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不要な存在?21世紀における文学研究
―ドイツの日本文学を例として
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This paper discusses the study of literature under 21st century 
conditions, taking Japanese Studies in Germany as a case in point. It 
asks how technical changes such as digitalization and the internet 
have influenced contents, as well as the way in which Japanese 
literature research is conducted, and which changes are to be observed 
concerning the position of the study of Japanese literature in academia 
as well as in society at large. Between 1960 and the 1980s, translations 
of Japanese literature were seldom taken up in general print media, 
and professional critics were hesitant to critique works, regarding 
them as fundamentally different. Perspectives changed in the late 
1980s with a growing interest in Japan. Japan was the focus country 
at the 1990 Frankfurt International Book Fair. More recent developments, 

however, point to a loss of importance of belles lettres in the cultural 

and intellectual world due to changed reading habits and shifts in the 
media landscape. How can scholars of Japanese Studies respond the 
loss of relevance of their subject? Have they become superfluous in the 
face of the dissolution of canons and professional authority? This paper 
argues to the irreplaceability of experts as partners in public dialogue.

Keywords translation(翻訳), media landscape(メデイア), internet(インターネッ

ト), canon(カノン), literary criticism(文芸評論), academia(学問とし
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21世紀が始まってから今年で17年。その間に私達の日常には信じられないほど急激

な変化がありました。そんな時代を背景として、文学研究、特に近 ․現代日本文学研究

という学問分野が、これからどのように発展していくのかを、この発表を通して考え

てみたいと思うのです。しかしそれは、これからの研究計画や希望リストなどではな

く、この学問分野が学問世界の外で、どのように自らの存在を主張していけるのか? ど

のような成果を上げることで、一般社会から認められるのか? 日本研究に対する社会の認

識が、これまでどのように変化し、その理由は何だったのか? その際、翻訳はどのような

役割を担ってきたか?ここ20年ほどの、デジタル化やインターネットの出現などによっ

て引き起こされた、新聞や雑誌などメディア界全般の構造変化によって、文学研究の条

件がどう変わってきたか?またその変化は、日本の近 ․現代文学を対象とする私達研究者

にどのような影響をもたらしたか? そのような問いです。

1. ドイツ語圏社会における日本文学への伝統的態度

2009年にドイツで出版された書籍目録｢ドイツ語に翻訳された近 ․現代日本文学｣に

は、1868年 ․ 明治元年から、この目録が出版された2008年までの140年間に、詩歌や児童

文学などを抜きにした、412人の作家の文学作品1800点が記録されており、それらの作

品は、544人の翻訳者によってドイツ語へと移されたことが記録されています
1
。もちろ

ん、この翻訳者達は、ほとんどが日本学(ヤパノロギー)関係の人々でした。それらの翻

訳を通して、日本学は文学を愛する一般の人々に接してきたわけですが、日本学本来の

成果である、学問的著作や論文などは、ごくまれに大衆の目に触れるだけで、必ずしも

一般的に目立つのものではありませんでした。翻訳された日本文学の場合も、それが出

版されるだけでなく、一般の人々によって読まれるためには、当然、それを紹介 ․仲介

してくれる人々が必要となるのですが、しかし、以前新聞や雑誌に文学関係の記事を書

いていた評論家やジャーナリストなどは、あまり日本の文学に手を伸ばそうとはしな

かったのです。日本文学は長い間、まったく異質なものと見られていたからです。

1960年代から80年代にかけて翻訳、発表された、日本の文学作品へ対する批評などを今

読み直してみますと、自らの発言に対する評論家達の異常なまでの注意深さ、明確な判

定を避けようとする、臆病な態度がはっきりと伺えます。彼等は翻訳された日本の作品

を、まるでビロードの手袋で触っているかのように慎重に取り扱い、それらを普通の

文学作品、芸術作品としては見ようとせず、むしろ、異質で理解が難しいと告白するこ

とさえ厭わなかったのです。
2
 その結果として日本の文学作品は、あまり一般の眼にふれ

1 Stalph, Jürgen et al. (2009) Moderne japanische Literatur in deutscher Übersetzung. Eine Bibliographie 

der Jahre 1868-2008. Munich: Iudicium. 

2 Ando, Junko, Hijiya-Kirschnereit, Irmela, Hoop, Matthias (ed.) Japanische Literatur im Spiegel deutscher 

Zeitungsrezensionen. Munich: Iudicium 2006 を参照。
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ることがなかったのだと思います。

2. 1980年以降の翻訳ブームとその結果

しかし1980年代以降、ドイツ社会における日本への関心は著しく増大し、それと共

に翻訳の数も増えていきました。1990年、世界最大と言われているフランクフルトの

ブックフェアーは、その年のテーマ国に日本を選びましたが、それはヨーロッパ言語

以外の国としては初めてのことでした。ドイツ語圏では、プロの文学評論家は通常、な

るべくオリジナル言語でも読める作品の批評を書くことが、一種の倫理的な習慣となっ

ていました。そんな理由からも、以前ドイツのテレビで非常に人気があり、スイスや

オーストリアでも同時に放送されていた文学番組｢文学四重奏団｣においても、ずっと

ヨーロッパ言語の作品だけが番組で取り上げられていたのですが、しかしその慣例

は、ドイツで村上春樹の人気が高まることによって崩されたのです。1987年に最初の作

品がドイツ語に翻訳 ․出版されていた村上春樹の、�国境の南、太陽の西�という作品

が、2000年、このテレビ番組に、ヨーロッパ言語以外の文学作品としては初めて取り上

げられたからです
3
。しかし、この村上作品の番組への登場は、その後大きなスキャン

ダルへと発展していきました。番組に出演した評論家達の、翻訳された村上作品を間に

しての激論は、1988年以来13年も続いてきたこの人気番組が、それから間もなく打ち切

られる直接の原因となったのです。私は以前、この出来事の一部始終を、日本の雑誌�世

界�に詳しく書きましたので、ここでは説明を省きますが、番組で強く批判され、後々

まで尾を引いた最大の問題は、村上のこの作品が、日本語からではなく、英語からドイ

ツ語へ訳されたという事実でした
4
。

3. 英語が果たす役割

ドイツ語圏で大きな注目を浴びたこの論争により、重訳、つまり第三の言語を通し

ての間接的な翻訳、というものが許されるべきか否かとの問いが、ドイツメディアに

おいて議論されることになったのでしたが、評論家や出版社など当時の一般的な意見

は、外国語の作品はオリジナル言語から直接翻訳されるべきだという、それまでの翻訳

倫理を守る方向で決着したのです。大衆文学や推理小説など娯楽的なものは別として

も、芸術的な文学においては、重訳が許されるべきではないとの結論に達したわけで

す。このように重訳を否定する傾向は、1868年以来のドイツにおける翻訳の歴史の記録

3 https://www.youtube.com/watch?v=MPGcCtabuFo 村上に関する部分は22.07分からです。

4 イルメラ日地谷=キルシュネライト｢村上春樹をめぐる冒険“文学四重奏団“の不協和音｣(�世界�2001年1月号), 

pp.193–199.
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と合致するものでもありました。オリジナルではない外国語、第三言語を通して翻訳さ

れた重訳の率は、驚くべきことに、この150年間ほとんど一定しており、それは翻訳全

体の約12パーセントです。(そこで多いのは、やはり英語です。)当時、村上の作品が日

本語からではなく、英語からドイツ語に訳された背景には、作者村上の働きかけや影響

があったと私は推定しています。いずれにしても、ここで明らかに言えることは、過

去20年程の間に、文学市場や翻訳者などに強い影響を与える巨大な変革が、私達の社会

で起きていたという事実です。

4. どのような作品が出版され、読まれるのか? メディア世界の変遷

1990年代以降、ドイツ語圏の書籍市場における日本文学の存在感は、眼に見えて増大

していきましたが、それと平行して、社会における一般的な座標も変化し始めたので

す。それまで広く認められていた、新聞や雑誌などが持っていた文学の評価機関として

の権威が、徐々に失われ始めたのです。インターネットメディアなど新しく登場した

競争相手のために、新聞や雑誌の出版数も減っていきましたが、それは他の多くの国々

においても同様でした。新聞の紙面などで、文学関係の記事が占める面積も、徐々に減

らされていきました。テレビも、文学に対しての存在意義を失っていきます。ドイツ

語圏のテレビには今でも、質の高い文学番組があるのですが、その放送時間が、夜遅く

など一般視聴者があまり観ない時間帯へと押しやられていったのです。それと同時に、

文学の競争相手的なものがその勢いを伸ばし、それと平行して、出版界の風景も大きく

変わっていきました。ベストセラーを当てることが、ますます重要となっていったの

です。なにがベストセラーになるかは、幸いにも、確実に言えるものではありませ

ん。その候補作品を世界の書籍市場から捜し出すのは通常、出版社のスカウト達の仕事

であり、彼等は主に英語、ドイツ語、フランス語文学や、それらの言語へ翻訳された作

品を読み、出版を決定しているようです。つまり、ある日本の作品がすでにそれらの言

語に翻訳されていた場合、他の言語へ訳されるチャンスも大きくなるわけです。それ

に加えて、出版社に日本の作品を推奨するのは、以前のように日本文学研究者ではなく

なりつつあります。経済的な側面、つまり、販売数を最重要視する出版社との関係は、

以前に比べると非常に難しくなりました。もちろん、出版数を増やすことで、自らの存

在を維持している出版社だけを責めることはできませんが、日本研究者が自ら鑑定を請

け負う機会が減少したことは事実であり、同時に、メディアで文学作品について語る機

会も減ってきています。
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5. 評論家対日本学者―普遍性対日本性

日本の文学が、一般メディアにおいてもその存在を認めてもらえるのは、もちろん

望ましい発展です。世界の文学の一部として認識されるためには、まず読者を獲得する

ことが前提条件だからです。また以前のように、日本研究者だけでなく、一般の評論家

などが日本の作品について書くようになったのも、歓迎すべき現象です。そうなるこ

とによって初めて、日本文学は単にエキゾチックな存在ではなくなるからです。その

際、書評を書く評論家が有名であればあるほど、訳された日本の作品にとっては有利と

なります。たとえ評論家の評価が否定的であったとしても、よく知られた評論家の名

が、翻訳された日本の作品に読者の注目を集めさせるからです。しかし、作品を評価 ․

査定する者としての、評論家達の資格や能力はどうなのでしょう? それらの評論家が、

少なくとも一つの弱点を持っていることは確かです。いかに努力しようとも、はたし

てその翻訳が、日本語のオリジナルにふさわしいかたちでドイツ語に移されたかとい

う点を、評論家は判定することができないからです。ここにおいて、日本語に堪能な研

究者などが自らの能力を活かせるわけですが、残念なことに、日本文学専門家は、たと

えそのような機会を与えられても、翻訳の質に触れることを避ける傾向が強いようで

す。それは恐らく、必ずしも望ましいとは言えない、狭い日本学の世界の仲間意識が原

因なのかもしれませんが、それは講演の目的から外れるテーマですので、先に進ませ

ていただきます。

評論家や読者は、日本の文学作品から何を期待するのでしょう? 作品のテーマは、な

るべく一般的 ․普遍的に理解可能なものであるべきなのか?それとも、そこでは日本独自

のもの、その特別な性質といったものが望まれているのでしょうか? 恐らく優れた文学

作品からは、両方が期待されているようです。外国語から翻訳された作品の宣伝におい

ては、ほとんどの場合、その作品の出身文化が強調されることが多いからですが、例え

ば現在、海外において日本を代表する作家と見られている村上春樹の場合、彼は二つの

異なったカテゴリーに分類されることになります。評論家達はまず、村上春樹という作

家を、アメリカ文学から強い刺激をうけた、非日本的でグローバルな現象と受け止めるの

です。先に触れたテレビ番組｢文学四重奏団｣の討論においても、まったく日本の作家と

は思えないと村上は評され、彼の作品は｢ごく普通の本として読める｣と査定されまし

た。しかし同時に、村上からあくまで日本的な要素を見つけ出そうとの努力が、これま

で同時になされてきたのです。評論家達は必死になって、彼の作品内に｢日本｣を捜すの

です。例えば�1Q84�について書評を書いた評論家は、｢一体この本は日本と日本人につ

いて我々に何を教えてくれるのか?｣との問いを発し、｢特にはないようだ｣との結論に

達していました。しかし彼自身もパラドックスであると感じた、この作品のいささか

もったいぶった大げさな内容と、かなり即物的に響く文体の組み合わせを、その評論家
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は｢典型的な日本である｣と断定していました。このように、多くの評論家達は、村上の

作品から、彼等が｢日本的｣だと考える要素を捜し出すことに力を入れるのです。例えば

村上作品内の｢再生｣のモチーフは、基督教的というよりも、むしろ日本の神道ではない

か、ということになります。また�1Q84�三部作に流れている基本的なムードは、｢もの

のあわれ｣であると判定されていました。一体ここでは何が起こっているのでしょう?

以前、作品が生まれた日本の文化に対する自分の無知を理由に、それに触れること

を避けていた評論家達が、日本研究者達の専門領域へと進出してきたのです。もちろん

その際、彼等はこれまで日本学が上げてきた成果を利用し、歴史、民俗学、文化、文学

などの研究者の知識 ․認識から情報を汲み取るのですが、ほとんどの場合、どこからそ

の情報を得たのかは知らされません。それだけでなく、そこで利用される情報が一体

どのようにして生まれたものであり、はたして真面目に取ってよいものなのかなど

は、まったく問われないのです。情報提供者である研究者は背景へと押しやられ、まっ

たく姿が見えないからです。しかもそこでは、評論家達が拾い集めた知識や情報の断片

が、正しく理解されずに利用されている場合がかなり多いのです。研究者達が長い時間

をかけて成し遂げた成果の、小さな部分だけを探し出して読む、あるいはインター

ネットで自分が欲しい知識だけを探索することは、今では簡単にできることです。し

かし、先にお話した、最近目立つ評論家の傾向、日本学の研究結果から拾い上げた知識

の断片の、かなり強引な日本的伝統というものとの関連付けに対して、私は度々大きな

疑問を感じるのです。場合によっては、それらに反駁する必要があると思うことさえ

あります。いずれにしても、私がここで言いたかったのは、日本研究者達が背景に留

まっているにもかかわらず、彼等の知識や認識が一人歩きをしているかのような、不正

確で間違った引用、利用がまるで当然のようになされているという事実です。

6. 結論とその帰結

ここで、これまで述べてきた考えをもう一度まとめてみましょう。本来ならば、日

本学、特に日本文学研究の成果が、一般的なディスクールへ取り込まれる状況を喜ぶべ

き一人の研究者が、まるで自分の誇りを傷つけられた不満をぶつけているように、これ

までは聞こえたかもしれません。しかし今描写したような状況は、すでに述べました

ように、基本的には非常に肯定的発展なのです。それでも、ここでもう一度、それを見

つめ直す必要があるでしょう。ここまで私は、日本研究者、つまり普通ならば大学など

で教えている者と、評論家やジャーナリストを、対立したものとして描写してきたか

もしれません。主にメディアで活動している人々は、教育や研究を主な活動領域として

いる者に比べると、当然、一般大衆や社会との接触が容易である立場にいます。私達研
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究者は、批評家やジャーナリストとは異なった方法で活動しており、活動せねばなら

ず、社会的 ․大衆的効果という面に限って言えば、通常ずっと不利な立場に置かれてい

ます。もし評論家などが、自分が必要とする情報は、以前から当然のように存在してい

たのだとの態度を取るとすれば、将来、日本研究などは、無用な分野であるとの考えに

行き着くことになりかねません。つまり、文学を専門とする教師や文学の講座などは、

あまり必要ではないとの結論が文部科学省や大学の上層部で下されても、まったく不思

議ではなくなるわけです。

もちろん社会は、これからも翻訳者を必要とします。そしてこれまで、例えば日本

文学の他言語への翻訳者のほとんどは、日本学的な背景を持っていました。しかし今、

なにが翻訳されるべきかの決定が、すでに述べましたように、必ずしも作品の質やオ

リジナリティーなどとは関係なくなってきています。日本側が、自分達の文学の海外で

の出版作品を決める翻訳プログラム｢JLPP｣が、多額の公的援助にもかかわらず、あま

り成果を上げているように見えないのも、そんな理由が背景にあるからだと思うので

す。多くの社会それぞれが、自分達の好みや事情といったものを持つ文学市場というも

のは、それでも、これからますます国際化、グローバル化していくと思われるので

す。グローバル化とはこの場合、必ずしも文学の多様性を意味してはいません。グロー

バル化がもたらすのは、世界的効果をねらい利益を上げることを最重要視する、今世界

的に見ることのできる、全てを経済化 ․商品化する強い流れへの適応を意味していま

す。この発表で私が例として上げてきた村上春樹は、そのような時代の流れを、最もう

まく利用している作家の一人であると言えるかもしれません。

 ここまで、部分的には悲観的な状況を描写してきましたが、あまり暗い調子のまま

この発表を終えたくはありません。文芸学的に現代文学と関わっている私達研究者は、

これからどのように社会に影響を与え、どのように自らの存在を主張していけるのか

が、この発表の初めに私が発した問いでしたが、次のことははっきり言えると思いま

す。例えば文学研究者なしでも、書籍市場や一般的ディスクールが機能すると考えられ

ているならば、その理由の大部分は、まさに、文学研究者達がこれまでに築き上げてき

た成果のおかげだということになるでしょう。また、翻訳文学の成功の大半は、良い作

品の選択によって決まり、さらに作品の優れた翻訳を通すことで初めて、目的文化内で

認められることになるという事実は、すでに良く知られています。日本語はこれま

で、ヨーロッパ言語以外では最も多く翻訳されてきた言語だと思われます。もちろんそ

れも、これまで日本文学研究者や翻訳者が果たした成果と言えるでしょう。例えば二人

の日本人がすでにノーベル文学賞を授与され、さらに受賞が期待されているのは、それ

らの人々の努力と仲介があるからこそ可能となったのです。

しかし日本文学研究は、翻訳でその限界に達するわけではありません。学問の世界
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で日本文学研究という分野は、比較文学、思想史、社会史など多くの分野において、対

話のパートナーとして求められるようになってきています。そのような学際的協力関

係にも、私達の学問分野の将来があると思われるのですが、ドイツ語圏においても今、

そのような未来を約束してくれる動きを見ることができます。もしそれらの地味な活

動が、社会から間接的にしか認められないとしても、その理由はすでに述べた、メ

ディア世界の構造改革やインターネットなどにより、私達の社会全体が流動的になって

いるためでもあるでしょう。そこでは今、伝統的なメディア、評論家など、私が例と

して上げたものが徐々にその地位や権威を弱めるという新しい｢知｣の風景が現出してい

るのです。多くの議論は、文学ブログなどのソーシャルメディアを通して行われ、そ

こでは評論家や専門家などの権威があまり求められなくなってきており、人々の発表や

主張は、これまでのカノンや知的ストックなどを抜きにした、まるで拘束が無いかの

ような自由空間で行われるようになってきているのです。そのような発展の下で私達

は、専門家の権威、専門家と一般人の関係などについて、改めて考えてみる必要がある

のかもしれません。

いささか混乱気味の発表でしたし、部分的にはかなり挑発的だったかもしれませ

ん。しかし文芸学的な日本研究の将来についてのこの発表で私は、自分達のアカデミッ

クな活動が｢社会的現実というより広い舞台｣へと、思考の地平を拡げていくことを目指

したのです。
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