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研究発表① 

 

朝鮮の古時調
シ ジ ョ

と日本の古典和歌の対比研究の試み  

―自然素材に着目して― 

 

曺 喜眞（チョヒジン） 
 

本発表では、 朝鮮の古典詩歌「時調
シ ジ ョ

」と日本の古典和歌の二つの詩歌文学に

おける「松」を中心とした自然素材の詠まれ方を、双方に影響を与えた中国の

漢詩にも目を配り対比検討を行う。その上で、両詩歌の特質を文化的・歴史的

背景も含め考察を行う。なお、朝鮮半島において古代歌謡を含む古典詩歌の中

で、数量的纏まりを持つのは時調のみである。 

「松」は日・中・韓の三国で好んで詠まれている故、それぞれの国の詩歌の

特色を照らしていく上で重要な素材であり、深奥に潜む心情を豊かに表現出来

る象徴性を備えている。日・中・朝の詩歌において共通して、「松」は「永続性」

が詠われている。朝鮮の時調に詠まれている「松」は、逆境の中でもあくまで

も節を守るという「儒教的君臣観」、「仙性・脱俗」等、中国の漢詩的イメージ

を持つ。そこには、政治・文化面で密接な関係にあった中国の漢文学の影響が

色濃く現れていると言えよう。一方、和歌に詠まれている「松」は「待つ」と

の掛詞で恋の歌に多く詠まれたり、「浜辺の松」、「影向の松」などと独自の広が

りを見せている。 

このような差異の背景として二つの点が浮かび上がる。一つは、「歌い手」の

相異である。中国と朝鮮の詩歌の歌い手は主に「士大夫」と呼ばれる支配階層

で、官人としての公の立場から離れがたかったと思われる。和歌は貴族層を中

心とした歌い手で、男女の恋愛や交流の際に詠まれるなど、社交的性質を持つ。

それに伴い、歌う対象も公のものに限定されず、日々の生活に見られる抒情的

な心情にまで広がり、独特の幅を持つに至ったと思われる。二つ目には、朝鮮

の時調が中国の漢詩文化の直接的影響下に置かれていたのに対し、和歌は大陸

文化の影響力から離れて、独自の発展を遂げている点である。      

以上を踏まえ、「松」から更に、他の素材にも注目し論を展開し、両詩歌の特

質探っていきたい。 
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A Comparative Study of Korean Shijo and Japanese Waka:  
Concerning Natural Subjects 

 

CHO Heejin 
 

    In this presentation, I am going to make a comparison between Korean classical 

poetry ‘shijo’ and Japanese classical waka (31-syllable Japanese poem) while taking 

account of the Chinese poetry which originally influenced both. I will focus on the way 

of composing poems which take natural materials, such as pine trees as their subject 

matter. In the Korean Peninsula, it is only shijo which remains among classical poetry 

including ancient poetry. 

    As the ‘pine tree’ is a favourite subject in the three countries, Japan, China and 

Korea, it is an important material which shows distinguishing characteristics of each 

country. It possesses a symbolical figure which can express poets’ heart of hearts. It is a 

point in common among Japanese poetry, Chinese poetry and Korean poetry that ‘pine 

trees’ symbolize ‘perpetuity’. However, the ‘pine tree’ in Korean shijo has a 

‘Confucianism-like view of sovereign and subject’ as well as ‘sacredness and 

unworldliness’. It is an image of standing by their principles without being discouraged 

by adversity. It is an image of the pine tree which Chinese poetry also possesses. 

Politically and Culturally, Korea and China have a deep relationship. We can find 

Chinese classical literature’s strong influence on Korean poetry. On the other hand, 

‘pine trees (matsu)’ in Japanese poetry includes the meaning of matsu (wait) since it has 

the same sound. Therefore, it is used for love poems and spread out to ‘hamabe no 

matsu (pine trees on the shore)’ and ‘yōgō no matsu (pine trees in which the Deity 

entered)’ uniquely. 

    It seems that there are two differences in their background. One difference is poet’s 

position. The poets in China and Korea were mainly ‘shidaifu’ who were the ruling class 

and it seems that they were not able to be free from their official positions of engaging 

in government service. On the other hand, the authors of waka were mainly the 

aristocracy and waka has sociable aspects. Waka tend to be composed when they are in 

love or socialize. Following this tendency, the subjects for waka seem to be free from 

their official positions. They include lyrical sentiment from everyday life and have 

gained in depth. The second difference is an influence from China. Although ‘shijo’ in 

Korea developed under the influence of Chinese poetry, waka is free from continental 

culture and developed on it’s own terms. Basing on these points, I would like to 

examine peculiar characteristics of both shijo and waka while paying attention to not 

only pine trees but also other subjects. 
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研究発表② 

 

『歌舞髄脳記』の諸本をめぐって 

―金春禅竹の芸術理論の成立過程を中心に 

 
Magali BUGNE（マガリ・ブーニュ） 

 

室町末期の大和猿楽の金春大夫、金春禅竹の作品は、歌道尊重は言うまでも

なく、藤原定家に仮託した歌論書と世阿弥の能楽伝書から学んだ芸論を融合し、

奇特な性質を示した。そのような特徴の最も典型的な例は『歌舞髄脳記』とい

う伝書である。本発表では、禅竹が考えた芸術理論の成立過程を分析し、当時

のこの唯一な思考方式を解明したい。 
『歌舞髄脳記』において、和歌を大事にした禅竹は定家に仮託した鵜鷺系偽

書の『三五記』と定家の家集である『拾遺愚草』を援用し、世阿弥が『九位』、

『風姿花伝』や『至花道』などの能楽論で示した芸風を総合し、各曲に和歌十

体と九位説の位を配当する。当時の代表的な役者、金春権守、観阿弥、犬王、

元雅に並べて世阿弥の芸風を細かく描く『歌舞髄脳記』は、室町末期の美学や

禅竹が高く評判した曲を考察するにあたって貴重な資料である。現在まで伝え

られてきた諸本は三種類ある。最善本としては康正二年の奥書のある「精撰本」

と呼ばれる八左衛門家初代の安喜筆の八左衛門本がある。これに次ぐのが、精

撰本との校異が少ないため伝本として考えられた今川義元真蹟本の転写本「彰

考館本」である。第三が、禅竹自筆本の『六輪一露記』の仮裏表紙紙背から発

見された草稿本である。しかし諸本の間に曲名や九位説、あるいは十体につい

ての相違や判読不明なところが少なからずある。さらに興味深いことには、草

稿本にしか見られない曲の中に禅竹作の曲が多く、上述した相違は芸術理論の

深まりの結果として理解され得るのではないか。 
そこで本発表では、『歌舞髄脳記』の諸本の比較校合と番外曲の翻刻の結果を

踏まえつつ、草稿本にしか載せられていない曲と記事を順序的に追行し、禅竹

の芸能思想がどのように展開したか、あるいは和歌に対する禅竹の思想がどの

ように連接されたのかを明らかにしたい。 
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The Manuscripts of “Kabuzuinôki”:  
An Analysis of Konparu Zenchiku’s Theatrical Theories 

 
Magali BUGNE 

 

    The works of Konparu Zenchiku, lead performer of the Konparu troupe during the 

Muromachi Period (1337-1573 A.D.), present a novel approach to theatre. By applying the 

previously alleged poetic treatises of Fujiwara no Teika to the theatrical theories of his father–

in-law Zeami, he tied together two artistic fields that had never been joined previously.   

“Kabuzuinôki (Record of the Essence of Song and Dance)” is a prime example of poetry and 

theatre being used in tandem by Zenchiku. This presentation seeks to examine Zenchiku’s 

theories and methods and shine a light on his innovative way of seeing Japanese drama.  

In “Kabuzuinôki”, Zenchiku uses quotes from “Sangoki”, an apocryphal poetic treatise 

from the Usagi Documents that was falsely attributed to Fujiwara no Teika, and “Shûigusô”, a 

work actually written by Fujiwara no Teika, to reinterpret and expand the aesthetic theories 

regarding Noh play classification presented by Zeami’s works “Kyûi”, “Fûshikaden”, and 

“Shikadô”. Each Noh play discussed in “Kabuzuinôki” is associated with one of ten types of 

poetic styles and also with one of nine levels of Noh performance as described in Zeami’s 

“Kyûi”. “Kabuzuinôki” provides detailed information regarding Muromachi Period plays and 

also on some of its most celebrated performers, such as Konparu Gonnokami, Kanami, Inuô, 

Zeami, and Motomasa. It is therefore an invaluable document that sheds much needed light on 

Muromachi-era aesthetics, as well as insight on the opinions and artistic standards of Zenchiku 

himself.  

Three extant copies of “Kabuzuinôki” have been preserved. The most perfectly 

preserved copy is one made by Yazaemon Yasuyoshi, founder of the Yazaemon family, called 

“Seisenbon”, and is dated the second year of Kôshô (1456 A.D.). The second manuscript, 

“Shôkôkanbon”, copied by Imagawa Yoshimoto, contains virtually no differences from that of 

“Seisenbon” aside from a few different kanji variations. The third manuscript called “Sôkôbon” 

was discovered on the reverse side of Zenchiku’s original manuscript for “Rokurin Ichiro no Ki 

(Six Circles, One Dewdrop)”, therefore making it the earliest copy in existence and also written 

in Zenchiku’s own hand. Between the three manuscripts, however, the plays discussed, Zeami’s 

nine levels of performance, and the ten types of poetic styles assigned vary by very little. In the 

earliest manuscript (“Sôkôbon”), the Noh plays discussed also include ones supposedly written 

by Zenchiku himself, however in later copies these plays are omitted completely. Other changes 

reflected in the two latter versions can be attributed to the refinement of Zenchiku’s aesthetic 

principles.    

This presentation, therefore, seeks to use the three extant versions of “Kabuzuinôki” to detail the 

evolution of Zenchiku’s theories and thoughts regarding Noh dramas and how they can be 

reinterpreted and reexamined through the use of poetry. 
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研究発表③ 

 

有馬晴信のキリシタン語り物「日本に奇跡的に現れた十字架の事」 

―イエズス会日本文学運動の研究序説― 

 
Patrick SCHWEMMER（パトリック・シュウェマー） 

 

ポルトガル人イエズス会士が 1591 年、日本語をローマ字で綴ったバチカン蔵

のキリシタン文集。年中の福音朗読、受難譚、聖人伝など、この写本の存在自

体はキリスト教徒にとって誇らしく、国語学者もその表音文字を資料としてい

るが、文学としてはまだ取り上げられたことがないも同然である。ただし、そ

の内容の一部が天草本としても伝存するということから私が推測するように、

この写本は全国の宣教師のミサ、説教、議論のための台本・覚書として配布さ

れた版本シリーズの総原稿で、つまり当時の日本人が耳にしていたキリスト教

文学の姿を残す貴重な資料なのにである。 

本発表ではその第一編、あるキリシタン大名をめぐる奇跡譚を俎上に載せて、

イエズス会の日本文学運動を追究する手がかりとする。物語は西暦も和暦も出

して舞台を 1589 年クリスマスの日と設定して、宣教師たちが日本語学習の基礎

としていた幸若舞曲に酷似した文体で話を進める。有馬晴信領内の百姓は薪を

割って中で十字架を発見するので、この霊物はまず村おさへ、それからイエズ

ス会へ、最後には晴信へと渡される。晴信は最初は「なおざりにご了承あって」

受け取るが、ここで文面がぐるっと変わる。実は二ヶ月前、晴信は瑞夢を見て、

もっと宣教師たちに従いなさい、「必ずイエズスの御しるしを見せる」と天使に

叱られたらしい。なので、晴信は実はこのしるしをすっかり信じるのである。

物語の後に、十字架の物理的特徴とその発見者の社会的位相を箇条書にした、

いわば科学的な奥書も付けてある。しかもこの奥書は「日本と大唐の司」コエ

リョ、つまり好戦的気質で秀吉が追放令を下すきっかけとなった人物によるも

のだともある。奥書の趣向から、物語の前にあった十字架の絵もこの奇跡の証

拠的な図であるとも推測される。この物語は国内の階級体制を覆すことによっ

て、イエズス会を国際的な知識秩序のてっぺんに位置づけし、晴信をそれに服

従させる。 
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And The Angel Spake Unto Harunobu: 
Gaspar Coelho’s Japanese “Story of a Cross which Miraculously Appeared in Japan” 

 

Patrick SCHWEMMER 
 

Portuguese Jesuit Manoel Barreto’s 1591 Miscellany in the Vatican Library is a 

382-folio manuscript of Japanese gospel readings, saints’ lives, and other narrative 

genres commonly found in a Catholic missal. Although its existence has been a point of 

pride for Christian sectarians and its text a gold mine for linguists, it has never been 

read closely as literature—even though, as I argue, it is the template for a set of printed 

chapbooks which functioned as performance notes for masses, sermons, and debates by 

missionaries across the country. My paper shows how its first text, a miracle story set in 

Japan, recruits a Christian daimyō and his subjects as actors in a missionary power-play. 

After setting the stage on Christmas Day 1589 using both Gregorian and Japanese 

calendars, the story proceeds in Japanese highly imitative of the kōwaka ballads which 

the Jesuits were reading for language study. Peasants in the domain of Arima Harunobu 

split firewood and discover a cross inside. The object passes from village elders to the 

Jesuits, who present it to Harunobu. At first the daimyō “plays along half-heartedly,” but 

then we read that, as a matter of fact, the unworthy servant Harunobu had had a dream 

two months prior in which an angel scolded him for his lack of obedience to his Jesuit 

mentors and promised to show him “the sign of JESUS.” Now Harunobu believes. Next 

comes a scientific breakdown of the cross’s physical characteristics and its discoverers’ 

social station, signed by none other than “the Governor of Japan and Greater Tang, 

Padre Viceprovincial Gaspar Coelho”—the famously-abrasive Jesuit whose militancy 

moved Hideyoshi to issue the first expulsion edict. This story inverts the domestic class 

hierarchy in order to install the Jesuits at the top of an international order of knowledge. 
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研究発表④ 

 

林家の学術と歴史書の編纂 

 
武田 祐樹（タケダ ユウキ） 

 

 本発表では、江戸前期の幕藩体制下において学術がいかなる役割を担ってい

たのかについて、林
はやし

羅
ら

山
ざん

の三男林
はやし

鵞
が

峯
ほう

が編纂した「本
ほん

朝
ちょう

通
つ

鑑
がん

」の成書過程を

整理分析することで、この問題を論じたい。 

 林鵞峯の「国
こく

史
し

館
かん

日
にち

録
ろく

」には、「本朝通鑑」編纂の具体的状況に関する記述が

みられる。これによれば、鵞峯が弟子たちと取り組んでいた編纂の作業は、次

の五点にまとめられる。第一に鵞峯の父林羅山が編纂した「本
ほん

朝
ちょう

編
へん

年
ねん

録
ろく

」を「本

朝通鑑」の前録
ぜんろく

として取り入れるための再構成、第二に武士、寺院、公家など

からの史料収集、第三に収集した史料の整理、第四に四人の撰者による草稿作

成、第五に鵞峯による草稿の改定である。このうち本発表では第一の「本朝編

年録」再構成と第四の草稿作成と第五の草稿改定に着目し、「本朝編年録」と「本

朝通鑑」の草稿および草稿作成時に鵞峯が各撰者
せんじゃ

に与えた對
たい

策
さく

、さらに完成し

た「本朝通鑑」の三者を比較分析し、これを通じて南北朝の併立や女性天皇の

ような、皇統やその正統性に関わる諸問題をどのように捉え、完成した「本朝

通鑑」に反映させていたのかを検討する。また、天皇の即位、崩御などの事件

に対する表現を確認することで、幕府の要求に応えるという困難な仕事に鵞峯

がどのように対応したのかを明らかにしたい。 

 また、「国史館日録」に見える鵞峯の弟子たちに対する指導の整理、「鵞峯文

集」に収録されている林
りん

家
け

学規
が っ き

の読解などを通じて、この時期の林家私塾にお

いて、国史編纂という公の仕事が、塾生と息子たちの教育に大きな影響を与え

ていたことを明らかにしたい。 
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Rinke’s Scholarship and Compilation of Historical Books 
 

TAKEDA Yuki 
 

   In this presentation, I would like to talk about the role which scholarship played 

under the bakuhan system in the first half of the Edo era by arranging and analyzing a 

production process of “Honchōtsugan” edited by Hayashi Razan’s third son Hayashi 

Gahō.         

    There is a description concerning the circumstances of the compilation of 

“Honchōtsugan” in “Kokushikan nichiroku” written by Hayashi Gahō. According to the 

book, the work by Gahō and his pupils is summarized in these five points: (1) 

Reconstruction for the purpose of taking “Honchōhennenroku”, edited by his father 

Hayashi Razan, as zenroku (a previous record) in “Honchōtsugan”. (2)  Collecting 

historical records from samurai, temples and court nobles. (3) Rearrangement of the 

collected historical records. (4) Making a draft by four senja (selectors). (5) Revision of 

the draft by Gahō.  

In this presentation, I am going to focus on (1) the reconstruction of 

“Honchōhennenroku”, (4) making a draft and (5) revision of the draft, and will analyze 

“Honchōhennenroku”, the draft of “Honchōtsugan”, the measures which were given by 

Gahō to the senja and the final version of “Honchōtsugan”. By doing so, I would like to 

examine how Gahō considered issues on imperial linage and its legitimacy such as 

standing abreast of the nanboku chō (the North-South dynasty) and enthronement of 

empresses as well as how these were reflected in “Honchōtsugan”. For the purpose of 

making clear how Gahō coped with this difficult task which had to meet bakufu’s 

demands, I also would like to study the expressions concerning the enthronement and 

death of emperors. In addition to these, through examination of Gahō’s guidance to his 

pupils written in “Kokushikan nichiroku” and reading of Rinke gakki (Rinke’s 

regulations), I will make clear how this official work, which was the compilation of the 

history of Japan, influenced the education of the pupils and the sons related to Rinke.    
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研究発表⑤ 

 

井原西鶴『武道伝来記』論の前提を疑う 

 

井上 泰至（イノウエ ヤスシ） 
 

発表者の私見によれば、井原西鶴の武家物を論じる前提は、第二次大戦後の

思潮と歩調を合わせているので、「偏向」が生じている。今日の西鶴武家物研

究の前提として、最も「穏当」と目されている中村幸彦の諸言説すら、西鶴よ

り後の、貝原益軒の『武訓』などを引いて、武士階級に限定されない普遍的な

倫理を作品に見ようとしている。 

 この発表では、近年の史学・思想史学・軍記研究の成果を踏まえつつ、「武

道」という言葉をめぐる当時の文脈と、西鶴の位置を整理することをまず志し、

この「偏向」を指摘すると同時に、『武道伝来記』の読みの枠組みを新たに提

示したい。 

西鶴が武家物を執筆する時点にあって、「武道」という言葉の流通に、決定

的な役割を果たしたのは『甲陽軍鑑』である。西鶴は、そういう一般的な「勇」

に傾いた「武道」の意味や、それを流通させたテキストと、どう歩調をあわせ、

あるいはどう距離をとりながら作品を構築したのか。 

また、従来は「敵討」のみに焦点が当てられてきた感のある本作を、そうい

う視点から読み始めてみると、どういう読みが可能なのか。具体的には『武道

伝来記』巻一ノ一「心底を弾琵琶の海」と巻四ノ三「無分別は見越の木登」を

例に、従来「武道」に皮肉な視線を投げかけたとして注目されてきた部分を読

み直す新しい前提―教訓説と風刺説を止揚する視点を提出する。 

 さらに、時間の許す範囲で、『武家義理物語』以降の武家物を読む前提につい

ても、その見通しを提示してみたい。 
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Doubts About the Assumption of the Essays on Ihara Saikaku’s “Budōdenraiki” 

 

INOUE Yasushi 
 

  It seems that there is a tendency to make assumptions when discussing Ihara 

Saikaku’s bukemono (tales of the samurai class’ everyday life) as it keeps step with the 

trend of thought of post World War II. Even Nakamura Yukihiko’s discourses on 

Saikaku’s bukemono which are regarded as reasonable by scholars, cited Kaibara 

Ekiken’s “Bukun” while trying to see universal ethics separated from samurai class. 

    In this presentation, for the purpose of pointing out this tendency, I am going to 

adjust the context of the word ‘budō (martial arts)’ from those days and the position of 

Saikaku while basing results on the studies of history, history of ideas and the studies of 

war tales in recent years. I also would like to suggest a new way of reading 

“Budōdenraiki”.      

The time when Saikaku wrote bukemono, “Kōyōgunkan” played a definitive role 

in the circulation of the word ‘budō’. How did Saikaku construct his literary works 

while getting into step with the meaning of ‘budō’ which is similar to ‘yū (bravery)’ and 

the text which circulated such a meaning? Scholars seem to focus on ‘katakiuchi 

(vengeance)’ which was described in “Budōdenraiki”. How can we read the tale from 

this new point of view? I am going to taking up the parts of Vol. 1 No.1 ‘shintei o hiku 

biwa no umi’ and Vol.4 No.3 ‘mufunbetsu wa mikoshi no kinobori’ of “Budōdenraiki” 

which have been regarded as ironical to ‘budō’ so far and would like to indicate a new 

assumption and a new standpoint which sublate a precept theory and a satire theory. If 

time permits, I also would like to suggest a perspective of assumption when we read 

bukemono which were published after “Bukegirimonogatari”.      
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研究発表⑥ 

 

『頼豪阿闍梨怪鼠伝
ら い ご う あ じ ゃ り か い そ で ん

』の構造 

－唐糸
か ら い と

の物語を中心に－ 

 
洪 晟準（ホン ソンジュン） 

 

『頼豪阿闍梨怪鼠伝』は、美妙水冠者
し み ず の か ん じ ゃ

義高
よしたか

が頼豪阿闍梨の怨念による鼠の術

を使い、 源
みなもとの

頼朝
よりとも

への復讐に挑むという内容の作品である。先行研究では、本

作品が二つの敵討ち物語で構成されているとする。第一は、父木曾義仲
き そ の よ し な か

の敵
かたき

源

頼朝を狙う義高の物語であり、第二は、兄猫間
ねこまの

中納言
ちゅうなごん

光隆
みつたか

の敵
かたき

義仲と彼の嫡男
ちゃくなん

義

高を狙う猫間
ね こ ま

新太郎
し ん た ろ う

光実
みつざね

の物語である。 

一楊軒
いちようけん

玉山
ぎょくざん

『外題鑑
げだいかがみ

』や為永春水
ためながしゅんすい

『増補
ぞ う ほ

外題鑑』は、義仲の臣
しん

手塚太郎
て づ か の た ろ う

光盛
みつもり

の

妻であり、義高の乳母である唐糸を「烈女
れつじょ

」と称え、『怪鼠伝』が彼女の忠心や

苦衷
くちゅう

を描いた物語であるとする。また、馬琴の自作の読本に対する批評集であ

る石水
せきすい

博物館蔵『著作堂
ちょさくどう

旧
きゅう

作略
さくりゃく

自評
じひょう

摘要
てきよう

』では『怪鼠伝』を低く評価している

が、作者として節婦
せ っ ぷ

唐糸の死に何の功も与えられなかったことがその原因のよ

うである。右のいずれも唐糸の物語に言及しており、主要な登場人物の一人で

あると言ってよい唐糸の、頼朝に対する敵討ちの物語は、先に述べた二つの敵

討ち物語に次ぐ第三の敵討ち物語として見るべきである。 

 御伽草子
お と ぎ ぞ う し

『唐糸草紙
か ら い と ぞ う し

』は唐糸の娘万寿姫
まんじゅのひめ

の孝行譚であるが、馬琴はこの『唐

糸草紙』に拠りながらも、『唐糸草紙』では光盛の娘であった唐糸を、『怪鼠伝』

では光盛の妻として登場させている。唐糸を光盛の妻にすることで頼朝は父の

敵
かたき

から夫の敵
かたき

へと変わり、物語では唐糸の「貞
てい

」が描かれることになる。『唐

糸草紙』では父親への「孝」が主要な徳目であったが、『怪鼠伝』では義仲・義

高への「忠」、夫
おっと

光盛への「貞」を大切な徳目としている。 

本発表では、『怪鼠伝』において、義高や光実の敵討ち物語に加え、唐糸の物語

が第三の敵討ち物語として作中で機能していることを述べ、また唐糸の「貞」

の徳目が際だって強調されていることを指摘する。
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A Structure of “Raigōajarikaisoden”: 

Concerning Karaito’s Story 
 

HONG Sungjoon 
 

 “Raigōajarikaisoden” is a story in which Shimizu no kanja Yoshitaka seeks revenge 

on Minamoto no Yoritomo by practicing magic using rats based on Raigōajari’s 

consuming grudge. According to previous studies, this story consists of two stories of 

vengeance. One is a story about Yoshitaka who seeks revenge on Minamoto no 

Yoritomo for his father Kiso no Yoshinaka. The other is a story about Nekoma Shintarō 

Mitsuzane who seeks revenge on Kiso no Yoshinaka and Yoshinaka’s elder son 

Yoshitaka for his elder brother Nekoma no chūnagon Mitsutaka. 

   Karaito, who is the wife of Yoshinaka’s retainer Tezuka no Tarō Mitsumori and also 

Yoshitaka’s nanny, is praised as ‘retsujo (an outstanding woman)” in Ichiyōken 

Gyokuzan’s “Gedaikagami” and Tamenaga Shunsui’s “Zōho Gedaikagami”. Both 

writers consider “Raigōajarikaisoden” as the story which describes Karaito’s loyalty and 

mental suffering. The author Takizawa Bakin gives a low valuation to 

“Raigōajarikaisoden” in “Chosakudō kyūsaku ryakujihyō tekiyō” (owned by Sekisui 

Museum) which is a collection of his critical essays on his own works. It seems that this 

low valuation is caused by his regret of not being able to give the faithful woman 

Karaito’s death any merits. However, both Ichiyōken Gyokuzan and Tamenaga Shunsui 

mention Karaito’s story. It is clear that Karaito is one of the main characters in 

“Raigōajarikaisoden” and her revenge on Yoritomo should be regarded as the third story 

of vengeance which follows the above-mentioned two stories. 

     The otogizōshi “Karaitozōshi” is the story about Karaito’s daughter Manju no 

hime’s filial piety. Although “Raigōajarikaisoden” is based on “Karaitozōshi”, Bakin let 

appear Karaito as Mitsumori’s wife. Karaito is Mitsumori’s daughter in “Karaitozōshi”. 

As Karaito appears as Mitsumori’s wife in “Raigōajarikaisoden”, Yoritomo is changed 

from her father’s revenge to her husband’s revenge and as such the tale describes 

Karaito’s ‘tei (chastity)’. Karaito’s ‘kō (filial duty)’ towards her father is one of 

important virtues in “Karaitozōshi”. Her ‘chū (loyalty)’ to Yoshinaka and Yoshitaka and 

her ‘tei (chastity)’ to her husband Mitsumori become important virtues in 

“Raigōajarikaisoden”. 

    In this presentation, I am going to explain that Karaito’s story works as the third 

story of vengeance besides stories of Yoshitaka and Mitsuzane’s vengeance and I would 

like to point out how Karaito’s chastity is especially emphasized in 

“Raigōajarikaisoden”.  
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研究発表⑦ 

 

西鶴浮世草子の中国語訳についての研究 

―銭稲孫訳『近松門左衛門・井原西鶴選集』を中心に 

 

劉  穎（リュウ エイ） 
 

 中国で最初に西鶴の浮世草子を翻訳したのは銭
Qian

稲孫
D a o s u n

(1887～1966)である。一

九八七年人民出版社より銭稲孫訳『近松門左衛門・井原西鶴選集』が刊行され

た。近松の浄瑠璃四篇(『曾根崎
そ ね ざ き

心中
しんじゅう

』・『心
しん

中天
じゅうてん

の網
あみ

島
じま

』・『景
かげ

清
きよ

』・『俊
しゅん

寛
かん

』)と

西鶴の町人物『日本
にっぽん

永代蔵
えいたいぐら

』と『世間
せ け ん

胸算用
むねさんよう

』の中国語全訳が収録されている。

銭稲孫と言えば、『万葉集
まんようしゅう

』と『源氏
げ ん じ

物語
ものがたり

』の中国語翻訳の第一人者として知ら

れており、『伊勢
い せ

物語
ものがたり

』や『日本
に ほ ん

謡曲選
ようきょくせん

』などの翻訳も手掛けた日本文学の翻訳

家である。 

 銭稲孫の経歴、交友関係及びその翻訳作品について研究はここ五、六年盛ん

に行われている。特に研究の対象として取り上げられたのは銭稲孫訳『漢訳万

葉集選』である。銭稲孫が翻訳した西鶴作品『日本永代蔵』と『世間胸算用』

についての考察は皆無である。 

 銭稲孫の翻訳した西鶴作品の出来映えについて、『平家物語』の翻訳家として

知られる申
Shen

非
F e i

は次のように評価している。「銭氏は原作の文章の風格に符合させ

ようとつとめており、雅語と俗語とを併用し、時には荘重であり、時には諧謔

であって、きわめて的を得たものとなっている（原文「力図符合原作的文章風

格、雅語与俗語兼用、時庄時諧、很是得体」）」。 

銭氏は西鶴作品の文体を考慮し、中国語訳に用いたのは現代中国語ではなく、

明清時代の通俗小説の白話体に近い文体を採用している。従って、明清時代と

何処となく類似する江戸時代の情緒が損なわれずに表現されていた。本文は勿

論のことながら、各話の副題にもそうした工夫は窺える。 

本発表では、銭稲孫が西鶴の両作品の翻訳に当たる歴史背景、翻訳手法につ

いて考察を行いつつ、当時銭氏と匹敵するもう一人の日本文学翻訳家周作人
Zh o u Z u o r e n

と

西鶴作品の関連についても言及する。 
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Study on Chinese Translation of Saikaku’s Ukiyozōshi:  
“Selected Works of Chikamatsu Monzaemon and Ihara Saikaku” 

Translated by Qian Daosun  
 

LIU Ying 
 

    The first Chinese person to translate Ihara Saikaku’s ukiyozōshi into Chinese was 

Qian Daosun (1887-1966). “Selected works of Chikamatsu Monzaemon and Ihara 

Saikaku” was published by Jinmin shuppansha in 1987. The book contains a complete 

Chinese translation of Chikamatsu’s four jōruri (“Sonezaki shinjū”, “Shinjū 

tennoamijima”, “Kagekiyo” and “Shunkan”) and Saikaku’s two chōninmono “Nippon 

eitaigura” and “Sekenmunesanyō”. Qian Daosun is the well-known leading person who 

translated “Manyōshū” and “Genji monogatari” into Chinese. He is a translator of 

Japanese literature who translated “Isemonogatari” and “Nihonyōkyokusen” as well.  

     The study on Qian Daosun’s personal antecedents, his associates and his 

translations has been done in recent years. Especially, his translation of “Kanyaku 

manyōshūsen” has been focused on as a subject of study. However, there is no study on 

his translation of Saikaku’s “Nippon eitaigura” and “Sekenmunesanyō”. 

    Shen Fei, who is a well-known translator of “Heike monogatari” comments on 

Qian Daosun’s translations of Saikaku’s work as follows: “Mr Qian tries to keep the 

original’s style of a distinctive quality alive. He uses poetic diction and slang together. 

His style of translations is sometimes solemn and sometimes humorous and it matches 

Saikaku’s work. (the original text 「力図符合原作的文章風格、雅語与俗語兼用、時

庄時諧、很是得体」) 
      Considering Saikaku’s style, Qian does not use contemporary Chinese for his 

translations. He adopts the style which is akin to hakuwa tai (spoken language and slang 

in China) of popular novels in the Min and Shin era. Therefore, without spoiling, an 

atmosphere of the Edo era, which somehow resembles the Min and Shin era, is 

expressed. We can find such a device not only in the text but also in the subtitles of each 

story. 

    In this presentation, I am going to mention the relationship between a translator of 

Japanese literature Zhou Zuoren, who was equal to Qian Daosun at that time and 

Saikaku’s work while examining the historical background of Qian’s translations of 

both Saikaku’s literary works and his style of translation.                 
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研究発表⑧ 

 

インドにおける俳句の享受 

 

Imran MOHAMMAD（イムラン・モハンマド） 

 

日本とインドの関係には古い歴史があるが、それは仏教や、哲学、シルクロ

ードを経て日本へ伝来した舶来品など、ほとんど一方的な流れであったと思わ

れる。インドにおける日本研究の歴史は非常に浅く、せいぜい一世紀ぐらいの

実績しかない。インドが日本と接触したのは、近代を迎えたばかりの、二十世

紀の初め頃だった。 

1913 年（大正 2 年）、タゴールはアジアで最初のノーベル文学賞を受賞した。

「ラビンドラナート・タゴール」の名声はインドを超えて、アジア各国を通し

て日本にまで伝わり、1916 年 5 月にタゴールは日本へ旅立つことになった。こ

の訪問をきっかけに、タゴールは 1919 年に『ジャパン・ジャトリ』を出版し、

インド人に初めて俳句を紹介した。 

けれども、インドで独立運動があって、日本とインドの交流が再開したのは、

インドの独立後、1957 年に日印文化協定が結ばれてからであった。同年の夏、

インドの詩人であるアッギェーエが初めて来日した。アッギェーエは日本文学

に影響を受け、日本の俳句をヒンディー語に訳すと同時に、俳句から受けた印

象を詩に表した。 

サトヤ・ブシャン・ワルマ教授（1932 年～2005 年）は、インドで初めて日本

語を直接ヒンディー語に翻訳し、日本語の魅力を伝えようとした人物であり、

日本文学を研究する学者の中で、特に注目すべき人物である。 

日本の文学の一つである俳句は、タゴール、アッギェーエ、ワルマ教授らを

通して、日本を代表する文化として多言語で普及され、手紙を締め括る最後の

言葉としても俳句をつけることが流行した。 

本発表ではタゴールから始まった日本文学あるいは、俳句の取り入れの現在

までの研究状況を探って行きたいと思う。 
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Enjoyment of Haiku in India 
 

Imran MOHAMMAD 
 

   The relationship between Japan and India has a long history. However, it seems that 

the exchange has been rather one-sided. Buddhism, philosophy and foreign-made 

articles via the Silk Road were introduced from India into Japan. It has not been very 

long, a century at the longest, since Indian scholars started studying Japan. It was at the 

beginning of the 20th century when India, which had just reached the modern period, 

came into contact with Japan.  

   Tagore was the first person to receive a Nobel prize for literature in Asia in 1913 

(Taishō 2 in Japan). The reputation of ‘Rabindranath Tagore’ spread outside of India 

and reached Japan through various Asian countries. Tagore set out on a trip to Japan in 

May 1916. With this visit as a starting point, he published “Japan Jatori (An account of 

a trip to Japan)” and introduced haiku (a Japanese poem of seventeen syllables) to 

Indian people for the first time. 

    However, the exchanges between Japan and India stopped for a while because of 

the independence movement in India. After independence (from Britain), exchanges 

were resumed when Japan and India concluded a cultural agreement in 1957. In the 

summer of the same year, an Indian poet, Agyey, came to Japan for the first time. He 

was influenced by Japanese literature and translated Japanese haiku into Hindi. He also 

composed poems basing impressions from haiku.  

   Professor Satya Bhushan Verma (1932-2005) was the first person who translated 

Japanese into Hindi directly with a view to introducing the attraction of Japanese. He is 

a notable scholar among Indian academics who specialize in Japanese literature.   

      Through Tagore, Agyey and Professor Verma, one of Japanese literature haiku 

came into wide use in many languages in India as a representation of Japanese culture 

and it became popular to use haiku in the concluding words of letters. In this 

presentation, I would like to examine the study of Japanese literature and enjoyment of 

haiku from Tagore to the present.  
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研究発表⑨ 

 

１８世紀初頭の人形浄瑠璃における新たな演技の共同体 

 

Jyana BROWNE（ジャナ・ブラウン） 

 

 近松門左衛門の「心中重井筒」(1707)の道行では、恋人同士が大坂道頓堀を

通り抜け死への旅路へと向かう。二人の心中がどのように舞台で演じられるか

を心に描きながら、歌舞伎や人形浄瑠璃の芝居小屋の前を走り抜ける。この時

の道行の語りは人物の愁嘆はもちろん、更に二人が走りながらその芝居小屋の

俳優、人形遣い、そして観客の感情を想像する場面の感情表現も巧みに描写す

る。この道行の演者と観客の心の交流が心中物のパフォーマンスの一つの特徴

と思われる。ただ演者と観客が悲哀を感じるだけではなく、泣きながら生身の

身体で感情表現を実現する。演技を通じ、演じる側が見る側に直接働きかけ、

見る側も演技に入り込み、人形、演者、そして観客の感情が劇場空間で具現化

される。当時は、折しも素人の人形浄瑠璃が流行し興行が行われる状況にあっ

た。劇場空間で実現された演者と観客の相互行為は劇場の外でも具現化され、

新たな庶民の共同体
コミュニテイ

の位相が提示される。 

 本研究では封建社会の様々な場面で抑圧された市井の庶民生活において、近

松の人形浄瑠璃が個人自己肯定にいかに貢献したかという点に注目したい。玄

人の太夫だけでなく、一般庶民も素人太夫として人形芝居に関わった状況で、

演者の実践共同体に参加する人々の相互交流の心の深化を具体的に見るため、

「心中二枚絵草紙」や「心中重井筒」を例として分析する。近松没後、素人向

けに刊行された手引書が隆盛期を迎えるが、この時代はその基盤を成す時期で

ある。そこから演者に対する感情表現の演出方法を考察する。イギリスの地理

学者ナイーゲル・スリフト（Nigel Thrift）は都市というのはどんな瞬間でも

感動が鳴り響く空間で、その響きの流れが殊にアイデンティティに影響を与え

ると述べている。氏の刺激的な理論を応用し、１８世紀初頭の大坂では玄人と

素人のパフォーマンスの相互交流により新たな庶民共同体がどのように生まれ

たか考えて見たい。 
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The Emergence of a New Performance Community  
in Early 18th Century Puppet Theatre 

 

Jyana S. BROWNE 
 

In Chikamatsu Monzaemon’s Love Suicide at the Sunken Well (1707), the two 

lovers race through Osaka’s Dōtonbori theatre district on their way to death. As they run 

past the kabuki and puppet theatres, they imagine how each theatre will later perform 

their love suicide. The lyrics of the michiyuki travel scene express the lovers’ grief. They 

also conjure the powerful emotions circulating between actors, puppeteers, and audience 

members during the imagined performances. This mingling of emotion between 

performers and audience is one characteristic of the love suicide genre. The scene 

describes the depth of sorrow experienced by the performers and audience members as 

well as the physical manifestation of these feelings, notably, in tears. The performers 

elicit a direct affective response from the audience, and this audience response, in turn, 

heightens the performance, creating a circulation of affect within the theatrical space. In 

early modern Osaka, amateur puppet theatre performance flourished, extending this 

affective flow beyond the theatre walls to a range of spaces across the city including 

public spaces, such as shrines, and private homes.  

 

In this paper, I examine the ways in which Chikamatsu’s puppet plays used 

affect to foster a self-affirmation of the individual in contrast to the value system 

imposed by the Tokugawa shogunal government. I analyze the professional and amateur 

performance scenes in Love Suicide at the Sunken Well and The Love Suicide of the Two 

Illustrated Books (1706) to uncover the mutual affective exchange between performer 

and audience. While the heyday of manuals for amateur performers came after 

Chikamatsu’s death, it was during his lifetime that publishers laid the initial groundwork 

for this new genre. I examine how these early instruction books guided theatrical and 

emotional modes of expression. Geographer Nigel Thrift writes that city spaces 

constantly reverberate affect, shaping the identities of the inhabitants. Inspired by 

Thrift’s theory, I suggest that the mutual affective exchange in professional and amateur 

performance in early 18th century Osaka gave rise to a new commoner community. 
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研究発表⑩ 

 

ヤマタ・キクと能 

―フランスでの能の紹介と翻訳― 

 
常田 槙子（ツネダ マキコ） 

 

 ヤマタ・キク（1897〜1975）は、単行本としては初めてとなる『源氏物語』

のフランス語訳（1928 年、「桐壺」巻から「葵」巻まで）を手がけた作家であ

る。発表者はこれまでその訳文について検討してきたが、ヤマタの翻訳の性格

を多角的におさえるために、本発表ではヤマタの能の翻訳について取り上げる

ことにする。 

 先行研究では指摘されていないが、ジュネーヴ図書館に寄託されたヤマタに

関する資料の調査によって、ヤマタが生涯を通じて能と深い関わりを持ってい

たことを示す資料が複数見つかった。1920 年代に能に関する文章を書いていた

ことは知られていたが、この調査により、子どもの頃から能を鑑賞していたこ

と、戦時中は日本に避難し、観世流の仕舞を習っていたこと、世界大戦後には

ヨーロッパに戻り、能の実演つきで講演会を行っていたことなど、能との関わ

りが具体的に明らかとなった。特に、1951 年に行われた講演会「日本と舞踊」

の読み原稿をみてみると、能の舞踊を「魂の舞」と位置づけ、舞に「魂の浄化

（l’illumination spirituelle des âmes）」をみていることがわかる。このような

ヤマタの活動は、能の本格的な海外公演（1954 年：イタリア、1957 年：フラ

ンス）が行われる前に、個人でフランス社会に能楽の紹介に努めた数少ない例

としても注目されるものである。 

 ヤマタが最終的に到達した、「魂の浄化」が目指されるという能に対する理解

は、自身の能の翻訳へも反映されていると考えられ、文学的技巧が凝らされた

能の詞章の訳し方も合わせて検討することで、ヤマタの翻訳の特色を明らかに

してみたい。さらに、フェミナ賞の候補作ともなったヤマタの代表作 La Dame 

de beauté（邦題『麗
うるわ

しき夫人』、1953 年）と能の関わりについても触れ、1950

年代初頭のヤマタの能楽紹介の実態について考察する。 
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Yamata Kiku and Noh :  
Her Introduction and Translation of Noh in France 

 

TSUNEDA Makiko 
 

     Yamata Kiku (1897-1975) was the writer who translated “Genji monogatari” into 

French (in 1928, from the volume of “Kiritsubo” to the volume of “Aoi”). It was the 

first time the translated tale was published in book form. In this presentation, I am going 

to focus on her translation of noh for the purpose of understanding the characteristics of 

her translation.   

     While researching data on Yamata, entrusted to the Geneve library, I discovered 

material which showed a deep relation between Yamata and noh. It is a well-known fact 

that she wrote on noh in the 1920s. Through my research, I was able to discover the 

origins of her relation with noh. She had watched noh since she was young. During the 

Second World War, she sought refuge in Japan and learned the Kanze school of noh 

dance. After the war, she returned to Europe and gave lectures and demonstrations on 

noh. According to my examination of the paper for such a lecture, entitled “Nihon to 

buyō (Japan and Japanese dance)” in 1951, Yamata described noh dance as ‘tamashii no 

mai (dancing of a soul)’ and regarded it as ‘tamashii no jōka (l’illumination spirituelle 

des âmes) (purification of the spirit)’. Yamata’s activity before the time when genuine 

noh performances were taking place overseas (1954 in Italy and 1957 in France), is 

notable as she personally introduced noh to French society. There are few such 

examples.                     

    She reached the conclusion that noh headed for ‘tamashii no jōka (purification of a 

spirit)’ and this understanding must have been reflected in her translation of noh. I 

would like to explain the characteristics of her translation of noh as the writings of noh 

are decorated by literary technique. In addition to this, I am going to mention the 

relation between noh and the most important work of her “La Dame de beauté 

(Uruwashiki fujin in Japanese title published in 1953) which was considered for the Prix 

Fémina and will examine Yamata’s introduction of noh at the beginning of the 1950s.       
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研究発表⑪ 

 

『草枕』と遊仙文学 

 
胡 潁芝（コ エイシ） 

 

 夏目漱石の『草枕』には、陶淵明の『桃花源記』の影響が見られるという指

摘が早くからなされている。しかし、『草枕』の構造、内容及び表現について改

めて注目すれば、『草枕』と漢文学の関係は、決して一作品との関係に止まらな

いようである。そこには、諸家が指摘する『桃花源記』よりも、一層広汎な漢

籍との関連性が認められる。中でもとりわけ注目されるのが、「遊仙文学」によ

る影響である。 

 「遊仙文学」とは、仙境の遊歴、仙人との交流、或いは人仙同遊をテーマと

する文学作品を指す。屈原の『楚辞』「離騒」に見える神遊（神仙世界への遊歴）

が起源とされ、後に道教の神仙思想と洞天福地（仙境）説と融合してきた。中

国の文人は、遊仙文学を通して、しばし現実世界の悩みを忘れ、空想の世界に

慰藉を求めるのであった。 

 ところで、中国文学史において、『桃花源記』に描かれる桃源郷は、しばしば

仙境として扱われてきたのである。『草枕』が、諸家が指摘するように『桃花源

記』を踏まえた作品であれば、その舞台となる那古井にも、仙境としての性質

が認められよう。そうなれば、那古井への画工の旅も、崑崙への昇仙にも似た、

仙境への旅として見なされることが可能であろう。実際、「遊仙文学」を構成す

る基本的な要素と比較すれば、『草枕』にはそのような可能性を裏付ける類似要

素が数多く認められるのである。このことは、漱石文学の本質を理解する上で

も重要な手がかりになるので、一度考察する必要があろう。 

 本発表は、『草枕』の舞台である那古井を、漢籍に見える仙境を構成する諸要

素と比較し、その仙境として設定された可能性を指摘したい。更に、謎の行動

で目立つ主人公―那美さんを『文選』所収宋玉「神女賦」の内容と表現との類

似を比較し、両者の関連性を指摘したい。こうした作業を通して、『草枕』の遊

仙文学としての性質について推論を行うとともに、漱石文学の研究に新たな視

点を提供したい。 
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Kusamakura and Literature of Immortals 
 

WU Wing Chi 
 

  It has long been pointed out that the influences of Tao Yuanming's The Peach 

Blossom Spring could be seen in Natsume Soseki's Kusamakura. However, if we focus 

on its structure, content and expressions again, it is obvious that Kusamakura was 

influenced by various Chinese literary works, and it is worth noting that the influences 

of Literature of Immortals could also be seen in Kusamakura. 

 

  Literature of Immortals refers to the literary works with the themes including 

Adventure to fairyland and interactions with the immortals. It was originated from the 

adventure to fairyland in Qu Yuan's Encountering Sorrow, and was merged with the 

thoughts of Immortals and Grotto-heavens in Daoism. And it was a tool for the refined 

scholars in different Dynasties to seek solace with the imagination world created in 

those literary works. 

 

  Moreover, the Peach Blossom Land in The Peach Blossom Spring was often 

interpreted as Fairyland. So it is also possible to say that Nakoi, where the story of 

Kusamakura takes place, has the nature of Fairyland. If that is the case, the trip to Nakoi, 

similar with the thought of becoming immortals in Kunlun Mythology, could also be 

seen as the adventure to fairyland. In fact, there are lots of the elements of Literature of 

Immortals could be discovered in Kusamakura. 

 

  I would like to point out the possibility of Nakoi to be a fairyland, by comparing 

Nakoi with the components of fairyland in Chinese literary works. Also, I would like to 

point out the relevance of the mystery female protagonist Nami and Song Yu's Shen Nu 

Fu, by comparing with the content and expressions in both works. Through these tasks, 

I would like to make the inference on the existence of the nature of Literature of 

Immortals in Kusamakura, and hence provide a new perspective to the Studies of 

Natsume Soseki's works. 
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シンポジウム 

 

テクスト・ジェンダー・文体―日本文学が翻訳されるとき  

 

司会：中川成美 
 

パネラー： 

 

呉 佩珍 日本文学に翻訳された「台湾」とジェンダー性 ―津島佑子

『あまりに野蛮』と吉田修一『路（ルウ）』を中心に― 

Sharalyn ORBAUGH 押川春浪の「海底軍艦」における国家（主義）的なマスキ

ュリニティーの翻訳問題 

Chiara Luna GHIDINI 女声/性を甦る。折口信夫と円地文子を中心に 

小嶋 菜温子 『源氏物語』の解釈におけるジェンダー 

 

 

日本文学は翻訳される時にどのような問題が起こるのであろうか。特に日本語における

女性語の問題は、翻訳の際の大きな難関となっている。同時にテキストは果たしてジェン

ダーを持つのであろうかという素朴な疑問も、そのことから浮かび上がってくる。日本語

に固有の女性語の問題は、日本文学研究の上でもまた今後考えていかなければならない課

題の一つといえるであろう。 

本シンポジウムは、古典から現代までの多様なテキストをとり上げ、そのなかに潜むジ

ェンダーの諸相を考えようとするものである。現在世界的に文化翻訳の側面から新しい翻

訳研究が起こっているが、日本文学特有の女性語とそのジェンダー規範がどのようにテキ

スト分析には関わっているのか、また逆にそうした文体の性差を伴わない叙述においてジ

ェンダー規範はどのような介入を行っているのかについても同時に考えてみたい。また日

本文学の特性ともいえるジェンダーが明瞭に支持される叙述が技術的に利用されて、性を

誤認させたり、撹乱したりすることが可能な点も分析対象となるであろう。それは現代の

ネット空間で性を交換し、また年齢を超越して生き残っていくというようなヴァーチャル

な性の存在を現出させていることにもつながっていく問題として顕現している。 

 叙述、表現の性差を殆ど持たない言語から日本語を考えることによって見えてくる複雑

に多岐にわたる問題を、斯界の代表的な研究者、翻訳者によって国際比較の観点から明か

していこうというのが本シンポジウムの趣旨である。 
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