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This article briefly analyzes Japanese literature studies in China 
over the past forty years. In the first period (1979-1989), researchers 
focused on proletarian literature, before breaking through the 
forbidden area of literature and reevaluating other schools’ writers and 
works by discriminating the concept of realism. In the second 
period(1990-1999), literary concepts changed and many claimed that 
ideological evaluation criteria should be replaced by cultural and 
aesthetic evaluation criteria. Researchers started to explore the 
diversity and the uniqueness of Japanese modern and contemporary 
literature. In the third period (2000- ), researchers analyzed Japanese 
literature in the “East Asian culture field” and paid close attention to 
the following three issues: first, the issue of war cognition; second, the 
issue of Chinese translation of Japanese literature; third, the 
relationship between East Asian culture and Japanese modern and 
contemporary literature. Based on the above, this paper puts much 
emphasis on the relationship between Chinese translation of Japanese 
literature and the internationalization of Japanese literature studies.
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中国において日本近現代文学に関する最初の紹介は、1898年梁啓超の�訳印政治小説

序�(�清議報�第1冊)に遡ることが出来る。以来、日本近現代文学作品が続々と翻訳 ․紹介

されるとともに、批評と研究も活発になり、中国の近現代文学の形成に大きく寄与して

きたのである。日本近現代文学が学問的対象として本格的に研究されるようになったの

は、1979年以降である
1
。本文では、この四十年近くの研究史を三段階(1979―1989；

1990―1999；2000―現在)に分けて、その変遷をたどったうえ、日本文学研究の国際化

について私見を述べてみたい。

1. 第一段階：二つの転換方向

第一段階(1979－1989)ではまず注目されるべきなのは、1979年、中国全国的規模の

日本文学研究組織――｢日本文学研究会｣が成立し、学術誌�日本語学習と研究�が創刊さ

れたことである。1979年9月、中国社会科学院外国文学研究所と吉林師範大学(現東北師

範大学)外国問題研究所共同主催の｢日本文学シンポジウム｣が吉林師範大学で開催され

た。参加者は80余人で、論文は30余篇提出された。古典文学に関する論文もあるが、近

現代文学研究では宮島資夫、葉山嘉樹、小林多喜二、徳永直と槙村浩などプロレタリア

文学のほかに、川端康成、石坂洋次郎、井上靖、水上勉、司馬遼太郎と有吉佐和子など

の作家が取り上げられている。これほど大規模に日本文学シンポジウムが催されたの

は、中国で始めてのことであり、｢日本文学研究会｣が大会を機に設立されたのである。

この時点から中国の日本文学研究が本格的に始動したのだと言ってよかろう
2
。

以上の会議論文で取り扱われた作家とテーマは、当時の中国日本文学研究界の研究状

況、またそれをめぐる時代の大きな文学研究環境を反映している。それまでの中国文芸

界はソ連の文芸思潮の強い影響で、社会主義リアリズムを文芸批評の重要な基準として

いたのである。耽美派、モダニズム文学などは退廃的なものとして完全に否定されてい

た。1960年代半ばからプロレタリア文化大革命期に入ると、外国文学はすべて資本主義

のものとして排斥されて、日本文学の翻訳と研究もほぼ空白期に入った。そこで、文化

大革命の後、文学の創作と研究は大きく方向を転換しようとしていた。この転換は二つ

の方向を目指したのである。一つは、文革の極端な左翼化から離れて文革前の主流文学

に戻ろうとしたこと。二つは、文革前の抑圧されていた非主流文学を肯定して、さらに

遡って五四運動の｢人間解放｣の啓蒙文学との水脈を見つけ出してそれを復活させようと

したこと
3
。この二つの潮流は、文革否定という点では通底しているものの、目指した

1 日本近現代文学に関する1978年までの批評史は、王志松 ｢中国における日本近現代文学の研究史｣(王志松 ․ 島

村輝編�日本近代文学研究�外国語教学と研究出版社, 2014年)をご参照されたい。

2 谭晶华｢回眸与见证——改革开放时代的中国日本文学研究会(代前言)｣(谭晶华主编�日本文学研究：历史足迹与学

术现状——日本文学研究会三十周年纪念文集�译林出版社, 2010年)、｢全国日本文学讨论会在长春召开并成立日

本文学研究会｣(�吉林师大学报�1980年1期, p.118)をご参照されたい。
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方向は大きく異なり、時には相互に矛盾して軋み合っているのであった。前者は社会主

義リアリズムと十九世紀リアリズムを文芸批評の基準として、階級論を貫いているので

あり、後者は、ヒューマニズムを理論として、もっと広がりのある文学観を主張して

いるのであった。

このような状況を背景にして、1970年代末から80年代の初めにかけての日本近現代

文学研究は、プロレタリア文学を中心にしてスタートしたのである。そのなかで、小

林多喜二に関する研究は一番多く、多角度からその思想性と芸術性が論じられている。

他のプロレタリア文学作家及び作品に関しても再評価されるようになったのである。張

光珮の｢徳永直の文学創作について｣(�北京大学学報(哲学社会科学版)�1980年2期)、李芒

の｢葉山嘉樹論｣(�日本語学習と研究�1984年5期)と｢徳永直論｣(�日本語学習と研究�1984

年6期)は、徳永直と葉山嘉樹の作品の階級性と写実性を高く評価しながらも、1950年代

のように無条件に賛美するのではなく、彼らの戦争中の協力問題にも触れたのである。

また、リアリズム概念の分析と日本近現代リアリズム文学変遷の整理もこの時期の重

要な課題の一つであった。この問題について、劉振瀛は｢日本近代文学における自然主

義とリアリズム｣(�北京大学学報(哲学社会科学版)�1981年6期)で次のように分析してい

る。自然主義とリアリズムは相容れない二つの概念であり、前者はブルジョア的反動思

潮と創作方法であり、後者は普遍性のある創作方法である。前者が描写の瑣末さに拘り

すぎて、その背後にある真実をないがしろにしているのに対して、後者は事物の本質の

描出に努めている。日本のリアリズム文学の挫折は、ヨーロッパの自然主義文学との乖

離によるのではなく、むしろ自然主義文学が瑣末主義に陥った結果なのである。した

がって、この二つの概念を明確に区別したうえで、リアリズム文学の脈絡を整理して、

真の日本近現代文学史の流れを見つけ出すべきだと主張している。劉振瀛は代表的なリ

アリズム作家として、二葉亭四迷、島崎藤村、小林多喜二、井伏鱒二、有吉佐和子等を

あげている。平献明は｢戦後日本写実主義文学及び主な作家と作品｣(�日本研究�1985年1

期)において、広津和郎、野上彌生子、石川達三、井伏鱒二、井上靖、司馬遼太郎、有吉

佐和子、松本清張、水上勉、山崎豊子などの作家を、戦後のリアリズム文学の主流に一

括している。確かにこのような汎リアリズム的概念によって視野を広げてプロレタリ

ア文学以外の作家や作品まで評価されることになったのであるが、強引な解釈も少なく

ない。

これとは違って、日本近現代文学の各流派を紹介してリアリズム文学の絶対性を相対

化しようとした動きもあった。即ち前述した第二の潮流である。隋永禎の｢日本近代文

学流派｣(�武漢大学学報(哲学社会科学版)�1981年2期)は、写実主義、浪漫主義、自然主

義、唯美主義、余裕派、白樺派、新現実主義、プロレタリア文学、新感覚派、新興芸術

派などの文学流派を紹介して日本近代文学の全貌を把握しようとしている。その中で、

自然主義について、完全に否定するのではなく、自我意識の確立や、近代散文の形成に

3 洪子诚�中国当代文学史修订版�(北京大学出版社, 2007年), p.187.
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寄与した点も評価している。周平の｢日本戦後文学の流派｣(�訳林�1982年4期)は、新戯作

派、第一次戦後派、第二次戦後派、第三の新人、内向の世代など、戦後の文学流派を紹

介している。こういった文章は、日本文学史の初歩的な知識の紹介に過ぎないが、リア

リズムを重視した一元的な文学史観を突き破って、多元的に日本近現代文学を捉えよう

とした姿勢がうかがわれる。文学流派研究において、新感覚派の川端康成に関した研究

は特に目立つ。葉渭渠は�川端康成創作の芸術的特色�(�国外社会科学�1981年5期)におい

て、川端文学は｢西洋文学の創作方法を日本古典文学の伝統の中に融合させて｣独特な美

を作りあげたのだと評価している。

中日比較文学研究の領域では、井上靖の中国題材歴史小説に関する考察、中日近現代

文学影響関係に関する討究、魯迅と日本文学の関係に関する研究などがあった。特に温

儒敏の｢魯迅前期の美学思想と厨川白村｣(�北京大学学報(哲学社会科学版)�1981年5期)、

鲁枢元の｢文芸心理学の早期訳書――魯迅訳�苦悶の象徴�を読んで｣�郑州大学学報(哲学社

会科学版)�1985年1期)は、魯迅像を硬直的な革命者から無意識探求の先駆者、さらに実

存主義者へと作り変えて、文革後の新しい文学概念の形成と文学史の書き直しの上で重

要な一役を買ったのである。

2. 第二段階：脱イデオロギーと研究対象の拡大

第二段階(1990－1999)では、1980年代末から1990年代の初めにかけて、王暁平著�近

代中日交流史稿�(湖南人民出版社, 1987年)、吕元明著�日本文学史�(吉林人民出版社, 1987

年)、王長新編�日本文学史�(吉林大学出版社, 1990年)、葉渭渠 ․唐月梅著�日本現代文学思

潮史�(中国华侨出版社, 1991年)、陳德文著�日本現代文学史�(南京大学出版社, 1991年)な

どの日本近現代文学史が次々と出版された。そのため、日本文学研究では、それまでの

多くの文章のように単に日本の文学史内容を紹介するだけでは不十分であり、研究者個

人の見解も求められるようになってきた。

さらに重要なことに、1989年、ベルリン壁の崩壊、ソ連の解体によって、冷戦時代

の社会主義と資本主義の二元対立的なイデオロギー構造が崩れた。中国では市場経済が

一層積極的に導入されるようになってきた。出版業界の市場化は、それまで学者主導の

日本文学翻訳紹介の体制に大きな打撃を与えたのである。かつて日本文学研究と翻訳の

指導的立場にあった雑誌�日本文学�(東北師範大学日本文学研究室編集)は、市場化の衝撃

を受け、1989年廃刊に追い込まれた
4
。李芒等の研究者が編集委員として企画した｢日本

文学流派代表作叢書｣は本来50冊が出版される予定であったが、10冊ぐらい刊行された

だけで取りやめになった。ところが、日本文学の翻訳作品の種類や量は決して減ったの

4 刘春英 ��日本文学�杂志创刊始末�(谭晶华主编�日本文学研究：历史足迹与学术现状——日本文学研究会三十

周年纪念文集�译林出版社, 2010年, pp.49-52)をご参照されたい。
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ではない。出版の推進力はイデオロギーと学術的判定から市場の販売量に代わってき

た。こうした急速な社会的変動によって、研究者が周辺化されたが、それは、逆に研究

者たちを主流のイデオロギーの束縛から解放し、より自由な研究視野の獲得を可能にし

たのである。

その変化として、まずイデオロギー的な批評から文化と審美を重視した批評に変

わったということが挙げられる。たとえば、川端康成の虚無思想をめぐって80年代激し

い論争が交わされた。それまでややもすれば階級的な立場から作者の限界として非難さ

れていたこの虚無思想に関して、新たな解釈が試みられた。葉渭渠は｢生の変奏曲――�千

鶴�から�眠れる美女�まで｣(�外国文学評論�1989年3期)で、仏教思想から川端の虚無思想

を新しく捉えなおそうとした。葉渭渠の言うには、�眠れる美女�の虚無感は厭世的な退

廃観もあるが、｢有｣と相対立する｢無｣であり、｢無｣を｢有｣の精神的本質と見て、｢我を

滅ぼして無とする｣という意味で｢虚無｣の可能性を、伝統文化と審美の角度から評価し

ようとしている。このように、イデオロギー的な批評の後退化にともなって、研究対

象と方法論も多様化された。たとえば太宰治、大江健三郎、安部公房、村上春樹、谷崎

潤一郎、三島由紀夫などの作家が研究の対象として取り上げられるようになった。伝記

と作家論としては葉渭渠著�冷艶文士：川端康成伝�(中国社会科学出版社, 1996年)、譚晶

華著�川端康成伝�(上海教育出版社, 1996年)、何少賢著�日本現代文学巨匠夏目漱石�(中国

文学出版社, 1998年)などがある。ただし、1990年半ば頃の三島由紀夫をめぐる論争のな

かでは、はたして文化と審美学の角度からのみで日本文学を研究していいかという問題

も提起された
5
。

私小説についても、再評価されるようになった。私小説は、それまでリアリズム一

元的文学史観から否定されていたが、この時期になって日本独自の芸術様式として肯定

された。高慧勤は｢自然主義と｢私小説｣――｢客観写実｣から｢主観告白｣まで｣(�解放軍外

国語学院学報�1993年2期)で、私小説は日本における自然主義文学の産物だけではなく、

伝統的な日本文化に根ざして、日本人の審美意識を表す独特の小説様式であると高く評

価している。

中日比較文学研究では、魯迅は依然として主な研究テーマであり、程麻著�疎通と更

新――魯迅と日本文学�(中国社会科学出版社, 1990年)、彭定安編�魯迅：中日文化交流の座標

において�(春風文芸出版社, 1994年)がある。そのほかに、呂元明著�中国に忘れられた日

本の反戦文学�(吉林教育出版社, 1993年)、何德功著�中日啓蒙文学論�(東方出版社, 1995年)、

劉立善著�日本白樺派と中国作家�(遼寧大学出版社, 1995年)、王向遠著�中日現代文学比較論�

(湖南教育出版社, 1998年)などがある。その中で、白樺派を中心として欧米文学からの影

響と、中国現代作家魯迅、郁達夫、郭沫若、周作人などに与えた影響を立体的に捉えよ

5 唐月梅は ｢文艺上古典之美展现——三岛由纪夫美学思想的核心｣(�外国文学评论�1994年4期, pp.60-66)、｢关

于三岛由纪夫“武道”新论｣(�日本研究�1994年2期, pp.59-64)で三島由紀夫の｢武道｣の内容と美学を分析し、積

極的に評価したため、学界での論争を引き起こした。
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うとした劉立善の�日本白樺派と中国作家�や、鹿地亘、池田幸子、長谷川照子等の反戦

文学活動と彼等の作品を｢異郷に忘れられた日本文学｣として位置づけて、その文学史的

意義を高く評価した呂元明の�中国に忘れられた日本の反戦文学�は、比較文学研究の新

しい領域を切り開いたのだといえよう。

3. 第三段階：世代交代と研究の多様化

第三段階(2000―)では、国内外日本文学専攻と比較文学専攻の博士課程を修了した若

手研究者が続々と研究に加わってきて、世代交代が見られた。その標として博士学位論

文をもとにして加筆された研究書が次々に出版された。李先瑞著�本能主義者の幻滅：白

樺派作家有島武郎の作品研究�(南開大学出版社, 2004年)、王琢著�想像力論：大江健三郎

の小説方法�(上海文芸出版社, 2004年)、王新新著�大江健三郎の文学世界(1957－1967)�(人

民文学出版社, 2004年)、路邈著�遠藤周作――日本キリスト教文学の先駆�(宗教文化出版社, 

2007年)、李強著�厨川白村文芸思想に関する研究�(昆仑出版社, 2008年)、楊炳菁著�ポスト

コロニアリズムの視野における村上春樹�(中央編訳出版社, 2009年)、張暁玲著�夏目漱石

と近代日本のアイデンティティ�(北京大学出版社, 2009年)、関立丹著�武士道と日本近現代

文学――乃木希典と宮本武蔵�(中国社会科学出版社, 2009年)、翁家慧著�写実への道――日

本｢内向の世代｣に関する研究�(中国社会科学出版社, 2010年)、孫艶華著�幻想の空間：泉鏡

花及びそのロマン主義小説�(商務印書馆, 2010年)、郭勇著�中島敦文学の比較研究�(北京大

学出版社, 2011年)、劉暁芳著�島崎藤村小説に関する研究�(北京大学出版社, 2012年)、金

晶著�民国時期における谷崎潤一郎文学の受容研究�(南開大学出版社, 2013年)、藍立亮著

�大江健三郎小説の語りに関する研究�(科学出版社, 2015年)、邹波著�安部公房小説研究�

(復旦大学出版社, 2015年)、楊文瑜著�テキストの旅行：中国における日本近代小説｢不如

帰｣の受容�(華東理工大学出版社, 2015年)、王雪著�谷崎潤一郎文学における探偵小説の性

格�(知識産権出版社, 2015年)、朱衛紅著�佐藤春夫作品研究――社会へのまなざしと方法

論の模索�(上海交通大学出版社, 2016年)などがある。

近年、文学不況と言われているが、日本文学研究に関する著作の出版はむしろ増えつ

つある。上掲した著作のほかに、2000年以後の主なものを拾ってみれば、魏大海著�私

小説：20世紀日本文学の神話�(山東文芸出版社, 2002年)、林少華著�村上春樹とその作品�

(寧夏人民出版社, 2005年)、周閲著�吉本ばななの文学世界�(寧夏人民出版社, 2005年)、張

文頴著�周縁からの声：莫言と大江健三郎の文学�(中国メディア大学出版社, 2007年)、趙

京華著�日本ポストモダンと知識左翼�(三聯書店, 2007年)、郭勇著�他者の表象：日本現代

文学研究�(上海交通大学出版社, 2009年)、趙京華著�周氏兄弟と日本�(人民文学出版社, 2011

年)、王志松著�20世紀日本マルクス主義文芸理論に関する研究�(北京大学, 2012年)、李征

著�都市空間の語り形態――日本近代小説の文体に関する研究�(複旦大学出版社, 2012年)、
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王成著�｢修養時代｣の文学読書�(北京大学出版社, 2013年)、柴紅梅著�二十世紀日本文学と

大連�(人民出版社, 2015年)、刘研著�日本｢ポスト戦後｣時代の精神史寓言――村上春樹論�

(商務印書館, 2016)、単援朝著�海を流れ渡った日本文学：偽満州植民地文学文化研究�(社会

科学文献出版社, 2016年)などがある。質の差はあるにせよ、研究の勢いの一端が伺われる。

学界の動向として、次の動きは留意すべきであろう。ポストモダニズム、ポストコ

ロニアリズム、カルチュラルスタディーズなどの影響で、国別文学としての日本文学研

究の枠組みに対して疑問や批判が投げかけられてきて、日本文学を東アジアという場で

捉えなおそうとされたのである。

その一つは、日本近現代文学と他者としてのアジアの関係に関する研究。王向遠著�｢ペ

ン部隊｣と中国侵略戦争――日本の中国侵略文学の研究と批判�(北京師範大学出版社, 

1999年)、高寧の｢虚像と落差――夏目漱石の精神世界を探って｣(�外国文学評論�2001年2

期)、劉炳範著�戦後日本文化と戦争認識に関する研究�(中国社会科学出版社, 2003年)、胡

連成著�昭和史の証言――戦時体制の日本文学(1931－1945)�(吉林大学出版社, 2009年)は

文学者たちの植民地認識、戦争認識、さらに他者としてのアジア認識を問題化して、そ

の認識欠如を批判している。これとは違った角度から、近代そのものへの反省も視野に

入れて他者としての中国との関係を探ったアプローチもある。劉建輝著�魔都上海 : 日

本知識人の｢近代｣体験�(講談社, 2000年；甘慧傑漢訳, 上海古籍書店, 2003年)は、近世末

期からの日本文化人たちのモダン都市上海での遊歴経験と日本の近代化、さらに近現代

文学との錯綜した関係を探ったものである。孫歌著�竹内好のパラドックス�(北京大学

出版社, 2005年)は竹内好の研究を通して、ナショナリズムに固執した二元対立的な思考

が西洋中心主義的な近代理論に回収されてしまう危険性を指摘したうえで、｢アジア｣｢東

アジア｣という概念でナショナリズムを越えようとした論述にもその歴史性と力関係の

現実性を隠蔽されてしまうという盲点があったことをついて、｢東アジア｣という概念

を空洞化させないために常にその内部の差異性と複雑性と政治性を歴史的に現実的に捉

えなおすべきだと主張している。董炳月著�｢国民作家｣の立場――中日近代文学比較研究�

(三聯書店, 2006年)は、中日近代文学の形成を両国の近代的国民国家の構築との関連で、特に

｢アジア主義｣と｢華夷思想｣との激しい衝突の中でダイナミックに捉えて、両国のナショ

ナリズム生成の複雑性と相互の他者性を把握しようとしている。

二つ目は、漢訳日本文学に関する研究。20世紀百年間の日本文学の翻訳歴史を整理し

た王向遠著�二十世紀日本翻訳文学史�(北京師範大学出版社, 2001年)もあれば、王中枕著

�越境と想像――20世紀中国、日本文学比較研究論集�(中国社会科学出版社, 2001年)、王

成の｢中国における�苦悶の象徴�の翻訳と受容｣(�日本語学習と研究�, 2002年1期)、王志

松著�小説翻訳と文化構築――中日比較文学研究を視角として�(清華大学出版社, 2011年)

などのように、文化的社会背景から文体、語りの構造まで、翻訳による創造的な変換の

過程を探った論考もある。特に後者は、漢訳日本文学を二つの言語に跨る境目に位置す

るテクストとしてとらえ、その独特の魅力と創造性を文化的 ․社会的コンテクストにお
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いて解明しようとしている。

三つ目は、東アジアの古典文学と近現代文学の関係に関する研究。創作の題材、発想

と手法を古典に求めた李俄憲の｢日本文学における子路形象の変化と�史記�｣(�外国文学

研究�2006年5期)、周閲著�川端康成文学の文化学的研究――東方文化を中心として�(北

京大学出版社, 2008年)などのほかに、近代化の過程で抑圧された東アジアの伝統的な文

学概念などを再発見して、新しい理論構築の可能性を模索している林少陽著�｢文｣と日学

術思想：漢字圏1700－1990�(中央編訳出版社, 2012年)もある。

4. 漢訳｢日本文学｣と研究の国際化

第三節の動向の中で、漢訳｢日本文学｣に関する研究は、他の研究と違って、日本語の

テキストではなく、中国語のテキストを主な研究対象としている。この問題につい

て、日本文学研究の国際化と関連してもう少し考えてみたい。

中国において、日本文学研究は、主に外国語学院日本語学科、中国文学学院比較文学

学科と現代文学学科の研究者(教師と院生)によってなされている。2000年代まで、国別

文学研究の枠組みの中で、外国語学院日本語学科の研究者は基本的に日本語のテキスト

を研究対象として所謂正統的な日本文学研究をしようと努めていたのである。もう一方

では、中国文学学院の研究者たちは、中国近代文学の形成を研究する場合、どうしても

日本文学からうけた影響という問題を避けられない。テキストとして訳本を使って研究

する場合が多いが、力点を中国文学の理解に置いているため、訳本自体は研究の対象と

なっていない。このような状況は日本文学研究に限らず、中国における外国文学研究の

全般についても同じことが言える。

こうした状況を打破したのは、1990年代翻訳研究の進展によるところが大きかっ

た。謝天振は、訳本の文学的意義は文学史で正当に評価されていないという問題を提起

して、その原因は翻訳過程における訳者の創造性を無視してきた従来の翻訳研究の原語

中心主義にあると指摘している
6
。そこで、謝天振は翻訳研究の原語中心主義から受容へ

と切り替えるべきだとして、欧米の翻訳研究成果を取り入れて｢訳介学｣を次のように提

唱している。

訳介学は言語に関する研究ではなく、文学研究或は文化研究である。これは言語

レベルでの原語と訳語との間の転換の問題に重きを置くのではなく、原語と訳語の

転換過程で原文情報の遺失、変形、添加、拡張などに重点を置き、異文化交流の実践

活動として持つ独自な価値と意義を追究する
7
。

6 谢天振｢翻译文学——争取承认的文学｣(�探索与争鸣�1990年6期)、�译介学�(上海外语教育出版社, 1999年)、

�译介学导论�(北京大学出版社, 2007年.

7 谢天振�译介学�(上海外语教育出版社, 1999年), p.1.
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それまでマイナスと考えられてきた翻訳による意味の遺失、変形、添加、拡張など

を、簡単に否定するのではなく、そこに異文化交流の独自な意義、さらに創造性を見出

そうとしている。謝天振の提唱もあって、言語研究界ではコミュニケーションへの重

視、また文学研究界ではカルチュラルスタディーズの刺激も加わって、2000年以降翻訳

研究が盛んに行われ、訳本自体の意義が重視されるようになってきた。

ただし、謝天振は訳者の創造性を強調しすぎたあまり、原作者の存在をほぼ否定し

てしまったのである。謝天振は、バルザックの�ゴリオ爺さん�の｢中国語版の作者は明

らかにその訳者傅雷(或は他の訳者)であり、フランス作家バルザックではない｣と断言

している。なぜなら、バルザックは中国語ができないから。さらに、訳者の国籍は中

国である以上、この訳本も中国文学であるべきだと主張している
8
。謝天振の｢訳介学｣

は訳本の独自な文学的価値を積極的に肯定したことには意義がある。しかし、訳本が原

作者を抹殺したうえに成り立つ中国文学だという謝天振の主張を見ると、国別文学研究

の枠組みから抜け出せないでいるということが分かる。これに対して、張南峰は｢翻訳

文学の国籍の模糊性、二重性さらに移動性を認めることこそ｣、開けた翻訳文学研究にな

るのではないかと提案している
9
。確かに張南峰の提案はもっと柔軟性があるが、翻訳

文学の国籍帰属をめぐる議論に止まっており、まだ訳本自体の言語間の境界性、両義性

などの問題まで及んでいない。

もう一方では、翻訳文学の外国性質を重視して訳本があくまでも原文のコピーだと

いう考え方もまだ根強く生きている。それは典型的に近年漢訳村上春樹作品をめぐる一

連の論争において見られる。中国では村上春樹作品の大半は林少華によって翻訳された

のである。そのため、林少華は中国における村上文学の代弁者とみなされているといっ

ても過言ではない。林訳村上文学は、広く一般読者たちに支持されている一方、林訳の

美化的文体に対して学者からの批判もあった。その中で一番手厳しく批判したのは、孫

軍悦の｢<誤訳>のなかの真理―中国における�ノルウェイの森�の翻訳と受容―｣であっ

た。孫軍悦によると、｢林訳｣は、村上作品の文体を六朝的な美文体に改造して、本来の

口語的な特徴を伝えていないという。例えば、�ノルウェイの森�の｢細かいところをわ

ざとゆっくり弾いたり、速く弾いたり、ぶっきら棒に弾いたり、センチメンタルに弾

いたりして｣という箇所は，｢细微之处她刻意求工，或悠扬婉转，或神采飞扬，或一掷千

钧，或愁肠百结｣というふうに、具象性もない類型的な表現で訳されている
10

。この部

分の翻訳について確かに孫軍悦の指摘したとおりであるが、しかし、そのような訳し方

は訳本の全体に類推することができない。林訳の文体は美的傾向があるということは否

定できないが、訳本は全部四字句的六朝文体ではなくやはり基本的に現代白話文体で翻

 8 この問題について、謝天振は�译介学�(上海外语教育出版社, 1999年, pp.229-233)で論述した上で、�译介学导

论�(北京大学出版社, 2007年, p.136)でさらに強調している。

 9 张南峰 ｢从多元系统论的观点看翻译文学的“国籍”｣(�外国语�2005年5期)，p.59.

10 孫軍悦 ｢<誤訳>のなかの真理―中国における�ノルウェイの森�の翻訳と受容―｣(�日本近代文学�第71集2004

年)，pp.141-156.
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訳されているのである。孫軍悦が誇張した類推を敢えてしたのは次の問題意識が働いた

からである。村上文学が中国大陸で大流行した2000年初頭、｢反日事件｣が頻発してい

た。孫軍悦はこうした矛盾した事態を引き起こした原因を、中日間の社会、経済、歴史

などに求めるのではなく
11

、｢林訳｣の｢六朝美文｣によって日本に対する中国読者の認識

が遮断されたところにあるとしたのである。このような的外れ的な追究の根柢にある

のはやはり原語中心主義的な考え方であろう
12

。これをきっかけに林訳をめぐる論争が

交わされたのである
13

。

いうまでもなく、林訳は完璧なものではなく、誤訳などもあった。しかし、それで

も同時代の他の訳本より全体的にレベルが高かった。村上文学が大陸に紹介された初

期、他の訳者による訳本もいくつかあったが、1990年代後半から読者と出版社の商業的

選択によって林訳に集中してきたのはやはり林訳の質によるところが大きかったので

はないかと考えられる。ここで留意すべきは、台湾と香港を入れてみると漢語圏で読ま

れている漢訳村上文学は、実は林訳だけではなく、台湾では頼明珠訳、香港では葉恵訳

であるということ。台湾の読者が林訳の厚化粧を嫌っているのに対して、大陸の読者は

また頼訳の文体が和臭ぷんぷんと言っている。したがって、この三つの訳本は三つの村

上像を作り上げたのであり、お互いに代替できるものではないということになる。む

しろここには漢訳によって作り出された村上文学の豊饒性を見るべきであろう。

文学の価値は読者の参加による生産性にあるとすれば、外国語翻訳はまさに一つの生

産である。翻訳によって文学作品は新しい意義を付与され新しい命を獲得していく。外

国語訳の作品は日本と異なった受容の道をたどっていくところに独自の価値があるだろ

う。文学史において、日本で高く評価された作品が中国で不評だったり、或いは逆に日

本で三流と目された作家が中国で好評を受けたりしたことはいくらでもある。その中で

一番極端的な例は、おそらく中国における厨川白村の受容であろう。厨川白村は大正時

代一時流行っていた評論家ではあるが、日本文学史では殆ど無視された存在である。と

ころが、厨川白村は中国近現代文学史において影響が大きくてその名前が必ず出てく

る。魯迅は�苦悶の象徴�などを翻訳しただけでなく、エッセイなどでも度々言及して

いるため、中国における厨川白村の受容で大きな役割を果たしたのである。�苦悶の象

徴�は西洋の象徴主義と精神分析理論、生命主義などが中国に伝わってきた重要なルート

の一つとなっている。したがって、日本でもはや顧みられなくなった�苦悶の象徴�

は、1920、30年代いくつかの漢訳が出ただけではなく、50年代、70年代、90年代、2000

年以降旧訳の再版か新漢訳が出ていて、その影響力を今なお発揮しつづけている
14

。こ

11 実は、その大きな原因の一つは当時首相小泉純一郎の靖国神社参拝にある。

12 王志松 ｢翻译、解读与文化的越境——也谈“林译”村上文学｣(�日语学习与研究�2009年5期).

13 藤井省三 �村上春樹の中国語訳——日本文化の土着化と中国本土文化の変革�、林少华 �文体的翻译和翻译的

文体�、王成｢翻译的文体与政治——“林译”文体论争之刍议｣(�日语学习与研究�2009年1期)、林璋�文本的翻译

与评说——以林少华译�挪威的森林�为例�、杨炳菁｢文学翻译与翻译文学——林译村上文本在中国大陆｣(�日语

学习与研究�2009年5期)等。
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のような意味で見れば、厨川白村という日本の評論家は日本語のテキストではなく、漢

訳のテキストによって生きているのだと言うべきであろう。

このようにして、日本語以外の言語形態として存在している｢日本文学｣を如何に見る

かは、日本文学研究のあり方を問う重要な課題の一つとなってくるであろう。日本文学

の形成と発展に寄与した重要さによって日本語の原作を評価したり研究したりするとい

うのは言うまでもなく重要だが、外国語訳｢日本文学｣も無視すべきではない。この両者に

対する総合的な研究によってこそ、はじめて｢日本｣を越えたより広い範囲における｢日

本文学｣の多様性と生産性は究明されることになる。日本文学がすでに世界の多言語に翻

訳された現状が日本文学研究の国際化を要請するのも必須であろう。

付記：本論文は、取り上げた問題の性質上、拙論｢中国における日本近現代文学の研

究史｣(王志松、島村輝編�日本近代文学研究�外国語教学と研究出版社, 2014年)と

一部記述に重なりのある点、御諒承願いたい。
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