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研究発表①

上代日本における文字表記

―『万葉集』の「青」と「あを」を中心に―

松原　舞

本発表は、和語「あを」が漢語「青」の表記を得て、「青（あお）＝Blue」の

意味を持つに至る初めの接地点を明らかにする為の経過点の一つとして、「青」

の語彙に於ける表記の様相について論じ、表記を通して書き手にどのような書記

選択があったかを明らかにすることを狙いとする。尚、本発表では検証の対象を

『万葉集』に絞る。

本発表では先ず『万葉集』原文に「青」を使った歌を対象に、意味する色彩に

注目し分類することで、当時植物全般は「青」で表すことが色彩概念として普及

していたことを提示する。しかし「青」が色相の greenを表わすから植物には皆「青」

が用いられたと考えてはならない。「青」は「あを」という畏敬や「偉力性」を持っ

た語であり、神聖なものを表わす為の語であった。しかし一方で「青松」という

漢語から摂取した語も『万葉集』には見えるように、「青」には「あを」の信仰と、

中国思想や漢籍から学び取られたものが共存している。

青の表記は、訓仮名「青」と、「安乎」のように音仮名によって表記されてい

るものがあり、訓仮名と音仮名の両方で表記されている「青」の語を調べると、「青

柳」、「青雲」、「青波」、「あをによし」の4語のみであった。ここから「あを」の

信仰を詠んでいると考えられる用例では揃って漢語「青」が用いられるのに対し、

音仮名表記の語が、これまで漢籍由来であると判断された語に集中しているとい

う興味深い結果が出た。

「青浪」、「青雲」、「青柳」の漢語及び音仮名の例を内容から検証した結果、其々

明確な意図をもって書き分けられていたことから、音仮名表記を選択した際、天

平の万葉人らは大和言葉をそのまま書き写そうという意識があった可能性が考え

られる。

本発表では、この4語のみに集中して書き分けが行われていることについて、

音仮名で記すことで「あを」本来の意味への回帰を目指したという、書き手の書

記選択の意識について論じる。



3

Writing with Script in Ancient Japan
 –  Representation of “blue” in the Man’yōshū –

MATSUBARA Mai

The Japanese word “awo”（あを） came to be inscribed using the sinograph “青 ,” 
and in order to clarify the first points of contact where “青” came to have the meaning of 
“blue,” this presentation theorizes aspects of writing the sinograph for “blue”（青） as it 

appears in the lexis. The objective is to clarify what options writers had for inscription. 
The object of research for this presentation will be restricted to the Man’yōshū.

First, the presentation will discuss poems in the Man’yōshū that use the sinograph 
“青” and classify them according to the color that is being expressed. Doing so will show 

that this period, using青 to represent plants in general had diffused as a general notion of 
the color. However, this sinograph was not used for plants because it represents the color 

“green.” “ 青 ” incorporates the reverence and authority expressed in the Japanese word 
“awo,” and it contains a nuance of the sacred. Conversely, as seen in the assimilation of 

the Sinic compound “awomatsu”（青松）in Man’yōshū, in “青” there coexist both this 
sacred component of “awo” and notions learned from continental thought and the literary 
Sinitic canon.

Inscription of “awo” uses the both the kun reading of “青” and the phonetic tran-
scription “a wo”（安乎）, and there are only four words that use both types of inscription: 

“awo yagi”（青柳） , “awo kumo”（青雲） , “awo nami”（青波） , and “awoniyoshi”（あ

をによし）. Interestingly, poems where the sacred component of “awo” is being composed 
upon all use the sinograph “青 ,” whereas examples using phonetic transcription appear for 
words that derived from the continental canon.

The result of examining the Sinic words for “awo nami,” “awo kumo,” and “awo 
yagi” and the examples that use phonetic transcription shows that these words were 
inscribed with a clear awareness of their nuances. Hence, when phonetic transcription was 
selected, it is plausible that Man’yōshū  poets from the Tenpyō period were consciously 
selecting and writing the Japanese word itself.

In this presentation, these four words were divided up based on how they were 
inscribed, suggesting that the writers’ conscious selection of inscription method was an 
attempt to return to the original meaning of “awo” by using phonetic transcription.
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研究発表②

古事記における世界の生成とシャーマニズム

―「根堅州国」と「綿津見神宮」をめぐって―

アンダソヴァ・マラル

古事記には「高天原」、｢葦原中国｣、「黄泉国」、「根堅州国」、｢綿津見神宮｣と

いう世界が登場する。従来、古事記の中で登場する世界は古事記の記述から取り

出され、その歴史的な実態が問われていた。例えば、｢葦原中国｣は日本の古称で

あるとされていたのである。それに対して、西郷信綱は古事記を内的構造を持つ

作品として捉え、そこで登場する世界は古事記全体の中でどのような意味を持っ

ているのか問うべきであるとした。西郷信綱は三重世界構造を提唱している。「高

天原」は神々の住む天上世界であり、かつ聖なる中心、秩序としての意味を持っ

ているとする。それに対する｢葦原中国｣は地上世界であり、俗なる周辺、混沌

を意味し、「黄泉国」、「根堅州国」、｢綿津見神宮｣は地下世界として捉えているの

である（西郷信綱『古事記の世界』岩波書店、１９６７）。

しかし、古事記の世界を一つの世界観として捉えると、そこで登場する世界は

固定化されてしまう。古事記の記述に目を向けると、それぞれの世界はあらかじ

め一つの構造の中で位置を持つ世界として語られていないことが見えてくる。そ

の場において現れるものとして描かれている。そして、その世界を体験する神の

成長によって世界も変貌していくのである（アンダソヴァ・マラル『古事記　変

貌する世界』ミネルヴァ書房、２０１４）。

本発表において、「根堅州国」、｢綿津見神宮｣という世界に注目し、それはいか

に生成するかを見ていく。また、「根堅州国」と接するスサノヲ、オホアナムヂ、

｢綿津見神宮｣に赴くホヲリのシャーマニックな体験の側から、それぞれの世界は

どのような意味を持っているのかを読み説いていく。「根堅州国」、｢綿津見神宮｣

という世界名は地の文ではなく、会話文において登場している。それにはどのよ

うな意味があり、またそれは古事記が作り出す「シャーマニズム」とどのように

かかわっていくのか見ていきたい。
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World creation and shamanism in the Kojiki
On the “Ne no katasu kuni” and “Watatsumi no kami no miya”.

ANDASSOVA Maral 

There are 4 world in the Kojiki: “Takama no hara”, “Ashihara no nakatsu kuni”, 
“Yomi no kuni”, “Ne no katasu kuni” and “Watatsumi no kami no miya”. Up until now, the 

worlds depicted in the Kojiki where taken out of context from the text and explored from 
an historical point of view. For example, “Ashihara no nakatsu kuni” was interpreted as 
the ancient name for Japan. Opposing this, Saigo Nobutsuna claimed that the Kojiki has an 
internal structure and that each world should be explored from within the text as a whole. 
He theorized a three world structure: “Takama no hara” as the worlds of the gods, central 
and sacred world that maintains the order of the cosmos, “Ashihara no nakatsu kuni” as 
the ground world, secular and outskirt world that represents chaos, and “Yomi no kuni”, “Ne 
no katasu kuni”, Watatsumi no kami no miya” as underground worlds (Saigo Nobutsuna, 
Kojiki no Sekai, Iwanami shoten, 1967).

However, when the worlds of the Kojiki are viewed as a single worldview, they 
crystallize. When we look at the discourse in the Kojiki, we realize that each world is 
not preemptively located within a single structure, but rather it materialized itself on the 
spot. Moreover, each world transforms each time a god experiences it (Andassova Maral, 
Kojiki: Henbō suru Sekai, Minerva shobō, 2014).

This presentation will focus on the worlds of “Ne no katasu kuni” and “Watatsumi 
no kami no miya” and it will look at how they are formed. Moreover, it will interpret the 
meaning each worlds holds when looked from the perspective of the shamanic experience 
of Hoori, who visits Susanowo, Ōnamuchi and “Watatsumi no kami no miya”, all of which 
are in contact with “Ne no katasu kuni”. Both “Ne no katasu kuni” and “Watatsumi no 
kami no miya”'s names do not appear in descriptive form, but rather within a conversation. 
I would like to explore the meaning behind this, and clarify the connection between it and 
the “shamanism” created in the Kojiki.
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研究発表③

源氏物語の「女にて見る」をどう訳すか

―翻訳のなかのジェンダーバイアス―

須藤　圭

源氏物語には、いくつかの巻において、「女にて見る」という表現がみられる。「男

である相手を女にして見る」、あるいは、「自分が女になって男である相手を見る」

の意味であるとされる。本発表では、この「女にて見る」が、どのように訳され

ているか、を見わたすことから、翻訳という行為にひそむジェンダーバイアスを

問う。

「女にて見る」については、すでに、充実した考察がなされている。吉海直人

氏「「女にて見る」と皇族美」（『源氏物語の新考察―人間と表現の虚実―』おう

ふう、2003年）は、「女にて見る」が、男である相手を女にして、の意味でしか

ないことを主張する。また、これを受け、ロイヤル・タイラー氏「男性のイメー

ジを覆う女性のベール」（講座源氏物語研究11『海外における源氏物語』おうふう、

2008年）は、英訳の経験もふまえながら、男が「女性のベール」をまとうという

モチーフに秘められた意味を理解することの困難さを指摘してもいる。

しかし、「女にて見る」表現が、たとえば、英語に訳されるとき、それが、ど

のような姿をもって立ちあらわれてくるか、が問われたことはない。翻訳のなか

の「女にて見る」は、「男である相手を女にして見る」「自分が女になって男であ

る相手を見る」のどちらかだけに決定されない。男としての性別を確保しながら、

「女のように見える」と訳したり、「互いが逆の性別であればよかった」と訳した

りすることもある。「女にて見る」は、多彩なバリエーションをもって訳されて

いる。

本発表では、複数の外国語訳にとどまらず、現代日本語訳も対象としながら、

これらの「女にて見る」が、はたして、どのような意味をもって、それぞれの文

脈のなかで活かされているか、を考察する。そのことによって、翻訳という行為

じたいを問いつつ、日本語と外国語のあいだの性差、あるいは、平安時代と現代

のあいだの性差を考察する一助とする。



7

How to translate “Onna ni te miru” in The Tale of Genji
Gender bias in translation

SUDO Kei

The phrase “Onna ni te miru” appears in several volumes of The Tale of Genji. It is 
said to mean either “to look at a man as if he were a woman” or “to look at a man as if one 
were a woman.” In this presentation, I call into question the gender bias underlying the 
act of translation by examining the ways in which the phrase “Onna ni te miru” has been 
translated.

The phrase “Onna ni te miru” has already been thoroughly investigated. Yoshikai 
Naoto’s ” ‘Onna ni te miru’ to kōzokubi (‘Onna ni te miru’ and Royal Beauty)” (Genji 
Monogatari no shinkōsatsu: ningen to hyōgen no kyojitsu (A New Investigation of The 
Tale of Genji: The Truth and Falsehood of Humanity and Expression), Ohfu, 2003) insists 
that the meaning of “Onna ni te miru” is simply to look on a man as a woman. In response 
to this, Royall Tyler’s “Dansei no imēji o oou josei no Beēru (A Female Veil that Covers 
the Image of a Man)” (Kōza Genji Monogatari Kenkyū 11 (Lectures on The Tale of Genji 
Studies 11) Kaigai ni okeru Genji Monogatari (The Tale of Genji Overseas), Ohfu, 2008) 
points out the difficulty of comprehending the hidden meanings in the motif of a man 
putting on a “female veil” based on the author’s own experiences with English translation.

However, the question of what form the phrase “Onna ni te miru” takes in English 
translation, for instance, has never been discussed. In translating “Onna ni te miru,” there 
are more options than simply “to look at a man as if he were a woman” or “to look at a 
man as if one were a woman.” It is sometimes translated as “to look like a woman” while 
maintaining male gender, or as “it would have been better if their genders were switched.” 
“Onna ni te miru” has been translated in numerous, varied ways.

In this presentation, I will examine the roles the phrase “Onna ni te miru” has 
taken and the meanings it has assumed in various contexts including modern Japanese 
translations as well as multiple translations into foreign languages. By doing so, I will 
question the act of translation itself and attempt to investigate gender differences between 
Japanese and foreign languages as well as those between the Heian Period and today.
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研究発表④

『草庵集』の構成と特性

李　相旻

頓阿は、南北朝時代の歌僧で当時、慶運・浄弁・兼好と共に為世門の和歌四天

王と称され、二条派歌壇の重鎮とされてきた人物である。『草庵集』は、その頓

阿自身の人生の総決算でありながら、二条家本流を担う歌人としての自覚のもと

に、製作された歌集である。そして、四季、恋、雑、哀傷、覊旅、釈教など、全

体的に勅撰集の部立てに準拠しながらも、構成面において頓阿ならではの性格が

随所にうかがえる歌集である。ただし、悠久なる私家集の歴史の中で、『草庵集』

のみが孤立した存在ではあるまい。その『草庵集』の特質をより具体的に把握す

るためには、その周辺の作品との関係を考慮に入れ、分析する必要がある。本発

表では『草庵集』ならびに前代及び同時代の私家集や勅撰集（特に頓阿自身が編

纂に関わった『新拾遺和歌集』）を対象にし、歌の配列や歌集全体の構成につい

てまとめ、データ化する。その資料に立脚し、『草庵集』の前代の勅撰集や私家

集との関係を考察し、頓阿が『草庵集』製作にあたっていかなる工夫をほどこし

たか、和歌史的な見地から考察する。

さらに実際に出題された題に注目し、頓何がその題に対してどのように時間・

空間を設定したかを分析し、他歌人の同題での詠作と比較することで、頓阿の詠

作の方法を考察する。その上で、それが『草庵集』編纂にどう生かされているか、

またどう変化しているかを考察することで、『草庵集』の編纂態度を解明したい。
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A characteristic and compositon of “Soan-syū”

LEE Sangmin

Tona, a Buddhist monk cum waka poet was a one of the prominent leader of the 
Nijō poetic school. Also He was celebrated as Waka Shitenno with Keiun, Jouben, Kenko 
in the Period of the Northern and Southern Courts. 

Tona complied “Soan-syū”, which is the culmination of his life in 1359 under 
awareness as a leader of the Nijō poetic school. Although  “Soan-syū” have similar 
categories (shiki - Four seasons poetry, Koiuta -Lovers poetry, Zoka-Miscellaneous poetry, 
Shakyoka‐poetry about Buddhism etc.) as Chokusen-shu(the imperial poem anthology),  
“Soan-syū” is also showing Tona's personalities in itself. 

But “Soan-syū” is not the only one in the ageless history of Shika-syū (the personal 
collection of poetry). For understanding what the special qualities of “Soan-syū” are, it 
need to be analyzed by taking other Chokusen-syū and Shika-syū until “Soan-syū” into 
consideration.

So this analyzations about other works that related with “Soan-syū”, (especially 
Shinshūi Wakashū, the19th Chokusen-syū that Tona participted in the compilation) 
could help understand what arrangement and composition of “Soan-syū” are. Also 
from historical point of view, that should be helpful to understanding how Tona use his 
ingenuity for compilation of “Soan-syū”.  

Furthermore, paying attention to theme of poetry in “Soan-syū” could make it clear 
that how Tona set a space and time for each theme in contrast to other poet, which make it 
involved with compilation of “Soan-syū”.
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研究発表⑤

欧米における「忠臣蔵」のイメージ形成

―大石内蔵助について―

川内　有子

赤穂浪人の吉良邸襲撃事件は、戯曲・出版・映像・絵画など様々な媒介を通し

て「忠臣蔵」の名称をもって日本人に親しまれてきた。戯曲『仮名手本忠臣蔵』

に由来する「忠臣蔵」の名称は、歴史事件とそれを基にした作品群の両方を示す

語として現在も機能している。名称が象徴する、歴史事実とフィクションの混同

された日本国内の受容状況は、幕末から明治にかけてA.B.ミットフォードをはじ

めとするイギリス人日本学者たちによって開かれた欧米における受容にもあては

まる。本発表では、受容の最初期に、欧米圏における「忠臣蔵」の認知獲得を担っ

た、ミットフォードの短編集Tales of Old Japan（1871）、F.V.ディキンズによる『仮

名手本忠臣蔵』の英訳Chushingura, or The Royal League. a Japanese romance（1875）、

斎藤修一郎とE.グリーイの共訳による『いろは文庫』の英訳The Loyal Ronins（1880）

の3編を取り上げる。大石内蔵助良雄の人物描写（『仮名手本忠臣蔵』においては

大星由良之助）に焦点を置き、これらの紹介や翻訳が混在する中で「忠臣蔵」の

イメージがどのように形成されていったのかについて論じる。

ミットフォードによる「忠臣蔵」の紹介は、欧米読者に広く読まれ、その後の

受容の基礎を作り、直後に出版されたディキンズの英訳の書評はもちろんのこと、

1915年に初演された J.メイスフィールドの翻案戯曲の劇評でも引合いに出される

ほど影響が大きかった。ミットフォードは良識を備えた武士として大石や赤穂浪

人たちを描くことによって「忠臣蔵」に武士の道徳の肯定的なイメージを付与し

た。ディキンズは、本としての出版こそミットフォードの4年後となるものの、

訳業自体はほぼ同時期に行っており、この2編からは影響関係を読み取るのでは

なく比較対照を行いたい。一方、ニューヨークで出版されヨーロッパにおいても

多くの読者を得た斎藤修一郎とグリーイの翻訳は、原典に大きく手を加えて訳出

している点が特徴である。

大石（大星）の人物像は、それぞれの書評において日本のheroismの表れと評

される「忠臣蔵」において中心的な要素である。最初期の紹介・翻訳における描

写をその書評も含めて考察することにより、受容の様相について明らかにしたい。
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Forming images of Chushingura for Western readers
– Comparing the representations of Oishi Kuranosuke –

KAWAUCHI Yuko

The Ako Ronin’s attack on Kira’s residence (1702) has been familiar among Japanese 
as the name of “Chushingura”, through theatres, publishing, and visual aids. The name of 
“Chushingura” which comes from the title of the drama “Kanadehon Chushingura” is still 

active term meaning both the actual incidence and the works dealing with it. The situation 
of acceptance in Japan, historical truth and fiction was mixed, was common to the situation 
in the Western which cultivated by the Japanologists including A. B. Mitford (1837-1916). 
This paper will compare representations of Oishi Kuranosuke (or Oboshi Yuranosuke, in 
Kanadehon Chushingura) in three works, Mitford’s anecdotes Tales of Old Japan (1871), 
made Chushingura popular in the Western, Chushingura, or The Royal League. a Japanese 
romance (1875), the first full translation by F. V. Dickins, and The Loyal Ronins(1880), 
translation of Tamenaga Shunsui’s Iroha Bunko by S. Saito and E. Greey. This comparison 
will clarify how the image of Chushingura was formed in the period when these 
introduction and translation gather together.

Mitford’s detailed introduction got wide range of the readers and made the 
foundation for subsequent acceptance, it had so strong influence that referred in the book 
reviews for not only Dickins’s translation which was published shortly after the Mitford’
s book, but the stage reviews for the adaptation of Chushingura (The Faithful, the first 
performance was 1915) written by J. Masefield (1878-1967). Mitford described Oishi 
and his followers as the men with good moral (in the Western sense). Dickins translated 
Kanadehon Chushingura around the same time as Mitford, however the translation was 
published as a book 4 years after the Mitford’s book. Therefore, this paper will compare 
and contrast these two books, not deduce the relation. On the other hand, Saito and Greey’s 
translation which was published in New York and got wide readership even in Europe was 
characterized in doing additional works on the original.

Oishi(Oboshi) was referred to as the symbol of Japanese heroism by the reviewers 
for these three books. The aim of this paper is to clarify the situation of acceptance by 
paying attention to the representation about this main character in the very beginning of 
the reception, including the reviews.
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研究発表⑥

「父親の不在」を文学は告げている？

『なずな』におけるイクメン

グアリーニ・レティツィア

現代日本文学において母性や母娘関係を描いている作品、かつ母親に焦点を当

てた研究は数多く存在する。一方、父親に焦点を絞った研究は未だに少ない上、

日本文学や日本社会においては父親が不在であると結論づけた批評家さえいる。

内田樹と高橋源一郎によると、2012年に発表された小説の傾向である「父親の不

在」は2013年の日本社会を予言している。すなわち、家父長制の下で父親は家父

長として娘を抑圧していたが、家父長制の解体をもって家における父親の権力が

弱まった。そのため、家に「父親」がおらず、母親が抑圧を一手に担うこととなっ

た。その結果として、日本において家を出て行く父親、そして残された母と娘間

の葛藤を描く物語が流行していると内田と高橋が述べている。また、イクメン小

説とされている『なずな』（堀江敏幸、2012年 ）については、疑似父であり、「普

通の父親の姿は見かけない」と主張している。しかし、『なずな』のような作品

は日本における「父親の不在」ではなく、日本社会の変更、かつ父性の変更を描

いているのではないだろうか。

仲谷（2006）が指摘しているように、90年代から父性にまつわる出版物が現れ

始めた。それらは、育児する父親たちによるインタビューであり、イクメンの存

在を主張したものであった。一方で、林道義の『父性の復権』（1996年）のよう

なベストセラーは、父親たるものは育児や家事をせず、権限をもって子どもに価

値観を押し付ける、という典型的な父親役を強調した。内田と高橋の指摘から考

えると、今日に至るまでイクメンの存在主張と典型的な父親役との対峙は続いて

いるといえよう。

『なずな』は、体を壊して育てられなくなった弟の代わりに生後2ヶ月の子ども

を育てる兄を描いている。主人公はイクメンであり、育児・家事をする父親の姿

を見せる。本発表において、『なずな』に焦点を絞り、日本社会、かつ日本文学

に登場している「父親」を巡って論じながら日本における「イクメン現象」、そ

して新たな家族の定義を探りたい。
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Are fathers absent from literature?
The representation of ikumen in the novel Nazuna

GUARINI Letizia

Motherhood, and the mother/daughter relationship are recurrent themes in 
contemporary Japanese novels, as well as in researches about Japanese literature. On the 
other hand, not much has been said about fathers, to the extent that some critics have 
argued that the absence of the father could be considered the tendency of Japanese fiction 
in 2012, as well as a prophecy about the future of Japanese society. Uchida Tatsuru (2014) 
has claimed that as a result of the collapse of patriarchy, mothers’ right to speak, and 
their decisional power have been increasing, and fathers have been brushed aside within 
the family: according to him, this is a hot literary material within contemporary Japanese 
literature. Furthermore, Takahashi Gen’ichiro (2012) has claimed that the tendency in 
Japanese fiction nowadays is to depict fathers leaving their houses, and the resulting 
conflicts between mothers and daughters. 

In this paper I will analyze the novel Nazuna (2012) by Horie Toshiyuki, which has 
been defined an ikumen shōsetsu (ikumen novel). Nazuna is the story of a man who takes 
care of his younger brother’s two months old daughter. The protagonist is an ikumen, a man 
who actively takes care of his child; moreover, he is a single father. In their talk about the 
absence of the father in Japanese literature, Uchida and Takahashi has argued that Nazuna 
depicts a pseudo father, and that we cannot find a “normal father figure” in the novel. 
Uchida and Takashi’s words show us that the contraposition between the new fatherly 
figures represented by ikumen and the traditional father’s role is still alive nowadays.

In this paper I argue that Nazuna does not depict the absence of the father, but rather 
a change in the way we consider fatherhood. Through the analysis of the novel, focusing 
on the phenomenon of ikumen, I will explore new definitions of “fatherhood” and “family” 
in contemporary Japanese literature, as well as contemporary Japanese society, 
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研究発表⑦

中里介山「大菩薩峠」の文体

― 改稿による地の文の変化を手がかりに

崔　惠秀

近代日本における大衆文学の祖先とされる「大菩薩峠」が、「です・ます」調

の親しみのある文体を採用したことは有名である。しかし実際、作品中の地の文

には敬体のみならず常体も使われており、過去形・現在形が混在する中、体言止

めの文章も多数ある。本発表は、「大菩薩峠」における多様な文末表現の形成過

程やその特徴を明らかにし、「だ・である」の文末表現をもって完成されたと言

われる「近代小説」の話法に照らし合わせながらその意味を考察することを目的

とする。

さしあたり本発表では、一九一三年九月から『都新聞』に連載され始めた初出

の文章が、一九一八年二月以降単行本化の際に大幅に書き直されていることに注

目し、文末表現がある程度安定して来る（つまり、単行本化の際に文末表現に関

しては修正がほぼ無くなる）連載第二期までのテクスト（一九二一年十月十七日

までの連載分、単行本では第二十巻「禹門三級の巻」までに相当）を対象に、改

稿によって地の文に起こった変化のパターンを分析する。句点が無く会話文と地

の文とがダラダラと続いていた連載第一期（一九一三年九月〜一五年七月）の文

章は、単行本化の際に句点の使用と共に独立した文章に整われる中、多くの文末

表現が体言止めに修正される。また、内容は全く同一であるにも関わらず、文末

表現においては常体や敬体、そして現在形や過去形をめぐる念入りな修正が『都

新聞』の連載分全体に渡って施されていることも見逃せない。

その意味や効果を考察し、介山が改稿作業中に「近代小説」を意識しつつ語り

手と作中人物、そして語り手と読者との距離を緻密に測り直していたこと、そし

てそれが物語内外における対話性や多声性を志向する文体上の努力に繋がったこ

とを明らかにしたい。
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A style of Daibosatsu-toge by Nakazato Kaizan
— focusing on changes in descriptive texts by revision of sentences

CHOI Hyesu

It is widely known that Daibosatsu-toge, which is considered as an origin of 
popular modern Japanese literature, was written in a familiar ‘desu, masu’ style. However, 
descriptive texts were written not only in distal style but also in direct style, and both of 
past and present tense were mixed in this work. In addition, a style ending sentences with 
a noun (or noun phrase) was used as well. This presentation aims to analyze a formation 
process and features of various sentence styles in Daibosatsu-toge. Also, I would like 
to discuss its meaning by comparing style in this novel with a modern novel’s narrative 
strategy, which is said to have completed its style by using 'da, de aru' in the end of the 
sentences.

First of all, this presentation will focus on drastic changes from first publishing 
of Daibosatsu-toge in Miyako-Shinbun to rewritten version which had been published 
as a form of book since February 1918, and analyze patterns of changes in descriptive 
texts until its style was stabilized(manuscripts appeared serially by 1921.10.17, which 
are correspond to by vol.21 ‘Umonsankyu-no-maki’ in a book form), in other words, until 
Kaizan didn’t make a revision on the end of sentences. 

Sentences in the first peoriod(Sep 1913~Jul 1915)that did not have periods(。) 
in the end had been put in order by using periods when they were rewritten. And in this 
process, many sentences have been corrected into the form ending with a noun or noun 
phrase. Also, it must be noted that there are a lot of delicate corrections in the end of 
sentences concerning the past/present tenses and distal/direct style all over the texts that 
originally appeared in Miyako-Shinbun, even though there was no change in the meaning 
of the contents. 

Through analyzing what meaning and effect this changes in the form of the 
sentences have, this presentation is going to clarify that Kaizan was well aware of ‘modern 
novel’ and remeasured the distance between a narrator and characters as well as between a 
narrator and readers when making revisions on manuscripts, which I assume is connected 
to the effort trying to maintain dialogicality and polyphony in his style. 
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研究発表⑧

武田泰淳の文学における父親のイメージ

ハートリー・バーバラ

本研究の目的は、戦後作家、武田泰淳の文学における「父親」のイメージを分

析し、そのイメージがどのように近代日本の典型的「家父長制の父親」像、そし

て「家」の規範に疑問を呈するかを考察することである。

ここでは、泰淳の長編小説『快楽（けらく）』（1972）を題目にとりあげる。『快

楽』は私小説の要素を含む作品で、筋は仏教僧侶の資格を受けた泰淳が徴兵され

大陸に派遣される前、目黒区にある寺院にて青年僧をしていたときの人生体験に

基ついている。柳という十九歳の主人公は、その寺の住職である父親を手伝って

いる。人生の目的を持たず、宗教にもあまり興味のない柳は、左翼運動に参加し、

目黒警察庁で投獄され、暴力を受けた体験もある。彼は、帝国軍に薬剤を売って

いる中年社長の若く美しい妻「宝屋夫人」に魅了される。柳は左翼革命に関する

新聞を夫人に対する「性欲に悶えながら」読むことで、ひそかに自慰行為にふけ

るのだった。

『快楽』は性欲、政治、宗教が複雑にからみあう戦前日本の混沌性を描いた小

説であり、その世界における権威を象徴するのが柳の父親である。士族の令嬢で

あってわがままで美しい母親にくらべ、名家の娘に欲望し、禁欲生活の誓いを破

る柳の父親は、印象深い人物であると言えよう。「小作農の次男として生まれ、

農村寺院の小僧になり、その後、あこがれの東京へ出て、最終的には仏教大学の

部長におさまった」人物であるその父親は息子に深い愛情をこめて気をくばり、

その息子のだらしない行動を叱るかわりに遠まわしに指導を試みる。息子の柳は、

そんな父親を非常に尊敬しており、その申し分ない父親の視線を浴びて、恥と自

己嫌悪に満たされる。

本稿の主な関心は、『快楽』に描かれている父親像がいかに戦前の覇権主義的

な究極の「男らしさ」に対抗しているのか、また、いかに規範におさまらない独

自の「男らしさ」を提示しているのかを追及することにある。
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Representations of the father in Takeda Taijun’s Keraku
(Sacred Pleasures)

HARTLEY Barbara

This paper examines the representation of the “patriarch” in the long 1972 novel, 
Keraku (Bliss), by the post-war writer, Takeda Taijun (1912-1976). With an I-novel 
undertone, Keraku is based on the real-life experiences of writer Takeda, an ordained 
Buddhist priest. The narrative tells of the nineteen-year-old protagonist, Ryu (Yanagi), 
who, prior to being dispatched to the continent as an Imperial Army conscript, assists his 
father, the head priest of a temple in Tokyo’s Meguro Ward. Rudderless in life, and without 
any great religious commitment, Ryu becomes peripherally involved in leftist activity. As 
a result, he is interned and savagely beaten at Meguro Police Headquarters. In spite of his 
position, the young man is strongly attracted to the beautiful young wife of the middle-
aged head of a company that supplies pharmaceuticals for the Imperial Army. In one scene 
of the novel, Ryu expresses his sexual long for this seductive young woman by secretly 
masturbating while reading an underground newspaper devoted to worker direct action.

Ryu’s father is the “authority figure” who stands in the midst of the volatile mix of 
sex, politics and religion that is the Keraku narrative space. Much more than the young 
man’s self-absorbed mother, Ryu’s father, who broke his vow of celibacy when he fell in 
love with and married the beautiful daughter of a prominent Buddhist family, leaves a 
profound impression upon readers. Rather than castigating the young man for his failings, 
this father, who was “born the second son of poor tenant farmers, and who, after entering 
a rural temple as a boy priest, eventually went up to the capital to become a department 
head at the denominational university,” tries to provide indirect guidance for the son for 
whom he feels both deep love and deep concern. Greatly respecting the older man, Ryu 
is filled with shame and self-loathing before this taciturn father who is largely unmoved 
by worldly desire. In this discussion, I will particularly consider how the representation 
of the patriarch given in Keraku contests the hegemonic discourse of extreme masculinity 
that prevailed in the pre-war era and thus provides an alternative male ideal that refuses 
to comply with the pre-war nationalistic norms that continue to have influence in 
contemporary times.
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研究発表⑨

語られない韓国

―高浜虚子の小説『朝鮮』

劉　銀炅

俳人としてより知られる高浜虚子が明治44年『東京日日新聞』と『大阪毎日新聞』

に連載し始めたのが『朝鮮』である。明治44年は、日韓併合から1年という時期

で、植民地になったばかりの地域に対する国内での関心も高まっていたと思われ

る。その時、虚子は直接朝鮮に入り経験を基に『朝鮮』を書いた。しかし、上篇

70回が終わって『大阪毎日新聞』の連載は打ち切りになり、『東京日日新聞』に

だけ下篇が始まる。翌年にはその単行本が出版されるが、新聞連載の内容とは大

きく変わり全体が大幅削除されてしまう。そして、虚子100年誕生記念で刊行さ

れた「全集」には『朝鮮』自体がなくなる。

以上のような波乱の過程を経た『朝鮮』という小説は今日にどのような価値が

あり、日本近現代文学の中でどのように位置づけられるのかを検討するのが本論

文の目的である。『朝鮮』に修正が多く行われたことは当時虚子の持っていた韓

国観の変化や小説というジャンルに対する姿勢の変化から要因を見つけ出すこと

ができよう。植民地になったばかりの朝鮮は日本人にとって開拓できる場所であ

り、人生の改める場所でもあった。しかし、それは日本人の観点からの考えで朝

鮮に直接行ったらそれは変わるかもしれない。それを虚子は直接経験したのであ

る。内容的にはこのような事情が影響されたと思われるが、形式的には、虚子が

試みようとした「写生」の実験というのもあった。正岡子規から始まった写生へ

の試みが虚子に繋がっていく過程で小説で写生を実現させたい気持ちが沸いたと

思われる。その適当な素材として、人々からも注目を集めていた朝鮮という地が

虚子には魅力的に感じられたかもしれない。

しかし、虚子が直接旅行しながら経験した朝鮮は日本で漠然と考えていた朝鮮

とは違っていてそこに生きている日本人の姿は惨めともいえるほどのものであっ

た。日本で考えていた朝鮮、直接経験した朝鮮がどのように違うかを『朝鮮』か

ら窺うことができる。しかし、虚子の『朝鮮』にはそこに住んでいる、国を一瞬

で奪われた朝鮮人からの目線はきわめて少ない。政治的ドラマではなく写生的小

説に充実しようとしたあまり「見えるまま」、「ありのまま」の朝鮮を描くことに

なってしまい。『朝鮮』では「朝鮮」が語られなくなった結果になった。
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Korea which isn't told
— novel “Joseon” of Takahama Kyoshi

YOU Eunkyoung

The one Takahama Kyoshi who knows as a haiku poet has begun to serialize in 
1911 “Tokyo Nichinichi Newspapers” and “Osaka Mainichi Newspapers” is “Joseon”. 
The interest in the country to an area which has just consisted of merger of Japan and 
the Republic of Korea in a colony in time as 1 year seems in 1911, to have been also 
rising. Then entering Korea directly and based on experiencing, Kyoshi wrote “Joseon”. 
But 70 times of uehen ends, and serialization of “Osaka Mainichi Newspapers” will be 
suspension, and shitahen starts with only “Tokyo Nichinichi Newspapers”. Its separate 
volume is published in the next year, but the whole change is eliminated substantially 
big with the contents of newspaper serialization. And in the “complete series” issued by 
Kyoshi 100 year born commemoration, “Joseon”, it itself disappears.

It's the purpose of this paper to consider what kind of value does it have today, and 
how a novel called “Joseon” via the uproarious process like the above is placed in Japan 
short distance current literature. The thing corrected by “Joseon” much can find a factor 
from a change in the Korean look Kyoshi had then and a change in the posture to the 
genre as the novel. The Korea which has just become a colony was the place which can 
be reclaimed for Japanese and was also the place a life changes. But if that goes to Korea 
directly by an idea from a Japanese point of view, that may change. Kyoshi experienced 
that directly. Such circumstances seemed to have influenced like the contents, but formally, 
I also had the one as the experiment of “sketch” Kyoshi tried to try. The feeling that I'd 
like to make a sketch achieved seems a try to the sketch which has started from Masaoka 
Shiki was the process connecting with Kyoshi, and excited about a novel. Kyoshi may be 
able to feel a place as the Korea which attracted attention from people, too attractively as 
its suitable material.

But the Korea Kyoshi experienced while traveling directly was different from the 
Korea which was thinking vaguely in Japan and was the one which is to the extent it can 
also be said that the form of the Japanese who lives is rather cruel, there. It's possible to 
peep into however different whether the Korea which was thinking in Japan and the Korea 
experienced directly be through “Joseon”. But the look from the Korean who took the 
country where he lives there away in a moment is very little in Kyoshi's “Joseon”. It tried 
to enrich in a sketching novel, not a political drama, “While being seen.” “Joseon” was 
so going to draw Korea of “truth”, and then was the result “Joseon” wasn't told about any 
more.
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シンポジウム要旨

深沢　眞二

７年ほど前、私は勤め先の大学で、スリランカから来た女子留学生の初年次ク

ラスの担当になった。私が芭蕉のことに触れると、彼女は芭蕉の「古池や蛙飛込

む水の音」句を知っていると言う。「どういう意味の句だと思いますか」と尋ね

ると、次のような解釈を教えてくれた。

「古池」はこの世の中、社会の喩えである。「蛙」はお釈迦様の喩えである。お

釈迦様が新たな教えを広めようとしたが、当時の社会はそれをなかなか受け入れ

てくれなかった。それでお釈迦様は蛙が古池に飛び込むようにして社会に飛び込

み、説法をおこなった。人々は徐々に仏教を理解し、受け入れるようになっていっ

た。蛙が水に飛び込む時には音がしたが、やがて静かな池に戻ったのである。

「古池」句はスリランカでは一般によく知られていて、これが常識的な理解だ

そうだ。彼女は日本語学校の教授から聞いたとのことで、「おそらくどなたかお

坊さんの考え方でしょう」とも言っていた。私は、芭蕉がスリランカでもよく知

られているということに驚いた。そして、スリランカでは芭蕉の「古池」句が釈

迦の説法に結びつけられているということを面白いと思った。そもそも俳句はそ

の短さゆえに象徴性を付与されやすい形式であり、アフォリズム（警句・箴言）

に類する詩として言語や国境を越えていく力があるということを、漠然と思った。

俳句は、すでに日本だけの文芸ではない。日本語を使っている場合も少なくな

いし、それ以上に、世界中の言語によってそれぞれの言語の型に合わせて詠まれ

て（創作されて）いる。一昨年、ベルギー前首相で欧州理事会議長のファン・ロ

ンパイ氏（Herman Van Rompuy）が来日して、その俳人としての長い経歴が話題

になった。それにより、世界に俳句が広まっていることに一般の日本人が初めて

気付いたという面もあったと思う。また、創作の広まりと並行して、スリランカ

の「古池」句がそうであるように、芭蕉をはじめ日本の古典句がそれぞれの言語

圏で独自な解釈をもって読まれて（理解されて）いる。それなのに日本の文学研

究者の多くは、私を含め、古典句が日本以外でどのように受け止められているか

を知らなすぎる。

このシンポジウムは、いま、日本以外で、俳句がどのように〈詠まれて／読ま

れて〉いるかをもっと知ろうという考えから企画した。ご来聴の方々にも、そう

した問題認識をお持ちいただき、世界の俳句の大きなひろがりから日本の俳句が

孤立することのないよう、理解を深めていただければ幸いである。
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Abstract of symposium

SINJI Fukasawa

About seven years ago, I was in charge of a class of first-year students in a 
university. There was a female student came from Sri Lanka in my class. When I 
mentioned Bashō Matsuo in my class, she said she knew his haiku poem, “Furuike” 
(Furuike ya kawazu tobikomu mizu no oto. Old pond, a frog jumps in, water’s sound*). 
When I asked how she understands this haiku, she gave me the following explanation.

‘Furuike’ (old pond) is a metaphor of the world and the society. ‘Kawazu’ (a 
frog) is a metaphor of Buddha. Although Buddha tried spreading his teachings, people didn’t 
accept them at the beginning. Then he ‘jumped’ into the society and gave sermons as if 
the frog jumped into the pond. People gradually understood and accepted his teachings. A 
frog made a sound when it jumped into the pond, but the pond soon became calm again.

She told me that “Furuike”uruia popular haiku in Sri Lanka and this interpretation 
is common for Sri Lankan people. She said she was taught by a teacher at a Japanese 
language school about this haiku and she also said this interpretation might come 
from a Buddhist priest. I was surprised that Bashō is popular in Sri Lanka and I found 
it interesting to connect nFuruike”uruiket nterpretation toerpretatiois generally full of 
symbolic meanings because of its shortness and conciseness, and its similarity to aphorism 
enables it to bridge the gap of different languages and cultures.

Haiku is not only Japanese traditional cultural arts today. People all over the 
world read and compose haiku in Japanese or in their own languages. When Herman 
Van Rompuy, the former Prime Minister of Belgium, also the President of the European 
Council visited Japan, it became news that he has been active as a haiku poet for long 
time. Japanese people then got to know that haiku is widely spread in the world. People 
everywhere not only compose haiku, they also read and understand Japanese haiku, like 
those of Bashō and many others, in their own ways. However, researchers of Japanese 
literature, me included, have little knowledge of how haiku has been received worldwide.

This symposium intends to raise the awareness of how haiku is read and written 
in other countries. I would be glad if the those who present today could deepen your 
understanding of the worldly spread haiku and realize that Japanese haiku is part of it.

* English translation by David Landis Barnhill, see Bashō’s Haiku, Selected Poems by Matsuo Bashō, State 
University of New York Press, Albany, 2004. P. 184.
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非・日本語によるHaikuの現在

木村　聡雄

筆者に与えられたテーマは、Haikuが世界でどのように読まれ／詠まれている

のか、各パネラーの発言への導入になるように総論的に述べることである。二一

世紀の現在、俳句は多くの国々で母国語によって享受されているが、こうした状

況について筆者はまず俳句作品の実例を挙げながら概要を示したい。台湾方面に

関してはパネリスト鳥羽田氏の話を通して理解が進むだろう。一方、この世界的

俳句状況の意味するものをより的確に理解するには、世界的人気に至る歴史的認

識が不可欠であると思われるので、その経緯に関しても述べておきたい。

俳句が世界中で受け入れられるようになるには、筆者の考えでは、いくつかの

段階を踏まねばならなかった。その発端は一九世紀末の明治時代のことで、この

とき、「発句」が初めて海外に伝えられた。これと相前後して正岡子規による俳

句革新があり、海外でも発句を含めた広義の「俳句」という呼び名が浸透していっ

たが、その後二〇世紀初頭においてもまだ、海外における俳句に対する反応は現

在とは異なり、多くの人々の興味を喚起することはなかったと言うべきであろう。

次の展開として、エズラ・パウンドのイマジズム運動における俳句再発見が挙

げられるだろう。この点についてはパネリストのフェスラー氏の論が興味深い。

パウンドの俳句詩は欧米の詩人や作家など文学者には一定のインパクトを与えた

ものの、当時はまだ、今日ほど一般的に広く読まれたとは言い難いだろう。

状況が大きく動いたのは第二次世界大戦終結後のことで、これ以降、非・日本

語俳句は急激な発展を遂げる。このころアメリカにおいて英語による俳句が確立

されて行くが、その状況に関してはパネリストのガーガ氏の体験を含めた意見が

貴重であろう。その流れこそ、現在における俳句の世界的広がりへの直接的な要

因となったと考えられるからである。
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Contemporary Non-Japanese Haiku

KIMURA Toshio

My role in this symposium is to provide a general picture of how Haiku is read and 
composed worldwide, and at the same time, to introduce the speeches of each panelist. 
Haiku is enjoyed and accepted in many different languages around the world, and I would 
talk about the general situation through haiku works composed worldwide. Another 
speaker of this symposium, Mr. Toppata would talk about haiku in Taiwan. 

The history of how haiku is spread and become popular worldwide is important for 
us to understand where haiku is now today, so I would first like to provide us with some 
background information.

There have been several stages before haiku gained its popularity worldwide. 
The first stage started around the end of the 19th century (namely, the Meiji Period), in 
which ‘hokku’ was introduced to foreign countries for the first time. This period also 
saw Masaoka Shiki’s haiku innovation. Although the name of haiku(hokku included) was 
already widely known at the beginning of 20th century, not many people showed great 
interest in it then, and haiku has not yet enjoyed its worldly fame as it does today. 

Thanks to the Imagist Movement initiated by Ezra Pound, haiku’s acceptance in the 
world stepped into its second stage. The presentation of Mr. Fessler would provide us with 
a more detailed picture concerning this. Pound’s haiku-like short poems had great influence 
on poets and artists in Europe and the United States, however, it’s hardly to say that haiku 
was widely read during those times.

World War II was a watershed for haiku’s worldly acceptance and haiku in the world 
embraced a fast developing stage. English haiku was established in the United States, 
concerning which Mr. Gurga’a speech is to expect. How haiku was received during this 
period of time is closely related to haiku’s popularity today. 
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パウンドの方法論

フェスラー・マイケル

本発表の主題は、俳句との関連が深いとされるエズラ・パウンドの詩、及びパ

ウンドの詩作がその後の英語俳句に与えた影響についてである。私の作品もパウ

ンドの詩から影響を受けている。私は俳句の実作者であり、本発表ではそうした

立場からお話しするつもりである。

パウンドの作品は概して技巧と革新性の両面において傑出している。T.S.エリ

オットはパウンドを「われにまさる匠（il miglior fabbro）」と呼び、パウンド自身

は文学を「永遠に新しきもの（news that stays news）」と定義している。パウンド

は俳句界の人びとから俳人として扱われる場合があるが、私は彼のことを俳人と

いうよりは、「俳句的な感性」を持った詩人として論じたい。つまり、私はパウ

ンドを俳人という言葉によって限定したくないのである。たしかに、彼は俳句の

ような趣を持つ短い異国風の詩を書いている（これらの短詩には、翻訳された俳

句であるとされているものと、彼自身がつくった俳句であるとされているものの

両方がある）。また、『詩篇（Cantos）』中の長文詩にも、俳句向きの表現が多く見

出される。しかし、彼の書いたものはただ一つのジャンルにおさめるにはあまり

にも多様な要素を含んでいる。

「メトロの駅で（IN A STATION OF THE METRO）」は、俳句の代表例として、

英語俳句の同人たちの間で象徴的な地位を獲得してきた作品である。この詩が成

立した背景はそれ自体が興味深いものであると同時に、形式・内容両面におい

て、英語で俳句を詠むとはどのようなことなのかということを物語っているとい

う点においても興味深いものである。パウンドはそれを「発句のような文」と

呼んで、日本の俳句の伝統のなかに位置づけた。時が経つにつれ、「メトロの駅

で」は英語俳句にとって重要な、もしかすると不可欠な要素を備えた代表的な句

となった。この重要な要素というのは、現代的な言葉であり、開放的であり、簡

素・簡潔であり、名詞で導かれ、そして「切れ（cut）」を含んでいる、というこ

とである。そして、特に重要なことは、文章が因果関係によって結ばれるという

よりは、並列の関係によって結ばれていることである（パウンドは「重ね合わせ

（super-position）」という用語を用いた）。これは「メトロの駅で」が欧米の俳句の

様式に影響を与えた唯一のものであることを主張するものではない（R.H.ブライ

スによって称揚された禅の伝統の影響が指摘されている）。しかし、パウンドの

方法論は直接あるいは間接に、ジャック・ケルアック、ボブ・スピース、コール・

ヴァン・デン・フェーヴェルらに影響を与えてきたし、今日なお俳人たちに影響

を与えつづけている。本発表では具体的な俳句を取り上げ、分析することを通し

て、その影響を明らかにするつもりである。最後に、私自身の俳句を取り上げ、

私がどのようにしてパウンドの格言「新しくあれ」を全うするよう努めてきたか

お話しすることで、本発表のまとめとしたい。
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The Pound Paradigm

FESSLER Michael

The focus of my presentation will be on the haiku-related poetry of Ezra Pound and 
its influence on subsequent haiku writing in English, including my own.  I am a practicing 
haiku poet and I will speak from that perspective. In general Pound’s work is notable for 
being well-crafted and innovative. T. S. Eliot referred to him as “il miglior fabbro” (the 
superior maker), and Pound himself defined literature as “news that stays news.”  Although 
Pound has been claimed by some in the haiku community as a haiku poet, I would describe 
him instead as possessing a ‘haiku-sensibility.’  That is, I would not define him as a haiku 
poet per se. To be sure, he wrote a number of short and exotic lyrics that have the feel of 
haiku (they straddle translation and haiku proper), and there are many passages in his long 
poem, the Cantos, that lend themselves to haiku readings. Nonetheless, his writing is too 
multifarious to be confined to a single genre. The one poem of his that does qualify as 
representative of haiku and that has achieved iconic status in the western haiku community 
is IN A STATION OF THE METRO.  The back story of this poem is interesting for its 
own sake and also for what it says about the making (content & form) of haiku in English.  
Pound called it a “hokku-like sentence” and placed it in the context of Japanese haiku.  
Over time ‘Metro’ has come to represent important if not de rigueur elements of haiku in 
English: it is urban in character, spare, concise, noun-driven, and contains a “cut.”  Most 
significantly, it is governed by juxtaposition rather than cause and effect. (Pound used the 
term “super-position.”)  This is not to argue that Metro has been the only type of haiku on 
offer to western haiku writers.  (One thinks of the important Zen tradition promoted by R. 
H. Blyth.) But the Pound paradigm has influenced, whether directly or indirectly, the work 
of haiku poets such as Jack Kerouac, Bob Spiess, Cor van den Heuvel, and it continues to 
influence haiku poets writing today. I will attempt to clarify that influence by citing and 
analyzing specific haiku. I will conclude by discussing my own haiku and how I have tried 
to fulfill Pound’s dictum: “Make it new.”
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日本の俳句と現代の英語俳句

ガーガ・リー

俳句は今や世界で最も有名な詩の形式になった。本報告では、英語による俳句

のいくつかの側面と英語俳句がそこから発展したところの日本の俳句との関係に

ついて探っていきたい。具体的に取り組む問題は以下の通りである。芭蕉とその

他の俳人たちの俳句は、米国においてどのように理解され、鑑賞されているか。

どのような俳句が良いとされ、どのような俳句がよく知られているか。アメリカ

人は俳句を文学としてどのように受容しているか。英語俳句を選考するにあたっ

ての評価基準および英語で俳句を詠む者が最も重要であると考えていることは何

か。これらの問題に加えて、英語俳句の発展に与えた諸々の影響についても探っ

ていきたい。最後に、私自身の英語俳句を取り上げ、英語圏において俳句のすば

らしさがどのように理解されてきたかを実際に示すことによって、本報告のまと

めとしたい。
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Japanese Haiku and Contemporary English-Language Haiku

GURGA Lee

Haiku has become the world’s most popular form of poetry. This paper explores 
several aspects of haiku in English and its relationship to the Japanese haiku from which it 
developed. The specific issues that are addressed are:  How the haiku of Bashō and other 
Japanese poets are understood and appreciated in the United States; what kinds of haiku 
are considered good and what kinds of haiku are popular; how Americans accept haiku 
as literature; the evaluation standards for selecting haiku in English and crucial points 
for the poet composing haiku in English. In addition, the influences on the development 
of English-language haiku will be explored. The paper concludes with a discussion of 
individual original haiku in English that demonstrate how excellence in haiku has come to 
be understood in the English-speaking world. 
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台湾の俳句事情

鳥羽田　重直

台湾の俳句の歴史は、大きく二期に分けることができる。第一期は、1895年か

ら1945年までの日本統治時代、第二期は、1970年から現在までである。1970年

は、台北俳句会（会長は黄霊芝氏）が創立した年である。台北俳句会は、毎月第

二日曜日に台北市内の国王大飯店で句会を開いている。1971年には、『台北俳句

集』第1集を刊行、以後ほぼ年一回のペースで刊行され、過日第43集が刊行され

た。創立40周年にあたる2010年には、故人を含む実に212名もの作品を収めた『台

北俳句会四十周年紀年集』が刊行されている。黄霊芝会長は、2003年、『台湾俳

句歳時記』（言叢社）を出版、それにより2004年、第３回「正岡子規国際俳句賞」

を受賞した。私は、2007年９月の句会に初めて出席して以来毎月投句を続けてき

た。最近は今年７月の台北俳句会創立四十五周年記念句会に出席した。初出席の

2007年9月以来毎月句会の状況を記録してきたが、最近の三か月分を次に示す。

○の中の数字は互選による得点数。得点上位３位までを収載。

■ 2015年（平成27年）　中華民國104年

《句会日》 《出句者数》 《出席者数》

○6月14日 39人 22人（含メール選句）

 ⑨短か夜やなほ読み終へぬ戦中記 北条千鶴子

 ⑤青嵐犬一日の家出かな 黄葉

 ⑤鹹蜊売婆がお負けの二つ三つ 李錦上 ※（他5点句1句）

○7月12日 38人 33人（含メール選句）

 ⑦休耕の田畦太らせ夏の草 廖運藩　

 ⑦夏草や石牌に台湾開拓史（芝山巌） 劉竹村

 ⑤夏草や祖先の墓碑の字の薄れ 張継昭 ※（他5点句1句）

○8月9日 44人 30人（含メール選句）

 ⑥路地裏は国境知らぬ月と酒 遙裕禾

 ⑥能面の眉目の翳り夏の月 唐澤まちこ

 ⑤羽音して鴨のいのちの確かなる 李秀恵 ※（他5点句1句）

◇中国の文人・学者たちと日本の俳人たちの交流の中から生れた「漢俳」は、

漢字5字・7字・5字から成る漢詩の新詩型で、1980年、日本の俳人訪中団の歓迎

の席で、当時の仏教協会会長趙樸初が作ったのが最初。その後、2005年3月、劉

徳有を会長とする漢俳学会が創設され、2013年12月には『中国漢俳百家選』が刊

行された。
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Haiku in Taiwan
TOPPATA Shigenao

The history of haiku in Taiwan can be generally divided into two periods. The 
former is from 1895 to 1945, in which Taiwan was under the rule of Japan, while the latter 
is from 1970 to present. Taipei Haiku-Society was established in 1970 (Mr. Kou Reishi 
being the president). The Society holds haiku event on the second Sunday of every month 
at Emperor Hotel in Taipei city. The first Collection of Haiku in Taipei was published in 
1971 and one issue of the same series has been published each year since then. The recent 
one being published was the No.43 issue. The Society also published Haiku Collection 
in Celebration of Taipei Haiku-Society’s 40th Anniversary in 2010, which contains the 
works of 212 people including the deceased. President Kou Reishi published Glossary 
of Seasonal Terms for Haiku in Taiwan in 2003, for which he was granted the third “The 
Masaoka Shiki International Haiku Grand Prize” in 2004. Personally, since I attended the 
event held by the Society in September, 2007, I have been submitting haiku every month, 
and I also attended the recently held special event to celebrate the 45th anniversary of 
the Society. I have kept a record of every monthly event since I first attended, and the 
following is the record for the past three months with the top three works elected being 
listed. (number in the ( ) is the score each haiku got by mutual election.)

Date Haiku Received Attendance
June 14, 2015 39 22

(9) 短か夜やなほ読み終へぬ戦中記 北条千鶴子

(5) 青嵐犬一日の家出かな 黄葉

(5) 鹹蜊売婆がお負けの二つ三つ 李錦上 ※ (one more work of the same score)

July 12, 2015 38 33

(7) 休耕の田畦太らせ夏の草 廖運藩　

(7) 夏草や石牌に台湾開拓史（芝山巌） 劉竹村

(5) 夏草や祖先の墓碑の字の薄れ 張継昭 ※ (one more work of the same score)

August 9, 2015 44 30

(6) 路地裏は国境知らぬ月と酒 遙裕禾

(6) 能面の眉目の翳り夏の月 唐澤まちこ

(5) 羽音して鴨のいのちの確かなる 李秀恵 ※ (one more work of the same score)

◇ ‘Kan-pai’ which came out of the interchange between Chinese literary men and Japanese 
haiku poets is a new form of Chinese poetry structured in the set of 5-7-5 Chinese characters. 
Chō Bokusho, the then president of the Buddhist Federation, composed it for the first time at the 
reception for Japanese poets group visiting China in 1980. Afterward Chinese Haiku Society which 
assumed Ryū Tokuyū a chairperson was established in March 2005, and The Best 100 Poets of 
Chinese Haiku was published in December 2013.
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シンポジウム登壇者紹介

深沢　眞二（フカサワ・シンジ）

1960年生まれ。

和光大学表現学部教授。文学博士（2005年、京都大学）。

専門分野は日本古典文学、とくに連歌・俳諧の研究。

著書に、『風雅と笑い　芭蕉叢考』『旅する俳諧師　芭蕉叢考二』がある。

木村　聡雄（キムラ・トシオ）

1956年、東京生まれ。

日本大学教授（英文学／比較文学）、ロンドン大学元学術研究員、国

際俳句交流協会理事、現代俳句協会国際部長、日本PENクラブ会員

ほか。

〔著書・共著〕

『日英対訳 21世紀俳句の時空』、『ハイク』（フランス・ガリマール）、

『丸善イギリス文化事典』、『ロンドンを旅する60章』、『英米文学にみ

る仮想と現実』、『彼方』、『いばら姫』ほか、俳句アンソロジー多数。

〔講演、シンポジウム〕

アメリカ俳句協会大会講演（シカゴ／エバンストン） 、アメリカ文学協会俳句シンポジウム（ボ

ストン）、印日文学祭俳句講演（駐日インド大使館）、国際PEN俳句シンポジウム企画・司会、 
ファンロンパイEU大統領俳句講演企画・司会（ブリュッセル）ほか。

〔選考委員ほか〕

日欧英語俳句コンテスト選考委員（外務省・駐日EU代表部）、ジャパンタイムズ・週刊ST高

校英語俳句大会選考委員、JAL世界こども俳句翻訳委員、NHKワールド英語俳句番組企画、

映画「ほかいびと―伊那の井月」俳句英訳、国際俳句交流協会外国語俳句選考委員、現代俳

句協会俳句大会選考委員ほか。

FESSLER Michael（フェスラー・マイケル）

I have been a poet for fifty years.  Originally I wrote exclusively in western 
forms; I started writing haiku after coming to Japan. I also write ‘haiku-
fiction.’  That is, short stories about haiku poets and haiku groups.  In recent 
years I have been studying Japanese tanka as well as tanka in English.
My fiction and poetry have appeared in many periodicals and magazines, 
among them Harvard Review, QLRS, Poetry East, Atlanta Review, Kyoto 
Journal, and The Iowa Review.  I am also represented in various anthologies, 
such as, The Broken Bridge: Fiction from Expatriates in Literary Japan 

（Stone Bridge）, Baseball Haiku （W.W. Norton）, The Red Moon Anthologies 
of English Language Haiku （RMP）, Haiku in English: The First Hundred Years （W.W. Norton）, and 
Haiku 2015 （Modern Haiku Press）. 
I have published a collection of haiku, The Sweet Potato Sutra （Bottle Rockets Press） and a textbook, 
Design and Discuss （Nan’un-do）.
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GURGA Lee（ガーガ・リー）

Dr. Lee Gurga is a past-president of the Haiku Society of America and 
former editor of the journal Modern Haiku. He is currently editor of Modern 
Haiku Press. His two books of haiku, Fresh Scent and In and Out of Fog 
that were awarded “First Prize” in the Haiku Society of America Book 
Awards; his haiku-writing guide, Haiku: A Poet’s Guide was recognized by 
the Haiku Society of America as the “Best Book of Criticism” for 2004. 
He has been the recipient of an Illinois Arts Council Poetry Fellowship, the 
Japan-America Society of Chicago's Cultural Achievement Award, and an 
American Red Cross Healthcare Heroes Award. He practices dentistry in the 

farming community of Lincoln, Illinois, USA.

鳥羽田　重直（トッパタ・シゲナオ）

和洋女子大学教授。中国古典文学専攻。

俳句関係：1979年、俳誌『沖』入会。能村登四郎に師事。1986年、『沖』

同人。1998年、茨城県俳句作家協会新人賞。1999年、俳誌『天頂』（主

宰波戸岡旭）創刊に参加。2000年、『天頂』同人。2007年、台北俳句

会入会。

俳人協会会員。茨城県俳句作家協会会員。台北俳句会会員。全日本漢

詩連盟会員。句集『蘇州行』。（今秋刊行予定）
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