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This paper focuses on research on Japanese literature from the 
perspective of foreign literature, using literature research in France 
as a case study. Beginning with a brief history of the introduction 
of Japanese literature to France, through to translations into French 
starting from the end of the 19th century, this paper aims to 
characterize French research on Japanese literature from the 1960s 
to the present time under the trend of globalization. It considers 
the conditions in which area studies, especially literary studies, 
can overcome new trials in reading, languages, and the invention 
of new approaches. Several issues in the field of interactive 
relations, in comparative literature (Western and Eastern), regional 
literature (Asian), and other Foreign Literature are highlighted, as 
well as collective projects supported by academic institutions. 
Literary studies are at critical turning point, as the circulation of 
research remains in academic circles composed of the very readers 
of the translations, rather than reaching wider educated audience. 
This paper argues for stronger links between current authors, 
creators of ultra-contemporary literature, and critics and specialists, 
from universities and others. To this end, examples from Genji 

Monogatari, Haruki Murakami, and Yôko Tawada are introduced.
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1. はじめに

アジア諸国、アメリカ、ヨーロッパ、そして勿論日本からの専門家が集まり、韓国

での日本文学国際会議が行なわれること自体、日本文学研究の場がすでに越境している

証拠として解釈できるかと思われる。日本語で書かれる日本文学、あるいは日本語文学

が、各地の大学で紹介され、各地で翻訳され、各地で受容されるというグローバルな展

望がはっきり浮上している。そのプロセスとグローバル化が及ぼす影響について、フ

ランスの例を中心に考えたい。

具体的には、フランスにおける日本文学研究にはどのような特徴があり、その周辺

にはどのような現象が起きていて、それがどのようなパターンに属し、他国の例と比

較して、どのような世界的な位置付けにあたるのか、といった、少々図式的な紹介にな

るが、一つのケーススタディして、相対化をめざす報告と分析を行ないたい。そのた

めにも歴史的観点から今後の課題までの長いスパンを視野に入れることが必要であるた

め、発展の過程から論考を始める。

２. フランスにおける日本文学の翻訳、外国文学としての受容

日本文学がフランスで紹介され始めたのは1871年、日本学兼中国学者の先駆者、レオ

ン ․ ド ․ ローニー(Léon de Rosny, 1837-1914)訳の古典詩歌集からである。もっとも、

翻訳というよりは、翻案に近いもので、その後、第二次世界大戦後までは、年に1−3点

ほどしか出版されない貧弱な繋がりしかなかった。また、日本語教育が初めて施された

のはやはり同じド ․ ローニーが教鞭を取っていたイナルコ(INALCO : INSTITUT NATIONAL 

DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES 国立東洋言語文化大学、もと、ナポ

レオン時代の帝国外国語学校)で、1868年に開設された日本語講座である。ここで注目

したいのは、フランスで、パリのギメーアジア美術館MUSEE GUIMETの1889年開館が

示すように、一世を風靡したジャポニズムの流行とはうらはらに当時の翻訳はあまり映

えなかったことである。日本趣味の絵画やパリ万博などで話題になった日本風造型スタ

イルの輝きに圧倒され、より地味な日本文学の初期紹介はそのために成功しなかったの

だと言えるかもしれない。

いずれにせよ、第二次世界大戦後から、20世紀後半においては積極的に翻訳が紹介さ

れるようになり、1960年−1980年代が浸透期であったと形容できよう。この時代にク

ノップフ社などのアメリカの出版界の影響を受け、フランスの大手出版社が谷崎、三島

(両方ともガリマール社)、川端 (アルバン ․ ミシェル社) を体系的に紹介するようにな

る。また、他にも、安部公房、井上靖、遠藤周作などの作品が翻訳されるようになる。

川端のノーベル文学賞受賞は1968年、三島の衝撃的な自殺が1970年、大江健三郎のノー

ベル文学賞受賞は1994年と、メデイア上の反響のある事件が続く。そして1980年代から
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は、発展期と形容できる時代に入る。経済大国として、日本が世界的に認められ、また

文化力(今のソフトパワー)における発信の強化などにより、小出版社も日本文学の紹介

に乗り出し、徹底的に翻訳を送り出すところも現れる。翻訳者のほうも、新しい世代の

到来で、最初は悪戦苦闘しながらも、徐々に安定した文芸翻訳の専門家が現れる。1985

年以降は年間20−25点の新しい翻訳が刊行され、現在に至る。今日では、総数700点以

上の日本文学(古典、近代、現代、詩歌、演劇)の仏訳を読むことができ、翻訳数ではア

メリカやヨーロッパの他国と比較してもトップをきっている。顕著な例を一つだけ挙

げるとすれば、小川洋子の諸作品のフランス語訳はアクト ․ シュードという中堅の南仏

の出版社から25点以上も刊行されている。現在小川洋子作品の外国語訳では最も多い点

数で、忠実な翻訳者に支えられ、確かな読者層を確保している。 

また、直接的な関係はないような現象ではあっても、実は関連の多いフランスにお

ける翻訳マンガ(やアニメ、ゲームなど)の並ならぬ人気に短く言及する必要がある。な

ぜならば、それらのメデイアはフランスにおける｢日本｣という文化記号への認識を確

実に高めてきたからである。

ちなみに、毎年発表される、フランス語への翻訳数値の結果には驚くべきものが含

まれている。2000年代から毎年日本語からの仏訳のシェアが上昇し、2008年からは英米

語翻訳の圧倒的な支配の次に日本語翻訳が第二位につくといった他のヨーロッパ言語と

の逆転が実現した。2013年の報告書
1
では、英米圏60％、日本語11％、ドイツ語6％、イ

タリア語4、4％、スペイン語4％となっている。その他の言語は2％以下に落ちる。こ

の日本語翻訳の記録は全くマンガ翻訳の恩恵であることは一目瞭然である。2013年に日

本語から仏訳された1296点のうち、88.7％がマンガであったわけである。この統計に

は一般書も含まれているため、純粋に文学と考えられる翻訳のシェアは、実際は、1.5％

ほどである。しかし、総合的に、日本文化が強力に表象される要素となって、文学作品

の浸透にも貢献していることは確かである。フランスの若い読者、学生などはマンガ

を経由して、文学にも興味を抱き、村上春樹を読んで行くといった、一種の成長物語的

なプロセスを経験している人が多い。

３. フランスの日本文学研究の特徴

この翻訳事情は外国における日本文学への関心、つまり、｢外国文学としての日本文

学研究｣のあり方と直接的な関係があり、総合的な把握なしには研究に関する考察をす

すめることは出来ないと思われる。隣接分野として検討した場合、フランスにおける日

本文学研究史は翻訳史に比べ、非常な遅れをとり、やっと1960年代に始まった。その遅

れの背景にはいくつかの要素を挙げる必要がある。

1 雑誌 Livres Hebdo, n. 987, February 28, 2014, pp.14-16を参照のこと。
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第一、日本研究自体が、フランスで本格的な学術的領域として発展し始めたのは、や

はり第二次世界大戦以降で、それまでの日本の芸術的イメージから脱出し、仏教学、歴

史学、言語学といった学問が初めて創立された。実際、それまでのフランスのアジア研

究を支配していたのが中国研究で、その背景には中華思想の圧倒的な歴史的影響がフラ

ンスのアジア観にあったためでもある。そして、1950年代に新しく浮上した、日本研

究の先駆者たちの弟子に当たる第二の世代の中に初めて、古典文学、そして近代文学の

専門家が育つことになる。

第二の理由は、翻訳がそれまでは数が少なく、知識人層においても、日本文学があ

まり関心を呼ぶような領域でなかったことを挙げることができる。つまり、日本文学

はあくまでも、異国情緒的なマイナーな文学として扱われ、大学教育などの制度的な枠

組に入るような余地はなかったわけである。

第三の理由として、政治的背景を挙げたい。特に第二次世界大戦中の日仏対立がその

まま解消されず、フランスのほうはドイツとの関係の復興に力をかけていたことも関

連する。比較すると、日本文学の翻訳と研究が西洋で一早く発達したのがアメリカであ

る。それは、勿論のこと、日米の対立の中で、敵国であった日本の占領期間、そして冷

戦時代においても、日本の文化を理解する戦略的な努力が行なわれ、その結果、周知の

ように、Donald Keene, Edward Seidensticker, Howard Hibbett のような、アメリカ軍

の通訳をしていた人たちが一流の大学の教授になり、日本文学の紹介を一斉におこなう

ようになる。いわゆるソフトパワーの力関係における洞察から、結果的には日本文学の

世界的な認識へと繋がって行った過程の重要な一コマだ。

逆説的なプロセスではあるが、アメリカでの日本文学の翻訳や研究の影響下で、フ

ランスにおける日本文学の認識範囲が広がったと言えるし、他のヨーロッパ諸国も同じ

ような現象が起きていたのであろうことが推測される。従って、1960年から現在にい

たるまでがフランスにおける日本文学研究の短いスパンにあたる。

さて、この時代の発展を大きく煽ったのは、日本の高度成長の成果がフランスでも

確認されたことであり、また、上述したように、アメリカの出版社などの推薦によ

る、谷崎、三島、川端、といった大家の翻訳を体系的に大手のフランスの出版社が手が

け始めたことである。それは同時にフランスの国立大学での日本語日本文化の学習者の

上昇にもつながり、教員、研究者の増加、及び専門領域の多様化にも繋がる。つまり、

ここで初めて、90年代に、背景、人材、制度(高等教育研究省の政策)といった３つの要

素が揃い始め、有徳の輪のようなものが成立したのだ。

具体的にフランスにおける日本文学研究を担った活躍期間世代別の表を作成してみ

た。なお、任期自体は年齢とは関係が無いので、年齢別の表ではない。

第一世代、戦前戦後、1950年代

Charles Haguenauer (1896-1976) (EPHE フランス国立高等研究実習院) 
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教授、宗教学、言語学、人類学。次世代の文学研究者を養成。

第二世代、1960−2000年代

René Sieffert (1923-2004) (Inalco) 教授、古典文学、翻訳

Jean-Jacques Origas (1937-2003) (Inalco) 教授、近代文学、主に明治大

正文学

Jacqueline Pigeot (1939) (Université Paris 7) 教授、古典文学、翻訳

第三世代、1990−2020年代

Junko Abe (Inalco) 助教授、明治文学

Anne Bayard-Sakai (Inalco) 教授、近代現代文学、落語、谷崎、震災文学

Estelle Leggeri-Bauer (Inalco) 教授、平安期絵巻物、絵画史

Emmanuel Lozerand (Inalco) 教授、明治文学、鷗外、子規、漱石

Sumie Terada (Inalco) 教授(2016年退官)、和歌、古典詩歌論

Makiko Ueda-Andro (Inalco) 助教授、近代現代詩

Michel Vieillard-Baron (Inalco) 教授、平安文学、詩歌

Claire Brisset (Université Paris 7 – Paris Diderot => UPD) 助教授、平

安、中世文学と画文化

Cécile Sakai (UPD) 教授、近代現代文学、大衆文学、川端研究

Daniel Struve (UPD) 教授、江戸文学、西鶴，秋成研究

Jean-Jacques Tschudin (1934-2013) (UPD) 教授(2003年退官)、プロレ

タリア文学、演劇史、歌舞伎、新歌舞伎

Claire Dodane (Lyon 3) 教授、女性文学、与謝野晶子、近代短歌

Edwige de Chavanes (Bordeaux 3) 助教授、近代現代文学、芥川龍之介

第四世代、2010年代−今後

Ayame Hosoi (Lyon 3) 助教授、在日文学

Nicolas Mollard (Lyon 3) 助教授、明治文学、幸田露伴

Tomomi Ota (Toulouse) 助教授、近代現代文学、永井荷風、女性文学

Dan Fujiwara (Toulouse) 助教授、近代現代文学、家族表象、越境文学

Brigitte Lefèvre (Lille) 助教授、女性文学、近代日記文学、野上弥生子

Toshio Takemoto (Lille) 助教授、近代現代文学、カトリック文学、遠藤

周作

Antonin Bechler (Strasbourg) 助教授、近代現代文学、大江健三郎、マン

ガ文化

Evelyne Lesigne-Audoly (Strasbourg) 助教授、古典文学

Gérald Peloux (Cergy-Pontoise) 助教授、近代現代文学、江戸川乱歩

ざっとこのような目録を作成することはできるが、ここで特筆すべきはやはり、第
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二世代、シフェール教授の膨大な翻訳作業であろう。1960年代から2000年まで、�古今

集�から近松、世阿弥や芭蕉の全作品、近代文学では�陰影礼賛�や�眠れる美女�、最後の

翻訳作業となった�万葉集�など、60点以上の古典文学，及び数点の近代文学の翻訳を完

成させ、特に�源氏物語�のフランス語での初めてで唯一の完訳 Le Dit du Genjiを1978

年に発表している(ちなみに英語での実質的には翻案である最初の翻訳はイギリスの

Arthur Waley, The Tale of Genji で、すでに1921−1933年に刊行されていて、現在は

Edward Seidensticker, Royall Tyler, Dennis Washburnの翻訳があり、計４編の英訳本が

存在する)。この業績によって、フランスにおける日本古典文学の知識は日本語の読め

ない読者にも把握できるものとなる。基礎的な基盤が完成するわけであるが、実際は一

般読者にはほど遠く、出版社も大学出版局 (Publications Orientalistes de France POF)

であり、知識人、大学人の領域を出なかったことは事実である。それが、2010年代に

なって、新しい出版社からの再刊行などが重なり、より広い範囲での再生や活性化が行

なわれている。顕著な例として、�源氏物語豪華本�というものが，3巻本カラーで美術

出版社 Diane de Selliersから2007年に刊行され、高価(7万円ほど)にも関わらず、各種

メデイアから絶賛された。520点にも上る画像や解説が付記され、シフェール訳が日本

の雅らかな絵巻物との合体の形で蘇ったのだ。

しかし、フランスでも新訳が期待されていて、イナルコの古典文学者たちが率いる

源氏翻訳チームの仕事が数年前に開始されたことも注目される。翻訳方法は一帖一帖、

読解を深め、丁寧に細かに最もふさわしいと思われるフランス語の表現を専門家のグ

ループディスカションで選びながら、進めてゆく、という純粋な学術ペースの仕事

で、現在まで、｢桐壺｣の仏訳が学術雑誌CIPANGOの�源氏物語特集�(2008年)に発表され

ており、現在三帖分の準備が進んでいる。完成が待たれる傍ら、下記文献目録が示すよ

うに、勢力的に源氏研究が展開されている。

他方、研究のほうでも、オリガス教授やピジョー教授の功績は大きく、1970年代よ

り、便利な入門書や解説などを執筆しただけではなく、よりポエチックスに近い、フ

ランス流の理論方法を使いながら、明治文学や道行文、和歌文学などについての研究集

などを刊行し、次の世代の研究者を育てていった。

それが、第三の世代にあたるのである。つまり、フランスにある83
2
の国立大学のう

ち、30校程度で、日本語入門講座が開設されていて、その中で本格的に日本語講座が設

けられている15校の一部では、文学の専門家が活躍している。しかし、相対的に決して

多い人数(全国で20名ほど)とは言えない状況である。また、博士指導が可能な教授は、ほ

とんど全員首都パリに集中していることも、注意に値する。ちなみにイナルコ日本学部

教員総数：26名のうち、7名が文学専攻で、学生総数(学部から博士課程まで)約1200名の

教育に専念している。また、パリ ․ デイドロ大学日本学科教員総数、13名のうち、3名が

文学専攻である。こちらの学生総数は約450人で、パリ郊外の大学での入門講座なども

2 合併などの大学改革が進行中で、データが流動的であることを明記したい。
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含めると、パリでは2000人ほどの学生が日本語の勉強に励んでいるという計算になる。

ただし、フランス国立科学研究所、あるいは各種高等研究院といった、研究が中心の

施設には、日本文学研究者は一人もいない状況であり、文学研究が大学での学習、特に

日本語の言語学習と密接した形で普及していることをはっきりと表わしている。

さて、フランスにおける研究の実績を考えた場合、専門的な高度な研究書が多い

中、やはり専門的な世界を越えるような作業は現在のところほとんど無いと言わざるを

得ない
3
。日本で実践されている日本文学研究とほとんど同レヴェルで展開され、各主

題に関する博士論文や教授資格論文などを基盤にした著作は刊行されても、助成金を必

要とする大学出版局によるものがほとんどである。所謂専門書が刊行されているのだ。

他方、フランスでは、15年程前から、政府の方針で、個人研究よりは、共同研究を推進

する制度が発達していて、そのために、学際的な協力による、テーマ研究のようなもの

が多くなった。また、日本研究をアジア研究、特に中国を含めた地域研究へと広める傾

向もあり、日仏の比較的研究も発展している。さらに、日本との共同作業、シンポ

ジュームなどの論文集が日本でも出版される傾向にある。以下、ここ15年の文学、およ

び共同研究の主な業績をリストアップした。

研究文献目録
4

2000

Dodane Claire, Yosano Akiko, poète de la passion et figure de proue du 

féminisme japonais, Paris, Pof, 2000. (与謝野晶子論)

Origas Jean-Jacques (dir.), Dictionnaire de littérature japonaise, Paris, Puf, Coll. 

Quadrige, 2000. (文学事典編集)

Struve Daniel, Ihara Saikaku, un romancier japonais du XVIIème siècle, Paris, 

Puf, 2000. (西鶴論)

2001

Forest Philippe, Oe Kenzaburô - légendes d’un romancier japonais, Nantes, 

Editions Pleins feux, 2001. (大江健三郎論)

Sakai Cécile, Kawabata le clair-obscur – essai sur une écriture de l’ambiguïté, 

Paris, Puf, 2001, rééd. revue et augmentée 2014. (川端論)

Vieillard-Baron Michel, Fujiwara no Teika (1162-1241) et la notion d’excellence 

en poésie. Théorie et pratique de la composition dans le Japon 

classique, Paris, Bibliothèque de l’Institut des Hautes études japonaises 

(IHEJ) – de Boccard, 2001.(藤原定家論)

3 ニコラ ․ モラールの報告論文、｢フランスにおける日本近代文学研究をめぐる一考察｣(�日本近代文学�第92集, 

2015), pp.199-203も参照のこと。微妙に異なる観点から現代のフランスの状況を解説している。

4 この文献目録は、英文表記ではなく、仏文表記をそのまま使用した。検索などの場合、この仏文表記が使

われているためである。また、この目録がそのまま参考文献となるため、この論文においては、別個に参

考文献目録は掲載しない。
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Europe (revue) ≪Jun.ichirô Tanizaki≫ (Tsuboi Hideto, Anne Struve-Debeaux 

dir.), n. 871-872, nov. 2001. (文芸誌、谷崎特集)

2003

Pigeot Jacqueline, Femmes galantes, femmes artistes dans le Japon ancien 

(XIe-XIIIe siècles), Paris, Gallimard, 2003. (中世女性芸能論)

2004

Terada Sumie, Figures poétiques japonaises – La genèse de la poésie en chaîne, 

Paris, Bibliothèque de l’IHEJ - de Boccard, 2004. (連歌論)

2005

Forest Philippe, La beauté du contresens - et autres essais sur la littérature 

japonaise, Nantes, éditions Cécile Defaut, 2005. (現代文学エッセー)

Lozerand Emmanuel, Littérature et génie national - naissance d’une histoire 

littéraire dans le Japon du XIXe siècle, Paris, Les Belles Lettres, 2005. 

(日本文学史の誕生論)

2007

Simon-Oikawa Marianne (dir.), L’écriture réinventée – Formes visuelles de 

l’écrit en Occident et en Extrême-Orient, Paris, Indes savantes, coll. 

Etudes japonaises,  2007. (表記論)

Lucken Michael, Anne Bayard-Sakai et Emmanuel Lozerand (dir.), Le Japon 

après la guerre, Arles, Picquier, 2007. (Routledge, 2011, 英訳あり)(戦

後文化論)

2008

Origas Jean-Jacques, La lampe d’Akutagawa – Essais sur la littérature japonaise 

moderne, Paris, Les Belles Lettres, Collection Japon, 2008. (近代文学エッ

セー集)

Sakai Cécile, Struve Daniel (dir.), Regards sur la métaphore – entre Orient et 

Occident, Arles,  Picquier, 2008. (隠喩論)

2009

千葉俊二、アンヌ.バヤール＝坂井編、�谷崎潤一郎、境界を超えて�笠間書院、

2009年

寺田澄江、藤原克己、高田祐彦(編)、�源氏物語の透明さと不透明さ―場面 ․ 和歌 ․

語り ․ 時間の分析を通して�青簡舎、2009年

2011

Brisset Claire, Brotons Arnaud, Struve Daniel (dir.), De l’épopée au Japon : 

Narration épique et théâtralité dans le Dit des Heike, Paris, Riveneuve, 

2011. (平家物語論)

Tschudin Jean-Jacques, Histoire du théâtre classique japonais, Toulouse, 

Anacharsis, 2011. (古典演劇論)

Matsuzaki-Petitmengin Sekiko, Cécile Sakai, Daniel Struve (dir.), Etudes 

japonaises, textes et contextes (en commémoration du 50ème 

anniversaire de la Fondation de l’IHEJ du Collège de France), Paris, 
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Bibliothèque de l’IHEJ - de Boccard, 2011. (日本研究論、文学を含む)

2012

Chen-Andro Chantal, Cécile Sakai, Xu Shuang (dir.), Imaginaires de l’exil dans 

les littératures contemporaines de Chine et du Japon, Arles, Picquier, 

2002. (日中亡命文学論)

2013

Sakai Cécile, Daniel Struve, Sumie Terada, Michel Vieillard-Baron (dir.), Les 

Rameaux noués - Mélanges offerts à Jacqueline Pigeot, Paris, Bibliothèque 

de l’IHEJ - de Boccard, 2013. (ピジョー教授記念論文集)

寺田澄江、小嶋菜穂子(編)、�物語の言語、時代を超えて�青簡舎、2013年

2014

Tschudin Jean-Jacques, L’éblouissement d’un regard – découverte et réception 

occidentales du théâtre japonais de la fin du Moyen Age à la Seconde 

Guerre mondiale, Toulouse, Anacharsis, 2014. (日本演劇の西洋受容史)

谷川恵一編、�集と断片� 勉誠出版(日仏文学研究国文学研究資料館＋フランス日本

研究高等学院共同プログラム)、 2014年

西永良成、三浦信孝、坂井セシル編、�日仏翻訳交流の過去と未来—来るべき文芸

共和国に向けて�大修館書店、2014年

2015

Arribert-Narce Fabien, Kuwada Kohei, O ’Meara Lucy(dir.), Paris-Tokyo-Paris : 

détours par le Japon. Réceptions de la culture japonaise en France 

depuis 1945, Paris, Honoré Champion, collection Poétiques et 

esthétiques, XXe-XXIe siècles, n. 26, 2015. (戦後フランスにおける日本

文化の受容論)

Nakagawa Hisayasu, L’esprit des Lumières en France et au Japon, Paris, 

Honoré Champion, collection Littérature comparée, n. 137, 2015. (日仏

近代化の比較論)

Mayaux Catherine (dir.), La fleur cachée du nô, Paris, Honoré Champion, 2015. 

(能の比較研究)

寺田澄江、田渕句美子、清水婦久子(編)、�源氏物語とポエジー�青簡舎、2015年

以上のように、純粋な意味の文学研究のみではないが、その他の講演会、研究会な

どを網羅してゆくと、一定の学術活動は続いている。それに毎年仏訳される20−25点ほ

どの新しい文学作品のインパクトを重ねていくと、それなりの活性化のある状況と考え

る。問題は、その研究活動や方法や成果にあるのではなく、一般の知識層の読者へのア

ピールに至っていないところにある。この、オーデイエンスとのギャップを埋める事

は厄介なことで、多分多くの文学研究の専門家が抱えている問題であるのではないか、

と推測する。それがなぜ重要であるかは、やはり地域研究の限られた学術領域の枠から

脱出して、より広い知的スペースでの協力や共同作業こそが、従来の文献、作品作家研

究を越えて、世界的な視野における文学理論の発展に繋がるからである。
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例えば、最近、フランスで、やはり翻訳の効果と結びつく面白い現象があるので、

紹介したい。それは村上春樹の大人気が、日本文学の専門ではない、一般比較文学の専

門家の注意を引いていることである。例えばフィクシヨン論や現代文学ジャンル再編成

論などに、他の世界作家とともに、村上春樹の作品が翻訳をとおして引用、分析されて

いる。例のHaruki Murakamiという作家の日本の場から離れての一人歩きであるだけで

はなく、それによって、日本文学という閉ざされた言語文化圏が解放される一つの道筋

を示している。

また、やはり比較文学において、フランスでは大江健三郎の作品がフィリップ ․ フォ

レストという、作家兼比較文学の大学教授の研究の対象となっており、作家研究(上記リ

スト2001年参照)以外にも多くの論文集や雑誌などで言及されている。言語文化を尊重

する、という慎重なアプローチではあるが、このような眼差しには新鮮な取り組みの

可能性がある。最後にもう一つの例を挙げるとすれば、フランスにおける多和田葉子の

作品翻訳と研究の受容が、これも新しい方向性を示している。なぜならば、一斉にドイ

ツ文学者、比較文学者、日本文学者に注目されているからである。仏訳は現在７冊あ

り、ほとんど全部ドイツ語作品からの仏訳であるが、同時に日本研究学者にも研究され

たり、翻訳されたりしている。また、2010年に刊行された研究誌、�ドイツ研究雑誌�

Revue d’Etudes Germaniques (65e année n. 3 juillet-septembre 2010) に多和田葉子特

集が組まれていて、日仏独米の専門家の論文がそのまま異文化交差を反映する形で掲載

された。ここでは、作品の言語文化アイデンテイテイーの問題が浮上するだけではな

く、作家、本文、読者を結ぶ契約の揺さぶり、翻訳や自己翻訳の再定義、新しい批評性

の探究など、数知れない問題点が提起されている。この例は、従来の筒型の文学研究に

一石を投じており、新しい視野を開拓してゆく可能性を育んでいる。

４. 相対的な問題としての日本文学研究

このように考察を進めてくると、｢作家の力｣、あるいは ｢作品世界の有効性｣という

ものの重要性が明らかになる。現在の私達が携わっている文学研究というものは、研究

対象である｢文学｣そのものが根本的に創造的独創的であったり、あるいは世界を風靡す

る人気を得たり、とにかく現代のデジタルグローバル社会の文化基準に耐えられる言語

表現形態でなくてはならない。あるいはそれ以上のものに支えられ、鍛えられ、その

挑戦を受けながら、これからの展開を構築してゆかねばならない。研究対象自体のパ

ワーこそが研究変遷の条件であり、ある意味では批評の生き延びる道を与えてくれるの

だ、と考える。そのため、現代文学や超現代文学の作家や作品にも注目して、できるか

ぎり批評や分析や翻訳の機会を、大学の授業の場でも持つように努める必要があるので

はないか、と思う。可能な限り、現役の作家たちとの連携を推進し、例えば翻訳の作業
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を、やはり作家とのリンクの意味も含めて、｢今ここの仕事｣と考える。

また、もう一つの観点からも、日本文学研究の相対性を考えるべきかと思う。それ

は、学術領域としての過去、現在、未来においての価値を対象化した場合、他国の地域

研究としての日本文学研究、及び、外国文学研究、及び、一般文学研究(こちらは、実際

｢母国語｣におけるいわゆる国文学研究に等しい)の全体との連鎖作用の重要性に気がつ

く。フランスの例を具体的に説明するならば、一方ではフランスの日本文学研究者と、

日本、韓国、中国、ドイツ、アメリカなどの日本文学研究者同士の学術交流、ネット

ワーク形成がある。もう一方では、フランスにおける中国文学、イギリス文学、イタ

リア文学などの専門家との交流、問題意識の確認がある。そうして、理論的なアプロー

チに於けるフランス文学者たちとの協力、競合、あるいは比較文学者たちとのコラボ

レーシヨンもある。あえてフランスでの状況をここで強調するのは、文学研究が普遍的

な基盤に乗っ取っているわけではなく、各国の特徴的な影響がどうしても響いているか

らである。例えば、現在フランスでは、未だにテキスト研究と構造主義、ポスト構造主

義の哲学理論体系の組み合わせが主流であり、アメリカ発信(と図式的に形容するが)の

メーンストリームであるカルチヤー、ジェンダー、コロニアルスタディーズと、それ

らのポスト現象のアプローチとはかなり異なるスタンスを取っている。研究自体に

も、時代性と地域性が感じられ、相対化が必要である。

近年では、このように隣接学術領域の観察、洞察を行い、積極的な相互協力を構築し

てゆくことが重要であると思われる。これは、日本文学研究の一種鎖国的な環境からの

解放をめざすだけではなく、実は隣接学術領域のほうでも、例えば日本文学研究の内

容、方法にふれ、理解を深めてゆくにつれ、より広い観点を取り入れ、新しい展開への

道を模索して行く事にも繋がるであろう。理想的な循環のモデルであるように思う。

５. おわりに―21世紀、グローバル化と日本文学研究のゆくえ

一応このような野心的な目標を設定しておきたいのだが、勿論現実はより厳しく、

専門領域の蓄積作業のほうに、普段忙殺されるのに、それに相対化の目標をも加担して

ゆくと、学者兼人間の限界に早々達してしまう恐れがある。しかし、グローバル化とい

うのは、基本的にスケールの大きい、マクロ的な企画を優先し、より発展させてゆく、

といった、いわゆる後期資本主義の基本と同等のダイナミックスに基付いている。その

波に乗ってゆくべきか、それとも、ミクロのレヴェルを尊重し、｢こつこつ｣と読解と

伝達の仕事を続けることで、文学研究の使命を果たすのか、そのような選択を迫られる

今日このごろである。

2014年のニュースであるが、周知のように、カリフォルニア大学UCLAのMichael 

Emmerich
5
がUNIQLO社長との協力の末、6年計画で250万ドルの日本研究推進助成金を受
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け、UCLA + COLUMBIA University + WASEDA University の3校で、大変規模の大き

い、今まででは最大級の日本研究国際ハブ(HUB)を築き上げて行くプログラムを実地し

はじめている
6
。

エメリック氏は文学研究者であり、その協力者たちもほとんど全員文学研究の第一線

に立つ専門家であるため、日本文学はこのプログラムの中心的なターゲットだと考えら

れている。この発表の結論にかえて、UCLAの関連広告ウェブページの結論の一節を引

用する。

“The next six years may well develop a shared American-Japanese pedagogy for 

teaching Japanese literature.”

これは、21世紀の課題と強い関係にある、重要なパラダイム転換を示しているので

はないだろうか。支配言語、被支配言語の使い方、教育内容の変遷など、大変興味深い

課題が多く含まれている。今後の動向に注目したい。

坂井 ․ セシル Cécile SAKAI

(フランス)パリ ․ ディドロ大学東アジア言語文化学部日本語科教授。日本近現代文学、翻訳論。

�日本の大衆文学�(朝比奈弘治訳, 東京：平凡社, 1997)、共編著�川端康成スタデイーズ 21世紀に

読み継ぐために�(東京：笠間書院, 2016)など。他、フランス語での著書、論文、および翻訳(谷

崎潤一郎、川端康成、河野多惠子など)の他多数。

5 The Tale of Genji : Translation, Canonization, and World Literature, New York: Columbia University Press, 2013

の著者であり、翻訳家でもある。

6 http://www.alc.ucla.edu/news/professor-michael-emmerich-heads-new-japanese-studies-program/ 参照のこと。


