「東アジアと同時代の日本語文学 2019 台北大会」フォーラム（於台湾東呉大学、2019・
10・26）で、小田嶽夫の文学についてパネル発表に参加した。本発表では、戦後の華僑の帰
国状況を踏まえ、東西冷戦の構造に組み込まれた日本・中国・台湾の関係下では、華僑の帰
国が極めて困難な状況にあったという「望郷」の社会的背景を新たに明らかにした。その上
で、陳舜臣や凌星光などそれぞれ異なる立場に立った華僑に注目し、「帰国」に対する華僑
の複雑な思いを指摘した。そして、当時の歴史的背景を踏まえて黄景林の人物設定を分析し、
陶晶孫との類似性を指摘した。西湖を訪れることを望みながらも簡単には中国へ帰れない
黄景林の境遇は、戦後の華僑の状況を彷彿とさせるところがあるが、小田は混血児の設定を
用いて黄景林のアイデンティティを揺るがし、ナショナル・アイデンティティに困惑する
人々の姿を浮かび上がらせた。この発表を基に、論文「海を渡れない――小田嶽夫「望郷」
を中心に――」（『跨境・日本語文学研究』第 10 号、2020・6）を執筆した。 
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