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１．研究計画の概要 
第一次世界大戦後から 1960 年代まで

の諸都市をピックアップし、それら諸都
市の無国籍性を可能にした歴史的条件、
とりわけ民族移動との結びつきに留意
しつつ、それら諸都市がモダニズム運動
のセンターたりえた根拠を明らかにす
る。 
 対象地域の拡散を防ぐために、(1)ヨーロ
ッパ・北米、(2)ラテンアメリカ・中東、(3)
東アジアの三拠点にチームを貼り付け、それ
ぞれの地域的な問題を整理したうえで、総合
する。 
 
２．研究の進捗状況 
 三拠点をめぐる個々の研究活動は、すでに
多くの単著として公表されており、以下、拠
点別に記す。 
(1)ヨーロッパ・北米では、鈴木政雄の単著
が、世界のモダニズム文学の中でのフラン
ス・シュルレアリスムの位置をはっきりと浮
かび上がらせている。また、東欧地域のモダ
ニズムをめぐっては、ポーランド人のディア
スポラにともなったモダニズム文学の布置
について、西成彦の単著が新しい視点を打ち
出し、石川達夫はチェコのナショナリズムと
モダニズムの関係について着実に研究を積
み重ねている。ならびにモダニズム全盛期の
批評家としてのワルター・ベンヤミンについ
ては細見和之の単著がその言語論にふみこ
んだ研究を達成した。一方、北米モダニズム
については、長畑昭利、野坂政司が、目下、
成果を準備中である。また、黒田晴之は東欧

のユダヤ文化の北米への移植に関して、先駆
的な仕事を続けている。 
(2)ラテンアメリカ・中東に関しては、崎山
政毅、久野量一を中心に、安藤哲行の助言を
受けながら、ラテンアメリカ前衛文学をめぐ
る基本文献の翻訳が進行中で、また岡真理の
単著はこれまで未踏の領域であった中東・ア
ラブ地域のモダニズム研究に、地域の歴史的
バイアスを考慮しつつ、先鞭をつけた。 
(3)東アジアに関しては、大日本帝国時代の
日本と周辺地域に関して、木村一信の共編著、
および西成彦・崎山政毅の共編著に、研究分
担者数名が参加するなど、日本モダニズムと
民族マイノリティの関係について最先端の
研究成果を発表しつつある。また池内靖子お
よび中川成美の単著は、日本モダニズムの歴
史研究・理論研究に新視角を打ち出し、林少
陽および鈴木将久、エリス俊子は、日中のモ
ダニズム比較に関して、この 3年間で大きな
成果をまとめる前段階にある。また、これら
の研究に対する李静和（政治思想研究家）、
井上明彦（造形作家）からの助言はきわめて
有益にはたらいている。 
その他、大平具彦の単著は、地域横断的に

20 世紀前衛芸術全般を鳥瞰して、壮大なモダ
ニズム像を明らかにしている。 
  
３．現在までの達成度 
②おおむね順調に進展している。 
各分担者の研究成果は多くがすでに単著

の形で発表されており、本研究会としては、
それらの総合、および研究会で話題提供を求
めた博士後期課程院生の研究活動の促進、以



上二点に主眼を置くが、これらの目標はいず
れも達成途上にある。 
 
４．今後の研究の推進方策 
2009 年度は最終年度にあたるので、各分担

者が蓄積してきた研究成果を総合・集約する
年としたい。 
 そのためにまず三拠点ごとの問題点の整
理・点検に加えて、別途「理論部門」と「移
動部門」に分担者を分割して、「モダニズム
の世界的な布置」をめぐって、ならびに「亡
命・移住・難民化とモダニズムの関係」をめ
ぐって、それぞれ整理･点検をおこなう。 
 最終報告書の作成に向けては、若手研究者
にも機会を与え、論文の募集と研究指導を行
う。 
 
５. 代表的な研究成果 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
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