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研究成果の概要（和文）：東ドイツ文学の通史的な文学史把握を批判的に補完するクロノトポス的な考察方法を
提示できた。党の文化政策に規定された東独文学にあって、1970年代以降の地下出版文学は小さな「公共性の孤
島」を作り出した。そこでは社会的、政治的、経済的なヒエラルキーも国家のイデオロギー言語も完全に放棄さ
れた。西側市民社会の「公衆の原理的な開放性」（ハーバーマス）とは違い、芸術家だけからなる小さなサーク
ルは「公共性の孤島」と呼ぶのがふさわしい。その性格を考えるに当たって、バフチンの「クロノトポス」を基
本に、フーコーの「ヘテロトポス」やユートピア的なクロノトポスなどを取り込み、概念の精密化にも大きく貢
献することができた。

研究成果の概要（英文）：The aim of the project was to develop a chronotopological historiography of 
the GDR-literature that avoids teleological implications such as a certain development or decline. 
My initial research was concentrated on the concept of chronotope, but in contrast to other’s 
inquiries on GDR-literature, which draw on Bakhtin’s concept of the chronotope, my project studied 
the function of the so-called samizdat literature of the 1980s in the GDR by using Foucault’s 
concept of heterotopy. Following further research in German archives, I presented the results of my 
research at a workshop in June 2015 and organized a symposium on the “literary public in the GDR”.
 In June 2016, I attended the conference “Uwe Johnson in his time” in Rostock presenting a paper 
on the narrative techniques of Johnson’s novel “Jahrestage” which analyzed the heterotopological 
moments on the basis of the space-time relations in this singular literary work. 
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
本研究は、壁崩壊から四半世紀を経た今日に
なってもなお東ドイツ（ＤＤＲ）文学の研究
が「方法論的な未開地」に置かれたままだと
いう苦い認識を出発点とした。その原因とし
て一つには国家としてのドイツ民主共和国
消滅後も、相変わらず東ドイツ文学は継続し
ているとする立場があるなど、対象領域の境
界が明確に定められていないということが
あげられる。 
もう一つには、ＤＤＲ文学研究がまごうかた
なく方法論上の行き詰まりを見せている点
がある。確かに、ヴォルフガング・エメリヒ
の浩瀚な『東ドイツ文学小史』（1996）は定
評のある文学史記述であることは間違いな
いが、ユートピア的な政治経済的コンセプト
に立脚した特異な現象として文学をとらえ
るその方法論には決定的な限界があると言
わざるを得ない。 
本研究では、「小説の筋のなかに含まれてい
る基本的な出来事を組織化する中心」と捉え
られる、時間と空間を組み合わせたバフチン
の「クロノトポス」という概念を援用するこ
とで、硬直化したＤＤＲ文学研究に一石を投
じることがもくろまれた。その際、バフチン
とは違って、対象を小説に限定はせず、詩や
劇などさまざまな文学ジャンルのなかでも
実践されている、時間ならびに歴史を空間表
象に折り込んで表現していく独特な手法に
着目した。そうすることで東独文学を政治な
ど文学以外の観点と切り離し、ひたすら文学
技法の観点から美学的に再評価しようとし
たのだった。 
これまで研究代表者アルネ・クラヴィッター
も分担研究者山本浩司も、この概念をシュテ
ファン・ハイムやフォルカー・ブラウン、ヴ
ォルフガング・ヒルビッヒといった個別作家
研究に適用して有効性を試してきていた。そ
れら個別研究の成果を前提としつつ、本研究
では、冷戦時代のイデオロギー対立から自由
な発想にたつポストＤＤＲ時代の作家たち
による回想的な文学にも「クロノトポス」概
念を適応するなど、対象となる作家や時代を
拡大し、「クロノトポス」がＤＤＲ文学とポ
ストＤＤＲ文学を分析にどこまで有効かを
検証しようとした。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、東ドイツ文学研究およびそ
の文学史記述に新たな方法論的視座を提供
することにあった。具体的には、政治的単位
としての「東ドイツ」と癒着し、目的論的思
考にとらわれてきた従来型の社会政治史的
記述からの脱却を図り、なおかつそのアンチ
テーゼとしての作品内在的な個別研究にも
とどまらない包括的な視点を獲得すること
を目指すものだった。 
このような研究の方針にとって有用なツー
ルとなるのが、時間を空間のなかに折り畳む
「クロノトポス」というバフチンの概念であ

った。この概念をミッシェル・フーコーの「ヘ
テロトポス」など空間にかかわる新しい考え
方とも組み合わせながら応用することによ
って従来のＤＤＲ文学史につきまとったヒ
エラルキー的発想が再編成され、文学史をさ
まざまな「クロノトポス」が併存する場とし
て提示することが可能となることが大いに
期待された。エメリヒの他、ボセ、オストハ
イマーらの先行研究を批判的に継承発展さ
せることで、「クロノトポス」概念を精緻化
することも求められた。 
壁崩壊２５周年を迎え、冷戦期の東西イデオ
ロギー対立から自由になる時間的距離が生
まれつつある今日、クロノトポスを手掛かり
とした文学史の再編という研究を行うため
の機は熟しており、ドイツから空間的に離れ
た地の利を生かし、アジアやオセアニアの研
究者たちとも共同研究を進めながら、ＤＤＲ
文学研究に一定の蓄積のある日本人研究者
とも協働して、文学史の総体に迫るアプロー
チを推進し、本共同研究の成果を世界に向け
て発信することを目指した。 
 
３．研究の方法 
２５年間の時間的距離とアジアのなかの日
本という空間的距離から眺めることによっ
て初めて可能になる東ドイツ文学の総体的
見直しを試み、とりわけその成果を世界に向
けて発信していくという目的を実現するた
めには、ドイツ文学研究の国際共通語である
ドイツ語を使用して、研究組織内外での発表
やディスカッションを行ない、研究成果を発
表していくことが重要だった。このため、研
究組織内の共通言語はドイツ語として、国内
外の研究者との意見交換を重視した。また、
こうした国際共同研究の場に大学院博士後
期課程の学生たちも取り込むことで、日本の
若手研究者ら後進の育成にも資することが
できた。 
もちろん研究組織内外で活発なディスカッ
ションを進めるためには、対象となる東ドイ
ツ文学の一次文献や蓄積が進んでいる二次
文献の収集と読み込みがきわめて重要であ
ることは言を俟たない。とりわけ、ＤＤＲの
公共性の独自のあり方を正しく理解するた
めに研究の重点項目の一つとなった地下出
版雑誌（ザミスダート文学）は、政府公認の
公式販売ルートにのっておらず、すでに多く
が散逸してしまっているため、ドイツの図書
館や専門資料館での長期間にわたる資料調
査が必要不可欠であった。そこで特に重点的
に収集したのは「Entwerter/Oder」 (1982 以
降), 「Anschlag」 (1984-88), 「Mikado」 
(1983-87), 「Schaden」 (1984-87), 「Liane」
(1988-89), 「 Braegen 」 (1989) 
「Ariadnefabrik」(1986-89)などの雑誌であ
る。 
それとともに、ＤＤＲ文学研究の最先端の成
果に通じておくために、ドイツ語圏、特にベ
ルリン、ロストック、ハレなどの東ドイツ文



学を専門とする研究者たちとの意見交換す
ることも重要であった。また、アジア、オセ
アニア地域の東ドイツ文学研究者たちとの
交流を通じて、ドイツ国内の議論では抜け落
ちがちなＤＤＲ文学の側面に対しても意識
を向けることができた。国際的な共同研究は
アジアゲルマニスト会議のほか、さまざまな
国際学会で推進することができた。 
 
４．研究成果 
バフチンやフーコーの時間と空間に関する
理論を、エメリヒ、ボセ、オストハイマーら
先行研究を押さえながら詳細に検討するこ
とから出発した。東ドイツ文学は壁で区切ら
れた閉鎖的な政治空間で発展してきたとい
う独特な特徴がある。このＤＤＲ文学におけ
る時間と空間の関係を時代やジャンルを問
わずさまざまな文学テキストに即して分析
し、そうしたケーススタディを積み重ねてい
った。 
特に、公認のドイツ文学史から抜け落ちてき
たという意味で、文学史の読み直しにあって
重要な位置を占めるアヴァンギャルド的な
文学の可能性を探ることに重きを置いた。特
に 80 年代に地下出版されたザミスダート文
学の検討を通じて文学史から漏れた作品を
掘り起こすために、ドイツの図書館やアーカ
イブでの資料調査研究を推し進め、独特な形
式と内容との結合によって、新しい媒体が生
まれていく過程を追跡することができた。 
これらの非公認の雑誌媒体には、実験的な抒
情詩が多く発表された。二重にも三重にも意
味をかけたそれらの詩的テキストには、さま
ざまな政治的・詩学的な含意があり、言語的
なヘテロトピアという観点から分析するの
にきわめて適していた。それと同時に、
「Ariadnefabrik」などの雑誌に発表された
綱領的なテキストを分析することで、ポスト
構造主義理論に深く関わり党公認の文化政
策に相入れないような新しい美的傾向を突
き止めることもできた。この理論的関連につ
いては、論文「ディスクールトポロジー−−−
文学的なテキストのディスクール分析的な
研究について」（独文、「早大文学研究科紀要」
2016）で取り上げた。 
こうして地道な研究の結果、これまでの通史
的な文学史の把握では抜け落ちがちな側面
に光を当てることに成功し、クロノトポス的
な観察方法の有効性を提示することができ
た。よく知られるとおり、ＤＤＲ文学は、何
よりも検閲と党主導の文化政策によって規
定されていたが、クロノトポスに着目すれば、
そうした網をかいくぐって読者聴衆を見つ
けだし、小さな「公共性の島」を作り出す可
能性が同時にさまざまに存在したことが明
らかになった。特に１９７０年代以降に活発
になったいわゆるザミスダート（地下出版）
文学は、１９世紀ロシアに起源を持ちながら、
オルナタティヴな公共空間を作りえたとい
う点でもっと注目されなければならない。 

しかも、このような「公共性の島」は歴史的
に見て、１８世紀、１９世紀のサロン文化や
雑誌文化に通じるところがあり、そうしたも
のとの比較考量も重要な課題と受け止め、本
研究では特に１８世紀の匿名の書評誌など
過去の雑誌文化との関係で、東ドイツにおけ
るザミスダート文学独自の特徴を捉えるこ
とに努めた。 
この非公式の「公共の場」では、社会的、政
治的、経済的なヒエラルキーは取り除かれ、
構成メンバーの対等な関係が保証されてい
た。国家のイデオロギー言語にしてもここで
は完全に排除されることができた。そこで議
論されたのは公式の場では語り得ない政治
上文学上の主題で、これによって党公認の
「公共性の場」の欠落を補完するという役割
を果たした。 
これは多くの点で西側市民社会の公共性と
も共通するが、「公衆の原理的な開放性」（ハ
ーバーマス）とは違って、東ドイツの規模の
小さなサークルでは反体制的な文学者たち
による閉じた組織にとどまっていた。それゆ
えに本研究ではこの独自な空間を「公共性の
島」と呼んで、その時代とともに変化してい
く様相を取り上げた。ウーヴェ・ヨーンゾン
やクリスタ・ヴォルフ、ハイム、ハイナー・
ミュラーらの戦後文学の代表者を皮切りに、
８０年代になって活躍しだした新しい世代、
特にヒルビッヒ、カーチャ・ランゲ=ミュラ
ーやプレンツラウアーベルクの詩人たち、グ
リュンバインやインゴ・シュルツェらまでを
個別に検討した。 
そして東ドイツ文学における「公共性の群
島」の性格を考える場合に、バフチンの「ク
ロノトポス」が極めて有効なツールになるこ
とを明らかにできた。それに加えて、フーコ
ーの「ヘテロトポス」的なクロノトポスやユ
ートピア的なクロノトポスなどと関連づけ
て、具体例から逆照射する形で、クロノトポ
ス概念の精密化にも大きく貢献することが
できた。 
以上のような研究の成果としては、早稲田ド
イツ語学文学会刊行の学術誌『早稲田ブレッ
ター』に掲載した査読付き論文「８０年代の
自主出版雑誌に見るもう一つのＤＤＲ文学
の声」（独文、2016）がまず挙げられる。同
論文では、東ドイツ文学の非同質的なクロノ
トポスのありようを提示することに成功し
た。 
共同研究の最大の成果としては、研究代表者
の発案により、ホルガー・ヘルビヒ教授（ロ
ストック大学）をドイツから招聘して、分担
研究者の山本浩司准教授（早稲田大学）、さ
らに東ドイツ演劇の専門家である四ツ谷亮
子准教授（愛知県立大学）、トーマス・ペー
カー教授（学習院大学）とともに日本独文学
会２０１５年秋季大会（鹿児島）で開催した
シンポジウム「東ドイツにおける文学的公共
の場」（独文）が挙げられる。いずれの報告
者も、ハイナー・ミュラーやブレヒトらを手



がかりに東ドイツ文学におけるクロノトポ
スの諸相に取り組んだ。 
研究代表者の報告「公共性の島としてのザミ
スダート−−東ドイツにおける自律的な雑誌
文学」では、反体制的な地下出版雑誌を対象
とした。これは共産主義的な文化官僚とは違
った見解を示し、国家の文化装置と政治的検
閲を回避することを目標としていた。１９８
０年代には、「Entwerter/Oder」や「Anschlag」
などの地下出版雑誌が党公認雑誌では出版
を許されない反体制芸術家や作家たちの集
う場所となった。こうしたこれらの雑誌は、
反公共性、あるいは当研究の用語を使えば、
「公共性の島」を形成することになったこと
を示した。 
２０１６年秋には、研究代表者が前年の鹿児
島学会の記念論集を責任編集して日本独文
学会叢書１２０号（独文）として公刊するこ
ともできた。これにより日本のドイツ文学研
究者たちに対して、新しい東ドイツ文学史記
述の可能性を提示できたのではないか、と自
負している。 
このほか、研究代表者は個人ホームページを
作成して、本研究の研究成果を誰にでも閲覧
可能なようにしていることを付記しておき
たい。 
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⑦ Hiroshi Yamamoto: Blicke in Worte 

übersetzen. Zu einer Bildbeschreibung in 
Uwe Johnsons Mutmassungen über Jakob, 
2014 Sophia-Symposium Erkenntnis durch 
Erzählung, Tokyo 2014. 

 
⑧ Hiroshi Yamamoto: »Über das Gewicht 

des Formalen« stolpernd. Einige 
Schwierigkeiten, Johnson zu übersetzen, 
und die zögerliche Rezeption seines 
Werkes in Japan, Die internationale 
Tagung: "Von Zeit zu Zeit lese ich alles 
noch einmal" -- Uwe Jonson und der 
Kanon, Rostock 2014 
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① Arne Klawitter (ed.): Öffentlichkeitsinseln. 
Literarische Öffentlichkeit in der DDR. 
Studienreihe der Japanischen Gesellschaft 
für Germanistik 120. Tokyo (JGG) 2016. 
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