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李桃丘子と俳句
朝鮮俳句の解放／敗戦前後から現在へ

中根隆行
✉nakane.takayuki.mx@ehime-u.ac.jp

Writers who compose haiku in Japanese are very rare in Korea. 

There is a tendency to avoid writing haiku since it is a traditional 

poetic form originating from Japan. However, from the colonial period 

into the 2000s, one Korean haiku writer, T ky shi Lee, continued to 

compose haiku in the Japanese language. This article will examine his 

activities from the very beginning of his career as a Korean haiku 

writer while focusing on his work in the 1940s and 50s. Moreover, it 

will observe how his philosophy regarding haiku differs from those of 

Japanese haiku writers by analyzing the characteristics displayed in 

his poems. This study will also clarify the political nature of the 

traditional poetry called Ch sen haiku and the general literary value 

of haiku, which is global.

Keywords T ky shi Lee(李桃丘子), Ho-Youn Son(孫戸妍), Korean haiku poet

(韓国俳人), Ch sen haiku(朝鮮俳句), Mizu-Kinuta(水砧), Hototogisu 

(ホトトギス) 
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1 はじめに

2003年4月、大分で俳誌 蕗 を主宰する倉田紘文は、 読売新聞 の文芸時評に俳句翻

訳の事例として、星野恒彦訳 Selected Haiku――英訳鷹羽狩行句集 (ふらんす堂、2003

年)と湯薇薇訳 漢訳関森勝夫俳句集 (蜻蛉発行所、2003年)、そして郭大基著 俳句를 活

用한 高校日本語学習法 を紹介している。冒頭には｢最近、私の手許につぎの三冊の本が

届いた。英訳・漢訳・韓訳の俳句集である｣とあり、それぞれ以下の俳句とその翻訳が

引用されている1。

エムパイア・ステート・ビル The Empire State Building

摩天楼より新緑がパセリほど from the skyscraper

The fresh greenery of the trees------

Just like parsley     (鷹羽狩行、星野恒彦訳)

朴の花朝の山気を噴くごとし 我愛朴樹花

山間精気蘊其中

清晨噴薄発     (関森勝夫、湯薇薇訳)

牡丹散て打ちかさなりぬ二三片 모란이 지고

땅바닥에 겹쳐진

꽃잎 두 세 편     (与謝蕪村、郭大基訳)

倉田紘文は｢こうして日本の俳句が世界に広がっている｣と結んでおり、紹介にとど

まってはいるものの、こう並べてみると現代における俳句の世界化とその文化翻訳にか

んして示唆するところは大きいと思われる。それぞれ近世と現代の日本俳人の俳句の外

国語翻訳であるのだが、ともに三行詩となっていることに加え、湯薇薇と郭大基による

中国語と韓国語での翻訳は、英語訳とは異なり、それぞれの言語で五七五の十七文字と

いう定型で翻訳されている点も明記してよいだろう。

このなかでは、鷹羽狩行の海外詠を英語訳した星野恒彦や、世界翻訳コンクール中国

語部門最優秀賞を受賞している湯薇薇による関森勝夫の中国語訳に比して、日本語教材

ではあるものの、とりわけ注目してよいのは郭大基による与謝蕪村の俳句の韓国語訳で

はないだろうか。1950年代のハイク・ブームからつとに知られる英語俳句の形式にな

らい、日本俳人の海外詠を日本人が英訳するというのも、｢漢俳｣(漢語俳句)と呼ばれる

中国語俳句が詠まれるようになり、現代俳人の句集が漢俳の形式で翻訳されるというの

も、世界に広がる俳句という点では確かに興味深い。だが、英語俳句や漢俳がそれ以前

にも伝えられてきた海外の俳句紹介の事例であるのにたいして、韓流ブーム到来前夜の

1 倉田紘文｢よみうり文芸時評世界に広がる俳句｣ 読売新聞 (2003年4月25日, 夕刊).
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時期に、それとは対照的な韓国人による俳句の韓国語翻訳という営為は、三行詩として

並ぶハングルが蕪村の俳句であるという斬新性とともに、少なくとも日本の読者に驚き

を伴ってとらえられたはずである。ましてや日本の俳句の韓国語訳ではなく、韓国人が

日本の伝統詩歌を創作するとなればなおさらである。

だが、そもそも韓国人による俳句創作は、倉田紘文のもとに郭大基 俳句를 活用한 

高校日本語学習法 が届けられているように、韓国と交流のある日本俳人にはよく知ら

れた事実でもあった。倉田紘文の主宰する俳誌 蕗 には、郭大基を始めとする韓国俳人

の日本語俳句や韓国語俳句の紹介記事を窺うことができるからである。ここにみられる

のは、韓国と俳句の世界化という問題である。日本では英語俳句や漢俳の事例が知られ

ているが、1990年代以降の韓国では、俳人や研究者の数はまだ少ないものの、在韓日本

人とともに韓国俳人が参加する俳句活動、韓国人研究者による俳句研究や韓国語翻訳、

そして韓国語俳句の試みが行われている。しかし、韓国における俳句の歴史を紐解いて

いくと、少なくとも植民地期に朝鮮俳句と呼ばれた外地俳句の歴史まで遡らなければな

らない。いうまでもなく、植民地期の朝鮮俳句は、日本の帝国主義的な文化政策のなか

で在朝鮮日本人たちを中心に広がった文芸創作である。この植民地期の朝鮮俳句が、

1945年の日本の敗戦／朝鮮の解放を経て、今日における韓国と俳句の世界化というコン

テクストにどのように繋がるのか。本稿では、そのひとつの道程を、李桃丘子という

韓国俳人に焦点をあてて検討することで明らかにしたい。

2 日本の伝統詩歌と二人の文学者――孫戸妍と李桃丘子

韓国人が俳句や短歌といった日本の伝統詩歌を実際に詠むこと。このような営為は、

それが日本にたいする何らかの批判性を伴っていない場合、韓国では一般的に困難では

ないかとつい想像してしまう。日本の伝統詩歌の創作は、韓国社会ではいわば忌避的な

行為として社会化されているからである。もとより現在の韓国では、日本の伝統詩歌の

紹介や研究は、実際には行われてきており、俳句についても同様であることは前述のと

おりである。だが、それも一面の事実でしかない。2008年3月の インターナショナ

ル・ヘラルド・リビューン 紙に掲載された｢三十一文字の力――韓国で持ちこたえる日

本の詩歌｣は、孫戸妍と李桃丘子に焦点をあてて、韓国で日本の伝統詩歌を詠む歌人や俳

人たちのおかれた現状を、インタビューを交えて伝える貴重な記録である。

孫戸妍が歌集を出版したとき、韓国の作家たちは彼女を非国民であると非難し

た。〔／〕李漢水が俳句を書いた時も、彼はそのことを友人に話すのを避けた。孫

戸妍と同様に、否定的な評価を受けることは明白であったからである。〔／〕二人

は一度も会うことはなかったが、60年以上、同じ情熱を共有してきたのだ。彼女ら

はともに、韓国で日本の伝統詩歌を書いてきたが、韓国では日本の植民地統治に根
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ざす強い憎しみがいまだに残っており、彼女らと同世代の韓国人は、このような日

本文学の追求は冒涜であるとみなしている。(拙訳、以下同)
2

この記事には｢芸術には国境はないといわれています。しかし、私の選んだ道は国境

に阻まれました｣という孫戸妍の言葉が引かれている。彼女は、1998年正月の宮中歌会

始に招待されたことのある韓国歌人であり、これまでいくつもの歌集を世に送り出して

いる。孫戸妍は2003年に亡くなっているが、2005年6月のソウルでの日韓首脳会談の

際、小泉純一郎首相が会談後の共同発表で以下の彼女の歌を披露したことでも知られて

いる。｢切実な望みが一つ吾れにあり争いのなき国と国なれ｣3。

2013年に逝去した元歯科医師の李漢水もまた、植民地時代から活躍している韓国俳人

であり、ソウル俳句会の長老のひとりであった。李桃丘子という俳号で知られる。彼も

またインタビューでこう答えている。｢ここ〔韓国〕では、たとえば英語で詩を書き、

アメリカや英国で出版されると尊敬される〔…〕しかし、日本語の詩を書くと、愚かな

者として蔑視されるか〔社会から〕放逐されてしまう｣(括弧内引用者)。日韓関係につ

いても｢韓国人も日本人も、隣人にたいしては偏狭になりすぎる｣と語っている。

孫戸妍は1923年に東京で生まれ、その直後に京城に転居し育っている。進明高等女学

校卒業後には東京の帝国女子専門学校に留学し、そこで短歌に出会う。枡富照子そして

佐佐木信綱に師事した韓国歌人である。李桃丘子は1926年に京城で生まれ、京畿中学校

から京城歯科医学専門学校に進学した
4
。この間に俳句に興味をもち、作句を始めてい

る。直接師事を仰いだ俳人はいないが、ことに高浜虚子と朴魯植を尊敬していた韓国俳

人である。ともに植民地時代に宗主国の伝統詩歌に惹かれ、朝鮮の解放／日本の敗戦前

後を跨いで終生を短歌や俳句を詠むことに力を注いだ人物であり、 インターナショナ

ル・ヘラルド・トリビューン 紙に綴られている二人の言葉は重い。

しかし他方で、こういう疑問もぬぐい去ることができない。彼女らはなぜ日本の伝

統詩歌の担い手としての人生を放棄しなかったのか。孫戸妍も李桃丘子も、日本による

植民地統治期に生まれ、学校では宗主国の言語である日本語で教育を受け、じしんで短

歌や俳句を詠んでいる。解放／敗戦前後に、それでも若くから親しみ認められてもきた

旧宗主国の伝統詩歌を詠みつづけたとしても、その後の韓国で短歌や俳句に終生を費や

すということは並大抵の営為ではないからである。そこで、俳句の場合に限って、李桃

丘子を中心に植民地期そして解放後の韓国俳人の軌跡を検証しよう。

2 Choe Sang-Hun, The power of 31 syllables：Japanese poetry endures in South Korea. The International 

Herald Tribune. 26 Mar 2008.

3 손호연  호연연가 (서울：샘터사, 2002年).

4 1946年にはアメリカ軍政庁のもとで旧京城帝国大学を基礎にして、旧京城歯科医学専門学校は国立ソウル

大学へと統合されたため、李桃丘子は国立ソウル大学校卒業となる。
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3 李桃丘子と朝鮮俳句

かつて植民地期の朝鮮半島は、確かに歌壇や柳壇も存在したが、それ以上に朝鮮の俳

句界は、文字通り｢朝鮮俳壇｣と称されるほど、ホトトギス系俳句を主として作句活動が

盛んであった地域である。朝鮮半島は、そのほかの外地あるいは海外のなかで最大の俳

句王国として知られていた5。この点、 ホトトギス の高浜虚子選の雑詠欄では、1920

年前後から1940年代前半にかけて、朝鮮からの投句がそのほかに比して圧倒的であり、

継続的に入選する傾向も確認できる。

このような朝鮮における俳句の活況には理由がある。朝鮮総督府の御用新聞 京城日

報 に、初代社長に就任した吉野左衛門以降、徐々に俳句欄が整えられたこと。その選者

を務めていた楠目橙黄子が俳誌 松の実 を創刊した1920年以降、俳句指導者の存在とと

もに、それぞれの時期や地域を代表する俳誌が多数存在したこと。そのような状況を呈

するほど俳句に勤しむ在朝鮮日本人が多数あり、内地の著名俳人との交流も盛んであっ

たこと、などである。なかでも、 京城日報 と各地の俳誌との連携・整備がいわばトッ

プダウンで推進され、同時にボトムアップというか、実際の俳句愛好家や創作者もまた

次第に増えていったことが、朝鮮における俳壇形成の基盤になった
6
。

とはいえ、俳句愛好家や創作者のほとんどは在朝鮮日本人であったが、そのときど

きの朝鮮俳句の現状を語る際に刮目されたのは朝鮮俳人であった。朝鮮俳壇は、内地の

俳句と遜色ないその正統性の承認を内地俳壇に求めた。しかし同時に、内地とは異なる

朝鮮俳句の独自性を朝鮮俳人の存在をもって証明しようとしたのである7。そのひとつ

の事例として、土山紫牛｢半島青年層と俳句｣を参照しよう。

〔…〕半島に於ける俳句の濫觴は遠く大正の初頭に於てすでに見出され得るやう

である。〔／〕爾来春秋を閲することすでに三十有余たび、その間幾たびかの盛衰

変遷を経て、今日の半島俳壇は、正にこの花鳥諷詠詩の黄金時代とも云ふべき盛観を

呈してゐる。而してその変遷の中に在つて、特に遠く内地中央俳壇にも明らかに認

識せられてゐることは、即ち半島青年層に澎湃として普及せられつゝある俳句愛好

の精神であり、そして多くの優れたる半島青年作家の輩出である。
8

紫牛の評論が掲載された 水砧 は、1941年7月に朝鮮各地の俳誌を統合して創刊され

た朝鮮俳句作家協会の機関誌である。こののち1943年には、朝鮮俳句作家協会は朝鮮文

人報国会に吸収合併される。各地の俳誌統合のちに朝鮮文人報国会へといたる植民地末

5 植民地期の朝鮮半島で発行された俳誌では、日本俳人を中心に｢朝鮮俳壇｣｢朝鮮俳句｣と呼ばれていた。阿

部誠文 朝鮮俳壇――人と作品 上下巻(福岡:花書院, 2002年)参照。

6 拙稿｢朝鮮詠の俳域――朴魯植から村上杏史へ｣( 海を越えた文学――日韓を軸として (大阪:和泉書院, 

2010年)参照。

7 拙稿｢異郷への仮託――朝鮮俳句と郷土色の力学｣( 跨境――日本語文学研究 創刊号, 2014年6月)参照。

8 土山紫牛｢半島青年層と俳句｣( 水砧 第2巻第2号, 1942年9月).



56  [特集] 文化翻訳/翻訳文化

期の展開は、在朝鮮日本俳人らに宗主国文芸のなかで俳句の優位性をどのように担保す

るかという問題意識を惹起させたはずである。そうした状況下、あえて｢花鳥諷詠詩の

黄金時代とも云ふべき盛観｣と喧伝される｢半島俳壇｣において、この｢半島青年作家の輩

出｣の位置づけはきわめて重要である。

この評論では、朝鮮俳人というか朝鮮俳壇を代表する人物として1933年に逝去した

朴魯植を挙げてその功労を称え、次のように続けられる。｢さて朴魯植氏没後の朝鮮俳

壇に於ける半島人作家の顔ぶれはどうであつたか――それはあたかも朴氏のかの輝かし

い遺業を顕彰し、併せてその大いなる遺志を継承するかのごとく、殆ど全鮮各地に亘つ

て、有力なる青年作家が陸続として台頭し、互に相競つてその多くのすぐれたる作品を

世に問ふといふ、半島俳壇未曾有の壮観を呈したのであつた｣9。

確かに紫牛が記しているとおり、朴魯植の死後、特に彼の影響を受けた李淳哲、李永

鶴、張鳳煥ら朝鮮俳人の活躍が ホトトギス では目立っている10。また、京城の 草の

実 には幾人かの朝鮮俳人の名もみられ、紫牛が記す朝鮮俳人も合計で20名弱に及んで

おり、1930年代は朝鮮俳人が数多く台頭した時期であることに間違いはない。けれど

も、紫牛は｢さて不思議なことには、昭和十四年以後に到つては、誌上に現はれたるそ

の作家の数はぱつたりと少くなつてゐる。これは恐くは時恰も支那事変の勃発による時

局の緊迫につれて、各自の身辺が俄に繁忙を加へて来た為めでもあらうか｣(同上)と述

べている。つまり、日中戦争勃発以降、朝鮮俳人の投句が激減したというのである。

1939年は朝鮮総督府により創氏改名が始まる年でもあり、各地の俳誌も統廃合を迫ら

れ、｢時局の緊迫｣が現実のものとなっていたからである。李桃丘子が俳句を詠み始める

のはまさにこの時期であり、しかも彼は土山紫牛のすぐ近く、すなわち 水砧 から活動

を始めている。

李桃丘子が朝鮮俳人として出発するのは1940年代である。彼はその契機について 句

集――韓國 のなかで｢わたしは中学二年の教科書にあった子規の句｢柿二つ｣が気に入

り、つい俳句をやり出した｣と述べている
11

。この正岡子規の俳句は｢三千の俳句を閲し

柿二つ｣であり、京畿中学校の国語教師中島三郎の俳句鑑賞に感動したことが契機とな

り、その後独自に俳句を詠むようになったという。だが、 句集――韓國 で語られてい

る以下の記述によれば、李桃丘子の韓国俳人としての矜恃が並々ならぬものであること

がわかる。

私はまだ日本に行ってみたことはない。父は朝鮮総督府時代にミッション・ス

クールの反日思想教育者として当局に憎まれてながく牢屋にぶち込まれ、その後も

二次大戦が終るまで警察のきびしい監視をうけたのであるが、どうしてこのような

家庭出身のわたしが俳句に興味をもちつゞけたかちよつと不思議といえば不思議で

9 土山紫牛｢半島青年層と俳句(三)｣( 水砧 第2巻第5号, 1942年11月).

10 この三名は木浦の俳誌 かりたご の｢神仙爐俳壇｣で朴魯植らの指導を受けた俳人である。

11 李漢水｢序にかえて｣( 句集――韓國 ソウル：昔岩社, 1971年).
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もある。
12

尊敬する父に｢反日思想教育者｣のレッテルを貼り、西大門刑務所での長期収監を余儀

なくされた朝鮮総督府への憎しみや反感と、その宗主国の伝統詩歌であるところの俳句

への興味関心は、四半世紀以上を経た本人ですら｢不思議｣と言明するほかない謎として

語られている。桃丘子の父は李順鐸である。中学校から日本に留学し、京都帝国大学経

済学科を卒業した学歴エリートであり、帰還後は朝鮮殖産銀行を経て延禧専門学校に教

授として迎え入れられている。敬虔なメソジストで京都帝大時代の恩師は河上肇であ

り、｢朝鮮の河上博士｣や｢延禧の河上｣と謳われた韓国近代経済学の泰斗である13。だ

が、このことから推察されるように、李順鐸は河上肇の思想的流れをくむ反日マルクス

主義者ではないかという嫌疑をかけられ、1943年に同僚二人とともに西大門刑務所に収

監さる。解放されるのは1945年の解放／敗戦を待たなければならなかった
14

。

このことについては、以前に次のように論じたことがある。｢李漢水の言葉は、俳句

という旧宗主国文芸と内鮮融和というイデオロギーの間に逆に楔が打ち込まれることを

意味しており、そこでは親日という政治性もまた、文学とナショナル・アイデンティ

ティの狭間で細分化を迫られる｣のではないかと15。朝鮮の解放／日本の敗戦後もほぼ

一貫して俳句を詠みつづけた韓国俳人の俳句への情熱は、反日／親日という政治性にか

かわらず、韓国人であるというナショナル・アイデンティティとも併存可能な心性で

はないのかという問題提起である。

4 李桃丘子の解放／敗戦前後

李桃丘子の解放／敗戦前後とは、彼にとってどのような時期であったのか。資料の

問題もあり実証的にたどるのは困難ではあるが、できる限り位置づけてみよう。李桃丘

子が俳句に惹かれ作句を始めたのは、おそらく1940年秋である16。当初は二三の仲間と

ともに俳句を作っていたそうであるが、その後、作句の機会を得るために、翌年頃から

 水砧 関連の句会にも参加するようになる。当時15歳の李桃丘子にとって1941年に創刊

された 水砧 は、きわめて大きい存在であった。李桃丘子による 水砧 載録の俳句とし

て、富安風生選雑詠欄の以下の三句を挙げておこう。

12 李漢水｢序にかえて｣( 句集――韓國 ), p.113.

13 홍성찬｢노동규의 생애와 학문｣( 한국경제학보 제22권 제1호)参照。

14 豊田康 韓国の俳人――李桃丘子 (ソウル：J＆C, 2008年)参照。

15 拙稿｢宗主国文芸の転回――朴魯植と日韓俳句人脈｣( 社会文学 第37号, 2013年2月)参照。

16 李漢水 句集――韓國 では1941年秋と記されているが、彼自身の回想をもとにした豊田康 韓国の俳人―

―李桃丘子 では1940年秋とされている。京畿中学校2年のときであり、その後の俳句活動と照らし合わ

せれば1940年が正しいと思われる。
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小さき町昔ながらに青嵐 京城 菊原桃丘子( 水砧 3-3, 1943年9月)

クローバの苑を親しみ拝観す 京城 菊原桃丘子( 水砧 3-4, 1943年10月)

枯芦を焚いて検査を待ちにけり 京城 菊原桃丘子( 水砧 3-9, 1944年3月)

 水砧 には、富安風生選の雑詠、佐藤眉峰選の初心者向けの雑詠、西村公鳳選の雑詠

という三つの雑詠欄があった。前二者は高浜虚子のホトトギス系、後者は臼田亞浪の石

楠系である。李桃丘子の投句というか、彼に限らず朝鮮俳人はその多くがホトトギス系

俳句で活躍している。菊原桃丘子とあるのは、李桃丘子の創氏改名の氏名が｢菊原芳雄｣

であったからである。この点、李桃丘子を知らない同人や読者は、彼が朝鮮人であるこ

とすら見分けがつかない。豊田康 韓国の俳人――李桃丘子 によると、中学校時代の俳

号はこの｢芳雄｣からとった｢芳穂
ほうすい

｣、｢桃丘子｣を名乗ったのは京城歯科医学専門学校時代

からであるという。

その後、 水砧 は1944年に廃刊するが、すでに李桃丘子は ホトトギス へも投句を

始めており、高浜虚子選の雑詠に以下の二句が入選している。

裏戸より訪ひ訪はるゝも麥の秋 京城 桃丘子( ホトトギス 46-12, 1943年9月)

段々と佛體も見え堂寒し 京城 桃丘子( ホトトギス 47-4, 1944年1月)

もとより、1945年までの虚子選雑詠の入選句はこの二句のみであるが、｢裏戸より｣

の行き交いと景物の遠近法、｢段々と｣の視点移動による対象移動と体感表現の結合は、

確かに 水砧 の風生選より表現も巧みであり、若干17歳の俳句とは思えない。と同時

に、この時期の李桃丘子の俳句には、数が少ないので即断できないが、従軍銃後を詠む

日本俳人が多いのとは対照的に、｢時局の緊迫｣(土山紫牛)を伝える俳句は少ない。ま

た、おもにこの頃西村公鳳らが主唱していた朝鮮郷土色の影響もみられないという特徴

も指摘できる。

李桃丘子は、1940年に俳句と出会い、朝鮮の解放／日本の敗戦までの数年間で 水砧 

風生選から ホトトギス 虚子選へという段階を踏んでいるということがわかる17。ちな

みに、この時期の ホトトギス における朝鮮俳人の入選では、木浦の李永鶴、京城の張

鳳煥が常連であった。1942年11月の ホトトギス (46-2)虚子選雑詠の入選句を挙げてお

く。

桟橋の雑沓にきて団扇売 木浦 誼城李永鶴

露一つ燃ゆるがごとく草の葉に 京城 櫻井張鳳煥

こののち戦場の兵士らの投句の激増と用紙配給の都合から、入選者の氏名は俳号のみ

17 なお豊田康 韓国の俳人――李桃丘子 には、李桃丘子の虚子選雑詠入選が1940年とあるが、おそらく李桃

丘子の記憶違いだと思われる。
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となるが、こうみると、創氏改名を名乗って憚らない朝鮮俳人が ホトトギス への投句

を継続したのではないかとも推察される。もちろん、まだ二十歳にもならない李桃丘子

もそうした朝鮮俳人のひとりではあったが、はたしてそれがナショナル・アイデン

ティティの否定であったのかは尚早に判断できない。

その理由は、若さということもあるが、父がすでに収監されていることに加えて、

朝鮮の解放／日本の敗戦後における李桃丘子の来歴がきわめて苛酷であったからであ

る。まずは、こののちの李桃丘子の俳句をみておこう。解放／敗戦後の ホトトギス に

彼の俳句がはじめて登場するのは1954年である。

末枯るゝ向日葵のなほ豪奢なる 韓国 李桃丘子( ホトトギス 57-2、1954年2月)

もの影の外を飛びをり秋の蝶 韓国 李桃丘子( ホトトギス 57-3、1954年3月)

この李桃丘子の入選句をみた、かつて朴魯植とともに木浦で かりたご を支えてい

た愛媛の村上杏史が、高浜虚子経由で韓国の住所を教えてもらい、李桃丘子宛に朴魯植

の遺族の安否を依頼する手紙を送った経緯、そしてここから村上杏史との交流が始まる

ことは、別稿で触れた
18

。そこで問題となるのは、朝鮮の解放から朝鮮戦争を経て休戦

協定が結ばれるまでの間の李桃丘子の動向である。

1945年の朝鮮の解放／日本の敗戦後は、李桃丘子にとってまず、西大門刑務所に収監

されていた父李順鐸の帰還から始まる。李順鐸は、その年にアメリカ軍政府の立法会議

委員、1946年には延禧大学校の商経大学長、1948年には政府企画部に招聘され、国家予

算の策定に尽力する。しかし、1950年の総選挙で落選、その直後に朝鮮戦争が勃発し、

6月28日に自宅で北朝鮮に拉致されてしまう。いわゆる｢拉北｣である。旧京城帝国大学

を礎に統合合併された国立ソウル大学校を卒業した李桃丘子は、セブランス医科大学の

歯科教室に勤務するが、朝鮮戦争勃発と父の拉北があり、失意のなか残された家族とと

もに大邱まで避難、1951年からは密陽の陸軍第七病院に勤務、韓国電力病院も兼務し

た。休戦協定締結後はソウルに戻り、総合病院歯科に勤めたという。朝鮮の解放／日本

の敗戦後も、祖国の分断、朝鮮戦争、そして父の拉北と、李桃丘子や家族の苦難は続い

ている。ところが、この9年間のなかで俳句はどうであったのか。豊田康 韓国の俳人 

――李桃丘子 
19

には、次のような文章が記されている。

新職業人となった二二歳の桃丘子は、立派な歯医者になろうと決意し、慣れない

仕事に忙殺されることになる。しかし俳句から遠退くことは決してなかった。

その間、ごった返す病院にあって、仕事に疲れながらも引き続き｢ホトトギス｣

18 拙稿｢宗主国文芸の転回――朴魯植と日韓俳句人脈｣(前掲).

19 豊田康 韓国の俳人――李桃丘子 , p.65, p.67. なお、上記の李桃丘子の9年間の記述についても本書を参

照したが、一部その内容を加筆修正している。



60  [特集] 文化翻訳/翻訳文化

への投句は歯を食いしばりながら続けた。〔／〕戦争の只中にあって、国際郵便が

止まることは無かったのは桃丘子も今考えれば不思議だと言う。投句は毎月欠かす

ことは無かった。

この記述によれば、李桃丘子は解放／敗戦後の9年間、作句と投句を継続していたこ

とになる。その後の彼は、1954年の ホトトギス 虚子選雑詠再入選、村上杏史との往復

書簡を経て、のちに村上杏史が主宰する愛媛の俳誌 柿 への投句と同人推薦、そして 句

集――韓國 の上梓。かつての ホトトギス 誌上で知る李永鶴、張鳳煥ら韓国俳人との

出会いと交流、こうした日韓を跨ぐ俳句を通じたさまざまな交流を経て、1990年代には

ソウル俳句会に参加する。1994年には、ホトトギス主宰の稲畑汀子から李永鶴ともども

ホトトギス同人に推薦されている。海外の同人はこの二人だけであった。それ以降も作

句と投句は続けられており、2006年4月には、巻頭とはいかなかったものの、 ホトト

ギス の稲畑廣太郎選の雑詠に三句入選を果たしている。

冬草のひと葉全き日ざしかな ソウル 李桃丘子

白き空青き空あり柳散る 同

枯芦に残る日の風ほしいまま 同 ( ホトトギス 109-4, 2006年4月)

このような晩年まで続く俳句活動を踏まえて、李桃丘子の解放／敗戦前後の来歴を考

えると、旧宗主国文芸である俳句を詠み続けた彼の場合、韓国俳人であることは、韓国

人であるというナショナル・アイデンティティとは決して矛楯しない文学的アイデン

ティティだということがわかる。これはたんに、李桃丘子はその生涯において俳句を

愛したという単純な結論である。だが、ここにはもうひとつの問いが残されている。

植民地教育によって意図せず旧宗主国の言語を身につけられ、俳句という旧宗主国を象

徴するかのような文芸に意識的に惹かれた李桃丘子。ほかの創作文芸でありえたかもし

れないのに、それはなぜ俳句であったのか。この問題を考えるためには、植民地期の

朝鮮俳句の歴史とそのイデオロギー性を批判的にとらえながらも、いま一度、世界に広

がる俳句の現状とその文芸的特徴を踏まえて検討する必要がある。

5 まとめ

俳句の世界化の議論に立ち返って考えてみよう。その終生を短歌に捧げた韓国歌人孫

戸妍は常々、短歌の原型は新羅の郷歌であると語っていたという。彼女もまた短歌を愛

した韓国人である。日本留学時代、彼女は初めて佐佐木信綱に対面したとき、彼は｢朝鮮

にはまだ和歌を詠む人が少ないだろうから、朝鮮の女流歌人として一生懸命に精進する

ようにと激励してくれた。そして、途中で止めるな、日本の歌の真似をするな、の二つ
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の助言をくれた｣という
20

。この助言のとおり、韓服を着て味噌の甕をながめながら独

自に約2000首の短歌を詠み、六冊の歌集にみな｢無窮花｣と銘打った彼女の文芸観を一笑

に付すわけにはいかない。そして、興味深いことには、李桃丘子もまた、漢詩との比較

から俳句を位置づけようとする視点をもっているということである。李桃丘子は自薦一

句として｢まぐなぎの茶目と知りけり払いけり｣を挙げ、こう説明している。

この句の推敲を試みながらふと思わぬ発見をしたような気がした。――それは

俳句では季題が単なる季題としての役割だけをしているのではなくて、季題はそれ

自体で、或いは切れ字と一緒に、漢詩の所謂｢起承｣、ある場合には｢転結｣の役目も

同時に果たしている――という点であった。〔…〕私はこのような見方を｢俳句に

おける漢詩の残影論(説)｣と名づけている。
21

ここで李桃丘子は、俳句は中国の漢詩の影響を受けていると述べている。それは、

俳句の五七五という展開に、近体詩における絶句の起承転結という論理構成の痕跡が認

められるという意味である。こうした俳句観は、日本の伝統詩歌を東アジア漢字文化圏

における文芸の一として位置づけるという点で、｢短歌の原型は新羅の郷歌である｣とい

う孫戸妍の主張とも通底していると思われる。もとより、こうした主張を荒唐無稽であ

ると批判するのは容易い。だが、芭蕉や蕪村が近世の知的文化圏のなかで漢詩から強い

影響を受けていたことは、よく知られた事実である。重要であるのは、日本の伝統詩歌

であるところの俳句を、漢詩との影響需要関係から、つまりより普遍的な地平からとら

える視点が、そこには養われているということである。

植民地時代に活躍した朝鮮俳人、そして解放後に俳句を詠みつづけた少数の韓国俳人

は、その多くがホトトギス系であり、有季定型を遵守する伝統俳句の系譜のなかに位置

づけられる。李桃丘子もまた｢俳句は季題を詠む詩である｣と語っている22。このように

韓国俳人が日本の伝統詩歌である俳句の歳時記や季寄を重視する有季定型へと向かうの

は、季題を詠む俳句の特殊性それ自体に惹かれるからではないだろうか。つまり、季節

を詠むという、ほかの文芸とは異なる俳句の文芸的特徴である。これまでみてきた李桃

丘子の解放／敗戦前後の俳句、あるいは 句集――韓國 所収の俳句でもよいが、彼は家

族や社会など人事にかんする俳句はほとんど詠んではいない。季節の景物をとりあげて

ことばを綴る俳句に惹かれた理由は、この文芸性にあるといってよい。日本の伝統詩歌

である俳句の特殊性が、東アジア漢字文化圏におけるコラージュとして受容され、まさ

にそれゆえに韓国俳人という文学的アイデンティティがかたち作られる。この経緯

は、政治的立場とは別に、ひとりの人間のなかに異なった言語や文芸が併存するという

20 北出明 争いのなき国と国なれ――日韓を詠んだ歌人・孫戸妍の生涯 (東京:英治出版, 2005年), p.35.

21 豊田康 韓国の俳人――李桃丘子 , p.216. ちなみに豊田康は、この考え方は李桃丘子独自のもので、ほか

の韓国俳人に聞いても首をかしげると付け加えている。

22 豊田康 韓国の俳人――李桃丘子 参照。
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きわめて自然な事実である。李桃丘子の道程が明らかに提示しているのは、朝鮮の解放

／日本の敗戦を経た朝鮮俳句が、まさに俳句の文芸性をもって、彼ら少数の韓国俳人に

よって世界化されていたという道筋にほかならない。
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