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The Contradictions in Shinpei Kusano’s View of “Shinbungaku”

in The Context of Japanese Imperialism in Nanjing
：Focused on The Local Japanese Journal Nightingale

In light of Shinpei Kusano’s perspective on the promotion of 

Shinbungaku in the Japanese newspaper Tairiku Shinpo, this paper 

discusses three contradictions displayed by the Japanese journal 

Nightingale during the same period. Tairiku Shinpo propagated 

Kusano’s ideals of Shinbungaku, while the texts in Nightingale

constituted the execution of his ideas in Occupied Nanjing. Firstly, 

Kusano expected differences in ideals to promote literary collaboration 

with Chinese intellectuals in occupied Nanjing. However, through an 

analysis of reviews of Chinese writers’ works by the editors of 

Nightingale, a discrepancy over the understanding of Shinbungaku 

was found. Secondly, Kusano paid close attention to the genre of the 

novel, but there was a contradiction between his ideas on pure 

literature, which he believed should focus on daily life in Japanese 

occupied Nanjing, and on propaganda literature, which lied about the 

Japanese ideology of Toa ShinChitsujo (New Order in East Asia). 

Lastly, Kusano insisted on the need for the spirit of Douujinshi to 

improve the Japanese literary environment for his contemporaries in 

occupied Nanjing, but meanwhile he also attempted to impose this 

spirit on local Chinese intellectuals. Due to the above three 

contradictions, the Shinbungaku movement ended with no practical 

result, but these contradictions clarify Kusano’s struggle to present his 

ideal of literature under the auspices of an imperialist ideology. 

Consequently, the output of Nightingale should not be overlooked.

Keywords Shinpei Kusano(草野心平), Nightingale(�黄鳥�), Occupied Nanjing(占

領下南京), Pure Literature(純文学), Novel(小説)
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1 はじめに

雑誌�黄鳥�は1942年11月から1944年4月にかけて、日本占領下の南京で発行された日

本語の文芸雑誌である。草野心平が編集兼発行人として主導し、およそ二年間にわたっ

て不定期的に刊行された。本稿執筆の時点では合計5冊しか確認されていない
1
。

草野心平は中国との繋がりが深かった人物である。1921年から広東の嶺南大学へ留学

し、排日運動の激化より、1925年に帰国した。この留学体験は草野心平と中国文学の関

係の原点であり、｢詩人草野心平を培った母胎である｣
2
とも評価されてきた。そして日

中戦争下の1940年から、大学時代の同級生であった汪兆銘政権宣伝部部長の林柏生の招

きに応じて、草野心平は再び中国に渡り、宣伝部顧問に就任し、敗戦後の1946年まで南

京を中心とした地域で活躍していた。従来1940年代の中国における草野心平の活動につ

いて、不明なところが多く、詳しい研究は見当たらない。近年、戦時下の中国で発行さ

れた日本語の雑誌や新聞が次々と発掘·復刻されたことによって、日本占領下の中国華

中地域における日本文化人の動向を示す基礎文献は充実してきている
3
。ここで注目し

ておきたいのは、この時期に上海で発行されていた日本語新聞�大陸新報�
4
の紙面にお

ける草野心平の言説である。

1943年2月末から3月の初め頃、合計7回に掲載された｢中国文学の更生――林房雄を囲

む座談会｣
5
という記事の中で草野は、中国文学運動に積極的に関与していたにもかかわ

らず、｢大東亜戦争が始まつてから、途端に戦争の詩を書きだした｣という自らの転向を

告白したうえ、｢新しい文学｣を作る意欲を表明した。この座談会で草野心平は雑誌�黄鳥�

の存在を2回まで言及している。さらに1944年4月の紙面で6回に連載された｢中国文学の

現状を語る――還都四周年記念鼎談会｣
6
の中では、｢新しい文学｣に対して、より具体的

な発想が述べられた。この鼎談会の内容は後に翻訳され、1944年5月の中文雑誌�雑誌�
7

1 �黄鳥�第6号の刊行は予言されていたが、現物は見つかっていない。また発見経緯については、大橋毅彦

｢解題｣(�黄鳥復刻版�三人社, 2018)で詳しく論じられている。

2 裴亮�中国“嶺南”現代文学の新地平――文学研究会広州分会および留学生草野心平を中心に�(花書院, 2014), 

p.82.

3 �新聞で見る戦時上海の文化総覧――｢大陸新報｣文芸文化記事細目�(ゆまに書房, 2012)、�戦前期中国関係雑

誌細目集覧�(三人社, 2018)などがあげられる。

4 �大陸新報�は1939年1月上海で創刊された国策新聞である。当初は日本の陸軍、海軍、外務省、興亜院が出

資し、1945年9月10日まで刊行終了となった。

5 ｢中国文学の更生――林房雄を囲む座談会｣は1943年2月25日から3月3日まで7回に連載され、出席者は林房

雄、草野心平、陶熾孫、張若谷である。毎回の掲載には、｢(一)新しき組織を｣、｢(二)期待さる今後｣、｢(三)

新作家出でよ｣、｢(四)日本との交流｣、｢(五)東洋を知れ！｣、｢(六)日華親善と作家の立場｣、｢(七)まづ文学

運動を起せ｣という副タイトルが付されていた。

6 ｢中国文学の現状を語る――還都四周年記念鼎談会｣は1944年4月8日、9日、11日から14日まで6回にわたっ

て掲載された。主催者は大陸新報社側の記者三名であり、登壇者は陶晶孫、内山完造、草野心平である。前

5回の主題は｢事変直前の文学界｣、｢還都直後より今日迄｣、｢中国文学協会｣、｢中国新文学運動｣、｢同人雑誌

精神｣であり、6回目は自由討論である。

7 �雑誌�は2回の休刊を経て、1942年8月から復刊され、1945年8月まで刊行続けていた。日本駐上海領事館の

系統に属したが、実際は地下の中国共産党員の袁殊、呉誠之らが主導していた。
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(13巻2号)にも掲載された。｢全国的な文学者を統合｣する組織から｢本当の文学｣が生まれ

ると発言する一方で、｢本当の文学運動の母体になるのは五、六人ですよ或は十人です

よ｣とも発言する草野の態度は、登壇者のひとりである内山完造から｢矛盾｣を指摘され

ている。

このような｢矛盾｣は当然、ほぼ同時期に刊行された雑誌�黄鳥�の中にも反映された

ものであろう。本論文では、�黄鳥�の誌面において実際にどのような｢矛盾｣が発生し、

またそこにどのような問題が内包されていたのかということについて、�大陸新報�に

おける草野心平の関連発言をふまえつつ考察を行うこととしたい。雑誌の刊行形態や誌

面の内容に関する考察を通して、草野心平を中心とした南京現地における日本文化人の

｢新文学建設｣に関する営為を追うことが本論文の狙いである。

2 刊行の背景

1940年3月、南京で汪兆銘政権が樹立した。一般に傀儡政権と呼ばれる汪政権が実質

的に｢支配｣したのは長江下流域の日本軍の占領地域で、その中には上海·南京·杭州·武

漢·広州といった主要都市が含まれた。いわゆる｢和平地区｣と称された当該地域では、

｢和平建国｣が提唱され、政治·経済·文化などの諸分野で日中｢合作｣が推進された
8
。特

に文化面では、同年7月28日に中日文化協会が南京で発足し、文化政策の一環として重要

視されていた。南京の総会をはじめ、上海、広州、武漢、杭州などで分会が相次いで設

立された。中日文化協会の役割については、｢国策推進機関｣として、｢一時、日本文化の

中国浸透の中心的役割を期待され、相当な影響力と発言権を持っていた｣と評価されてき

た
9
。機関誌の一つとして�中日文化�の中文版と日文版がほぼ同時に発行された。�中日

文化�中文版は1941年1月に創刊され、2巻1号(1942.1)までの編集責任者は張資平であっ

た。その後張資平が解任され、後任者が編集方針を一変させたが、�中日文化�中文版

は、4巻1号(1944.3)までおよそ三年間刊行され続けた。一方、�中日文化�日文版は1941

年3月に創刊され、編集責任者は草野心平であった。刊行期間は一年足らずであり、

1941年11月15日まで三冊のみの刊行で終了した
10

。�中日文化�中文版は自由投稿であっ

たのに対して、日文版は依頼投稿であった。このように、両誌の誌面内容には多くの相

違が存在し、それぞれが独立した雑誌と言えよう。日文版の停刊からちょうど一年後

に、草野心平は新たな雑誌の編集に携わることとなる。すなわち�黄鳥�の発刊である。

本論文では、このような前後関係をふまえ、�黄鳥�と�中日文化�(特に日文版)の対比を

8 日中戦争の時期、日本の支配下におかれた地域を中国側は｢淪陥区｣と呼び、｢和平地区｣を｢敵偽地区｣と称す

る。

9 趙夢雲｢�中日文化協会�に関する初歩的な考察――上海分会を中心に｣(�植民地文化研究�4, 2005.7), p.226.

10 �中日文化�日文版の停刊について、1943年3月刊行の�中日文化�2巻2号の｢会務動態｣では、｢現在中日文化

月刊日文版は、経費の関係で出版を停止となった｣と記している。
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通して、�黄鳥�の独自性を浮かび上がらせることを目的とする。

�黄鳥�と�中日文化�日文版は共に創刊から終刊に至るまで、発売所として｢三通書局｣

の社名が記されている点で共通している。三通書局の由来について、�三省堂の百年史�

では以下のように説明している。

十四年一月[引用者注：1939年1月]に設立された株式会社三通書局は、華名が三通

書局股份有限公司、資本金一〇万円(三省堂五万円、華通書局五万円)で本社を上海虹

口黄陸路六号におき、中国維新政府の国民教科書ならびに教具、日本の刊行物販売を

おこなうものであった。

つまり、この会社は当初、中国側の華通書局と日本側の東京三省堂との｢合作｣によっ

て上海で誕生した後、次いで南京分局を設置している。その後漢口、広東などに八つの

分局を有し、従業員の数も1940年の時点で115名に達している。代理店網は日書30店、

華書80店にまで拡大されたのであった
11

。�黄鳥�第3号の広告欄｢南京三通書局新着書案

内｣をみると、取り扱う書籍は文学関係のものが多かったようである。

このように、大手の書局を経由する販売ルートに乗っていたことから考えれば、�黄

鳥�という雑誌は広範にわたって流通する可能性があったことが窺われる。�黄鳥�第4号

の｢編集後記｣でも、石川信雄
12

は｢本誌は売ることを目的として始めたものではないの

に拘わらず、非常に売行がよいのは、感謝に堪えない｣ということを述べていた。実際

のところ占領下中国の華中地域において、日本語雑誌はどの程度の流通が可能だったの

だろうか。1942年9月の時点で南京の総人口は65万人で、日本人はおよそ21856人であっ

た
13

。�大陸新報�の記事によると、1940年の汪政権の樹立とともに、華中地域では｢日本

語学習熱｣と称される日本語ブームが起っていた
14

。そして上海日本近代図書館の中国人

の利用者を対象に行われた1941年の｢日語読書調べ｣の調査結果を見ると、｢現地発行の純

日本文雑誌｣である4つの雑誌の1ヶ月の利用者数はそれぞれ20人前後ぐらいで、�中日文

化�の場合は20人程度にとどまったと記されている
15

。これについて｢日本語は文化的理

由から学ばれたのではなく、日本勢力の重圧のもので、実用的打算から学ばさせられ

た｣
16

という先行分析があるように、当時の中国人側における日本語学習には実利的な傾

向が強かった。このような状況において、現地の日本語雑誌�黄鳥�を受容する中国人

11 三省堂百年記念事業委員会�三省堂の百年史�(三省堂, 1982), p.218.

12 �黄鳥�第1号と第4号の｢編集後記｣を執筆したのは石川信雄であり、第2号と第3号、5号は草野心平であっ

た。また石川の経歴については、鈴木ひとみ｢解題｣(�黄鳥復刻版�三人社, 2018)で詳しく論じられてい

る。

13 ｢華中における主要都市｣(�大陸年鑑�大陸新報社, 1943.11), p.386.

14 ｢現地評壇―日本語学習熱｣(�大陸新報�1941.6.11, 夕刊), 1面.

15 ｢租界華人の日語読書調べ｣(�大陸新報�1942.10.8)では｢次に雑誌であるが、現地発行の純日本文雑誌(一ケ

月)：長江文学二十六人、大陸往来二十四人、中日文化二十人、支那研究十六人｣と記している。

16 石剛｢大陸における日本語普及政策｣(�増補版植民地支配と日本語�三元社, 2003), p.111-112.
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は、�中日文化�と同様に当然限定されていただろう。

では、�黄鳥�はどのような読者を想定して刊行されていたのか。第3号の巻頭に掲載

された麓保孝による｢将来の支那｣の最後には次のような附言が記されている。

｢黄鳥｣の編集者から一文を求められたので之に応じた。しかし、その読者層を如

何に判断してよいか苦しまざるを得ない。勿論、これは支那学専攻の人に示すので

はない。また怱忙の際、推敲の暇もない。ただ平生懐む所を述べたに過ぎない。し

かし、専攻の人でも一応予の意のある所は之を考へていただけると思ふ。(昭和十八

年三月二十五日、金陵五台山下、寒泉書屋にて)
17

創刊号で自ら｢文化研究雑誌｣と標榜した�黄鳥�には、こうした専門家による研究論文

が多数掲載されている。全体として商業広告があまりないことも特徴であり、学術的な

面が強いといえる。一方、先行した�中日文化�、特に中文版では女性向けの作品、記

事、評論が多数掲載され、張資平が編集した第2巻1号までは、歴史、文化、文学に関す

る豆知識や異聞、風習などを短い文量で分かりやすく紹介したコラムが多く配置されて

いた。日文版でも、女性を含む多様な執筆者が存在していた。また�中日文化�は日文

版·中文版ともに商業広告が多く、その中には写真付きのものが含まれていたことから

も明らかなように、大衆向け総合雑誌のイメージが強い。これに対して、�黄鳥�は執筆

者の人数がさほど多くはなく、大衆·女性向けの作品、記事などもほとんど見られな

い。要するに、一定程度の教養を持つ現地の日本人の読者を狙った同人雑誌のイメージ

が強い。

3 現地文学をめぐる｢論争｣

1943年1月に発行された�黄鳥�第2号の｢編集後記｣で、草野心平は漢口、南京、上海や

杭州などで｢小規模な文化雑誌｣が既に刊行されていたことを紹介しつつ、｢これらのな

かから純文学雑誌も生まれる｣と述べ、｢文化研究雑誌｣から｢純文学雑誌｣への方向転換を

期待している。そして同年2月27日の�大陸新報�に掲載された｢中国文学の更生(三)｣の中

で、草野は｢雑誌をやつてそこで論争しながら変わつて行く、それが文学の発展です｣と

いう一つの方向性を見出した。また1944年4月11日の｢中国文学の現状を語る(三)｣の中

でも｢さういふ意味での対立はむしろ歓迎すべきものだ｣と再び｢論争｣の重要性を強調し

た。

実際に、�黄鳥�の中で｢論争｣はどのように展開されたのか、その｢論争｣によって｢新

文学｣の展開にはどのような問題があったのかということについて、誌面に掲載された

中国人執筆者の文章に触れながら論じてみたい。

17 麓保孝｢将来の支那｣(�黄鳥�3号, 1943.5), p.12.
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�黄鳥�第4号から第5号では現地南京の文学者である龔持平と張資平の評論を掲載し、

さらに解題を付けることで、｢論争｣する姿勢を示していた。以下、誌面の内容に即して

整理してみよう。まずは第4号の冒頭に掲載された龔持平｢新中国文学の出路｣からの引

用である。

国府還都以後、和平派の指導者階級には未だ文学を顧みる暇がなかつた。文学者

文化人はこの侘しさから指導者層に働きかけてきた。(略)公式和平文学とも呼ばる

べきものが頗る多い。或る者はこれをニュース文化と酷評してゐる。(略)

しかしこの和平地区文学の貧困に知識階級が決して満足してゐるとは思れない。

(略)文化人相互の間にも未だ緊密な連絡もなく勝手に放置されてゐるのが現状であ

る。

中国文学運動の出路は如何？といふことは、誰の念頭からも去らぬのである。こ

の問に対し或る者は胡適より抗日文学に到るまでのすべての中国文学思潮を清算す

ることによつてのみ中国文学は再出発することができると言ひ、或る者は古典に皈

ることに於てのみ新文学の出路を発見できると言ふ。而して私は前述のやうに安価

な主義は剥脱して行くべきだと考へてゐる
18

。

龔持平は当時南京の中央大学の教授を務め、汪政権の宣伝部司長も兼任していた。

1945年4月肺病で急逝した。草野心平は同僚でもあった龔との付き合いを回想し、張資

平も龔の文学に対する熱意を述べていた
19

。｢いわゆる�和平地区�でも、文化活動が中断

せず、あまり寂しくないのは彼の功績だった｣
20

と評価された龔は南京の現地文壇の中

心人物の一人であった。この｢新中国文学の出路｣の中で指摘された問題は、ある程度事

実を反映したものと言えよう。

この評論の中で、龔は｢前清時代｣、｢民国五、六年頃｣、｢戦争が起つた｣、｢国民政府

還都以前｣という時系列に従い、まずは各段階の文学状況を論じてから、｢国府還都以後｣

の現状を論ずる。｢国府還都以降｣は、｢和平文学｣が提唱されたが、｢公式｣的なものが多

く、内容も硬直化している。しかも文化人の間にも｢緊密な連絡｣がなく、現地文学は依

然として｢貧困｣のままであったと龔は述べていた。現状の厳しさを呈示しただけで、龔

の文章は今後の｢出路｣に関して抽象的に終わってしまった。龔の指摘に対して、�黄鳥�

編集部は、冒頭の解題で｢批判的に過ぎる観があり｣、｢悲観的印象を與へた｣としたうえ

で、改めて｢新文学｣を｢何とかして建設して行かう｣と｢中国文学者｣に呼び掛ける。つま

18 龔持平｢新文学の出路｣(�黄鳥�4号, 1943.11), p.7.

19 1945年5月号の中文雑誌�読書雑誌�(南京読書出版社)では、｢龔持平先生訃告｣というコラムが設置され、陳

学稼｢龔持平小伝｣、張資平｢悼冰廬｣、陶晶孫｢龔冰廬：黎明之前｣、傅彦長｢悼持平兄｣、草野心平｢悼龔持平

君｣という内容である。

20 論者一部訳、原文は｢宣传部的事情, 是不易担任的, 因为必须说昧心话, 可是持平却仍然保持一贯作风, 不写

无聊的官样文章, 不谈无聊的违心滥调, 对于“反共”两字, 绝口不提, 仍以书生本色, 朴素行径, 与文士艺人相周

旋。因为他这样, 所以文化界中人, 也乐于同他往来, 在所谓“和平地区”的文化活动, 能不全然中绝, 能不太觉冷

寞, 却是他的功绩｣である。(陳学稼｢龔持平小伝｣,�読書雑誌�1巻5号, 1945.5)
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り、現地の｢中国文学者｣の消極的な態度に対して、�黄鳥�編集部は中国の｢新文学｣確立

に向けて積極的な｢建設｣の志向を表明していた。

このような｢新文学｣の捉え方において、龔持平らの｢中国文学者｣と�黄鳥�編集に携わ

る同人は、必ずしも一致していたとは言えない。同じ第4号の｢黄鳥雑記｣のコラムで、

編集者の石川信雄は、｢�黄鳥�の目標｣と題した文章で次のように記している。

(略)日本と戦争状態に入つたため、最早正常な文学文化の発展はブツリと断ちき

られてしまった。残ったのはヒステリツクな抗戦宣伝文学のみ。

昭和十四年(民国二十九年)汪主席の和平運動発起、昭和十五年国民政府の改組還都

となり、やがて章建之氏等の和平文学提唱となつたが、その実績及び将来は如何。

僕はまだ和平文学の傑作が生れた、と言ふことを聞かない。(略)

(略)中国民衆の日本に対する信用は高まり未来に対する希望は湧き上つて来るだ

ろう。希望のある所、健全で積極的な新文学が生れて来る公算がある
21

。

石川によると｢日本と戦争状態に入つ｣てからは、｢抗戦宣伝文学のみ｣が残り、現在も

｢和平文学の傑作｣は生まれていない。しかし、｢日本に対する信用｣の中には、｢希望｣が

あり、そこから｢新文学｣が生まれてくる。つまり、以前の中国文学が｢ブツリと断ちき

られて｣いたという断絶の中から｢新文学｣が誕生しうると、石川は主張するのだ。一

方、龔持平が述べていた｢新文学｣は前の時期を踏まえたうえで、｢すべての中国文学思

潮を清算すること｣と、或いは｢古典に皈ること｣などによって再出発する。要するに過

去の中国文学との繋がりの中で、現地南京の｢新文学｣は捉えられている。

続いて�黄鳥�第5号には編集部による解題が付された上で張資平｢公式的論調について｣

が掲載されている。｢公式｣の内実について、張は以下のように論じている。

日本の知識人の論調はその理論の原則上何等非議するところはない、がしかし何

としても次の数
マ

公式
マ

を離脱し難い。

(一)彼等は先知先覚を以て自ら任じ、真面目な顔付で中国人に対し説教し甚しき

は教訓しようとする。(二)中国民間の論調に些かも耳を傾けようと思はない。(三)

ただ双方当局の言論を註解することに努め、双方人民の真誠の声を無視してゐる。

(四)専ら中国人が日本の真意を理解することが出来ないことを責め、(略)徹底的に中

国民情の研究をしようとしない。(五)所謂支那通の独善的な見解を濫りに用ひ、(略)

謀略に重きを置き、精神の溝通を欠いてゐる。(六)中日問題の現論に関し日本文を以

て発表するものは無論日本人が書くが、中国文を以て発表するものまで日本人自ら

手を下さうとする。恰も中国の智識界がまるで無能であるかの如く、其の評価が甚

だ低い。

上述の欠点の故に中国智識分子が日本の真意を了解しようとして、実際には反つ

て日本の真意に懐疑をもつことになるのである
22

。

21 石川信雄｢�黄鳥�の目標｣(�黄鳥�4号, 1943.11), pp.49-50.
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以上のような指摘に対して、｢公式的論調について｣の冒頭の解題では次のように反

論している。

兹に掲げる二篇はいづれも華文雑誌｢新流｣からの転載であるが、(略)就中、張資

平氏の一篇は、日本側の一部から問題とされる点なしとしない
ママ

思われる。(略)けれ

ども張氏程の人物がかやうな疑問を未だに抱いて居られるといふ事は考ふべき問題

で、もし中国側人士にさういふ疑問を抱かしめるやうな事態が残存して居るなら、

速かに改善しなければならぬ。又、中国民間の声を聞くべしとの意見に関しては、

少くとも日本側の現地当局者は、恐らく張氏の想像も及ばぬ位広く深く人民の声に注

意し、これに対して真面目な考慮を重ねて居るはづである。(編輯部)
23

まずは転載の出典が明白に示されている。張資平｢公式的論調について｣は1943年6月

の中文雑誌�新流�に掲載されたものである
24

。�新流�は当時南京の中央大学の学生らに

よって作られた同人文芸雑誌であり、文学青年を励ますことを企図し、龔持平や張資平

など現地文壇の有力者の寄稿がしばしば見られる
25

。上述に引用された張資平の言説と

�黄鳥�編集部の解題をみると、日中双方の文学者の意見間に齟齬が生じていたことは明

白である。｢日本の知識人｣の論調には内実がなく、意味もない｢公式｣的なものが多く、

｢中国智識分子｣を理解しようともしないと張はここで厳しく批判していた。つまり、こ

うした状況から生まれた｢新文学｣はもはや｢日中連携｣でなくなり、むしろ日本側に寄

り、｢公式文学｣になりかねないのではないかという懸念が示された。一方、張の文章が

転載された1944年4月に、草野心平が出席した鼎談会に関する記事｢中国文学の現状を語

る――還都四周年記念鼎談会｣は�大陸新報�に連載され、その主な内容は1ヶ月後の中文

雑誌�雑誌�の｢一月以来文壇動向｣のコラムでほぼ翻訳された
26

。｢日本側の現地当局者

は、恐らく張氏の想像も及ばぬ位広く深く人民の声に注意し｣、｢真面目な考慮を重ねて

居る｣と述べられたように、この翻訳は改めて中国側の読者に向けて確固たる｢日本側｣

の立場を発信するものであった。ただ見逃せないのは、｢公式的論調について｣の転載時

期が初出の�新流�に掲載されてからの一年後であり、時差が存在していたことである。

しかも中国側の参加者が限られ、｢論争｣は実際に大きな影響も及ばなかった。

22 張資平｢公式的論調について｣(�黄鳥�5号, 1944.4), p.34.

23 張資平｢公式的論調について｣(�黄鳥�5号, 1944.4), p.33.

24 中国語原文の題目は｢無再濫用公式的論調｣である。

25 �新流�(1943.4-1944.1)は合計6冊、南京新流出版社によって刊行された。草野心平は｢中国文学の現状を語

る(二)｣(�大陸新報�1944年4月9日)の中で、｢南京では�新流��作品�の二つが出た。�新流�は中央大学の学

生が中心になり(略)大体純文学雑誌といへばそんなものだね｣と述べていた。

26 文末には｢�大陸新報�部分訳｣と記されている。一部分特にイデオロギーの強い部分は削除されていたが、

主な内容はほとんど翻訳されていた。
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4 ｢小説｣というジャンルへの注目

以上の｢論争｣を踏まえ、｢新文学｣は実際にどのような形で展開されていたのかを検

討していきたい。草野心平は｢中国文学の更生(三)新作家出でよ｣(�大陸新報�1943.2.27)

の中で、｢新しい文学運動といふのは最初は小説から入つて純文学を出してやつて行

く、その中から次第に新しい形式が生まれて行く｣と述べ、｢小説｣というジャンルに注

目する姿勢を示した
27

。さらに、同じ�黄鳥�の編集者である石川信雄は、本論前節で引

用した｢�黄鳥�の目標｣において、｢健全で積極的な新文学｣の形成についても、以下のよ

うに述べている
28

。

それは先ず、｢希望の文学｣である詩と、｢理想の文学｣である評論の形を執つて現

われ、次第に｢描写の文学｣たる小説となつて実現するのではないかと思ふ。

現存する5冊�黄鳥�の目次をみると、<詩>、<短歌>、<俳句>、<小説>、<劇曲>と

いうようにジャンルの分類は明確に記されており、全体としては｢小説｣がかなりの分量

を占めていた。�黄鳥�の誌上にはどのような作品が掲載されていたのか。以下は誌面に

おける｢小説｣というジャンルの作品を中心に分析することで、�黄鳥�の同人たちが実現

しようとした｢新文学｣の在り方について考えてみたい。

雑誌の目次で、｢小説｣に分類されたのは佐藤力弥｢新亜印刷局｣(第1号)、沈従文·橳島

善次郎訳｢生｣(第3号)、沈従文·橳島善次郎訳｢夫他一篇｣(第4号)、合計四篇である。その

うち、｢新亜印刷局｣はオリジナル作品であり、ほかの三篇は翻訳作品である。執筆者の

佐藤力弥と翻訳者の橳島善次郎については、草野心平が�黄鳥�第5号の｢編集後記｣の中

で、｢さきに佐藤力弥、橳島善次郎の両君が征途にのぼつた。われわれにとつてはかけ

がいのない中心動力であつた｣と語り、二人は�黄鳥�の同人として重要なメンバーで

あったことがわかる。

まずは創刊号に掲載された佐藤力弥｢新亜印刷局｣をとりあげることにしたい。作品

の舞台は同時代の南京に設定され、主人公は新亜印刷局の｢校正係兼工場監督兼会計課長｣

である日本人男性悠藏。東京で五年間の流転生活をしてきた悠藏は、姉の誘いに応じて

1938年の年末に南京へ渡り、印刷業に携わっていた。新亜印刷局は三年の間に規模が拡

大し、現役の職工は全員｢支那人｣である。作品は三人称小説であり、焦点人物は悠藏に

設定され、悠藏の立場から描かれている。工場の経営を開始した頃から、生活用品や印

27 草野自身も�大陸新報�(1942.2.1-3.31)の紙面で、小説｢方々にゐる｣を54回にわたって連載した。｢始めて

新聞の小説を書き、そしてそのための故に始めて新聞の小説たるや自分にはむづかしすぎるといふこと

を、この実験によつて知ることが出来たことである｣(�大陸新報�1942.3.31)というように、この作品は未

完のままで連載が終了した。

28 石川は歌人として活躍する一方で、多くの評論も書いていた。1935年7月号の�日本歌人�に発表した評論

｢純粋文学の動向について｣(�石川信雄著作集�青磁社,2017)の｢付記｣の中で、石川は採録の理由について

｢(略)多年抱懐して来た文学乃至小説に関する思考中の重要なる部分のいくらかが自ら吐露されてゐる事

に気付いた｣と述べている。｢文学｣や｢小説｣の在り方への関心は早い段階から既に伺われる。
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刷の紙、経費などの盗難事件が絶えずに発生し、悠藏とそこで働いている職工達との関

係性が明確に浮かび上がってくる。

前半は主に悠藏と阿媽、高醒吾を中心に展開する。19歳の阿媽は悠藏一家の家事と工

場の炊事を担当し、｢二階
うえ

も階下
した

もかけ持ち｣で雑用系を請け負っていた。地元南京の出

身で、｢こすつからい貧乏長屋の女房然とした風態｣である。たまに｢女らしく｣悠藏の着

物を整理し、悠藏の部屋に｢自己流に花を飾つてはやつたり｣して、阿媽は｢妻のやうな

錯覚に陥る事さへあつた｣とされている。彼女は悠藏の私生活の内部まで関与している

存在である。一方、高醒吾は上海出身で、｢都会的な聡明さ｣があり、60歳くらいで｢半

生を南京で印刷業に送｣った。｢日支事変｣後、新亜印刷局に入り、仲介人のように悠藏と

中国人の職工達の間の連絡役をしていた。初期段階で共に苦労してきた高は悠藏の信頼

を得て、職工達の間に｢貫録を示｣しながら、借金も重ねた。日本語がある程度わかる·

できる阿媽と高は、特権的な立場にある人物であり、常に利益のために争い合ってい

た。このような二人、特に工場にとって｢目の上の瘤｣とされた高に対し、悠藏は強い反

感を持ちながらも、｢その非を悟り、自らの懺悔｣で謝罪することも望んでいる。しか

し、洋行の集金を盗んで、｢法幣に交換すべく渡した三百圓｣も持ち去るなど、高は何度

も悠藏の信頼を裏切った。その生活は完全に｢廃人の生活｣であり、実は｢阿片中毒者｣で

あったことが描かれている。

後半の物語は、悠藏と若い職工達との間で展開する。阿媽、高以外に｢二〇歳前後の

独身者ばかり選んで工場の人事を設備した｣という悠藏の工場では、男性の若者が多

い。悠藏は｢工場で一緒に食事｣をして、若い職工達と対等に接する姿勢を表明する。そ

して結婚や家庭作りなど個人的な悩み相談を受け、給料を上げるなど経済面もサポート

している。こうして一年足らず工場は穏やかな日々が流れていると描かれたが、悠藏の

心には常に｢喜びと不安｣が共存していることが示されながら、物語は閉じられる。

この作品では南京現地の工場、その中の人間関係、職工達の様態などが生き生きと描

写されている。主人公の悠藏は｢金儲け｣の｢大望｣もないまま｢大陸｣に渡り、｢新しいイ

デオロギー｣のために南京での生活をスタートする。工場と職工達の最大利益を守るこ

とを標榜し、｢うへ｣と｢した｣の隔たりを解消しようとする姿勢を示していた。しか

し、工場内で相次ぐ盗難事件の発生や阿媽·高醒吾のような｢瘤｣の存在によって若い職

工達との交流は不足し、悠藏の理想は最初からうまく行かず、厳しい現実に遭遇してい

た。悠藏はその理想と現実のギャップを認識したうえ、最終的に平穏な局面を迎えた。

これはまさにこの作品の主題であり、創刊号に載せられた意味もここにあったと言える

だろう。だが悠藏は｢常に真摯な態度でその善悪を説き、日支両民族合作の必要｣を強調

し、｢日常の生活の中から徐々に指導するより他に方法は無い｣と指導の必要性を説く。

そして｢自分の悪かつた事を悟つた｣という職工達の｢子供の様な心情｣に、悠藏は｢ほつ

と満足する｣という描写に現れているように、結局｢新亜印刷局｣は、｢うえ｣に在る者の



日本占領下南京における｢新文学｣の在り方  131

目線から見た｢した｣に在る者を描く作品になってしまったのである。

このように佐藤力弥の｢新亜印刷局｣が不評に終わったためか、その後の�黄鳥�は第1

号以降、｢小説｣のオリジナル作品がなくなり、第3号からは翻訳された沈従文の作品を

掲載することになった。この状況について、石川信雄は第4号の｢編集後記｣の中で、｢こ

れまでの所あまりいい作品が出なかつたのは事実である｣し、｢翻訳の方はそれでいい

として、同人自身の力作がなければ仕方がない｣と説明している。既に本論第3節で確認

したように、現地文学をめぐる｢論争｣を通して、｢新文学｣の｢建設｣に力を入れていた

�黄鳥�の同人は、理想と現実のギャップを実感しながら、｢新文学｣を実現することの困

難に直面していた。こうしたなかで、同人による｢力作｣が生まれなかったため、翻訳

ものを掲載することで、｢小説｣としてあるべき模範を呈示しつつ、｢新文学｣の理想の境

地を示そうとする意図が含まれていたのではないか。

5 ｢小説｣の理想の境地

橳島善次郎によって翻訳された沈従文の作品は�黄鳥�第3号から第4号にわたって、合

計三篇が掲載されている。これらの作品の初出は1930年代の初頭であり、いずれも20代

後半の沈従文が執筆したものである。当時の沈従文は北京、上海の文壇で活躍し、日中

戦争勃発以降、武漢、長沙、桂林など奥地に移動しつつあった。�黄鳥�第3号が刊行され

た1943年5月の時点で、沈従文は蒋介石の国民党が統治した｢大後方｣の昆明に定住し、西

南聯合大学の教員を務めていた
29

。一方、1943年以前の日本における沈従文作品の翻訳

としては、松枝茂夫�辺城�(改造社, 1938.11)と武田泰淳�湖南の兵士�(小学館, 1942.9)合

計2冊の単行本が刊行されており、日本人読者の沈従文の受容は主に｢中国文学研究会｣の

メンバーらを介して行われた
30

。第3号では橳島善次郎が沈従文の作品について次のよ

うな前書きを記していた。

最近、私は数冊の沈従文の作品を読み、各作品を通ずる愚夫俗子の人情の美しさ

に打たれ、香り高い自然の精彩に感動した。美しい自然と、そこに生きる兵隊や船

子や土匪などの愚俗を描いて、時には異常な、暗い生活があるのに、実に健康感に

溢れ、ただよふ浪漫的な空気は、読んでゐて心をゆるやかに描ぶる
31

。

ここには、｢人情の美しさ｣、｢香り高い自然｣、｢健康感に溢れ｣、｢浪漫的な空気｣と

いうような叙述がなされたが、沈従文の作品は実際にどのような内容だったのか、以下

は�黄鳥�に掲載された三篇のあらすじである。

29 ｢沈従文年表簡編｣(�沈従文全集附巻 資料·検索�北岳文芸出版社, 2003).

30 小島久代｢最近の日本における沈従文研究｣(�お茶の水女子大学中国文学会報�29, 2010.4).

31 橳島善次郎訳｢生 沈従文｣(�黄鳥�3号, 1943.5), p.110.
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｢生｣(�黄鳥�3号)は、北京城の広場で、｢烈日の下｣に｢傀儡
にんぎょう

｣劇を演じることで生業と

する老人の姿に注目している。観客は少ないが、老人は｢巡警｣に｢小攤
ろてん

税
ぜい

｣を払わなけれ

ばならない。｢傀儡
にんぎょう

一対｣を｢王九｣、｢趙四｣と名付けて、老人は十年間北京城で｢王九打倒

趙四｣(論者訳：王九は趙四を倒せ)という｢傀儡
にんぎょう

｣劇を演じ続けてきた。老人の息子も王九

といい、十年前｢死んだのも趙四と渡り合つてだ｣と語り手は最後に補足している。

｢夫｣(�黄鳥�4号)は、都会の町の船で売春する若い妻を見舞に来る田舎の夫を描く物

語である。男は｢畑を耕して生計を立て｣、女は｢故郷を出でて身を売り｣という、｢黄莊｣

の貧困家庭によくある暮らしぶりが描かれている。だが｢都会人の衣装｣を着た妻の｢都

会人の身のこなし｣に対して、夫は｢驚愕｣のあげく｢手足の措どころもない｣。妻の｢主顧
とくい

｣

に出会い、彼女の｢商売｣も傍観した夫は、｢憤怒｣と｢屈辱｣の中でついに泣き出した。結

局、翌日朝早く夫婦は共に田舎に帰り、作品は閉じられた。

｢貴州小景｣(�黄鳥�4号)は、三月の小雨が多い貴州の山奥に、品物を背負って官路を

往来する商人たちの旅を描いている。二人の商人がある黄昏時に｢宿場の小旅店｣に泊

まった話を中心に展開する。旅店の主人は老人であり、今年の冬に死んだ息子を家の近

くの菜畑に埋めて、一人で暮らしている。その夜、老人は異常なほどお喋りで、二人の

商人と会話していたが、翌朝二人が目を覚ますと、老人は既に死んでいた。商人は老人

の急死を隣村に告げて、事もなくまた旅に出ていった。｢路上で見かけるものは多｣くあ

るが、商人にとって｢目的地に着いたら如何にして少しでも余計儲ける｣のは最も重要な

ことであると結末では語られている。

以上の橳島が翻訳した沈従文の作品には、｢夫｣の訳文に限って、｢親嘴｣(論者訳：キ

ス)、｢陪客｣、｢接客｣(論者訳：二つとも｢娼婦が客を取る｣という意味)など性的な意味合

いを含む表現が用いられる部分で、四箇所｢削除｣の文字が示されている。この部分を除

いては、�黄鳥�に掲載された三篇は忠実な翻訳であると言える。沈従文の三つの作品は

全て三人称小説であり、いわば神の視点から芸人、農民、商人といった庶民達のさまざ

まな生活様態を呈示したものである。

それにしても、なぜ沈従文の作品が�黄鳥�の｢小説｣として選ばれたのか。�黄鳥�第5

号の石川信雄｢華中文芸時評｣では、改めて｢描写の文学｣としての｢小説｣の内実について

まとめられている。｢華中文芸時評｣は四篇からなっている。その中の｢予且短編集につ

いて｣(1943.10.6)、｢丁丁氏の短編｣(1943.9.18)という二篇では特に同時代の現地作家で

ある予且
32

と丁丁
33

の作品を詳しく論じている。以下はそこからの引用である。

32 潘予且、日中戦争期の上海で多くの作品を発表し、人気を得ていた。�予且短編小説集�は1943年7月上海太

平出版公司から出版され、大東亜文学賞を受賞した。(�中国淪陥区文学大系史料巻�広西教育出版社, 2000, 

p.308)

33 丁嘉樹、1920年代後半から上海の文壇で活躍していた。1941年から南京に移住し、同年文芸月刊雑誌�作

家�を創刊した。�小事件�は1942年4月に南京作家出版社より刊行された。(�中国淪陥区文学大系史料巻�広

西教育出版社, 2000, p.297)
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潘氏の作品は大概一風変わつた人物が出て来て、その心理描写も月並を出て機微

を働いて行くから、全体として高級ユウモア小説の体を備へて来る。けれども全篇

がユウモアの為のユウモアに終り、心理追求が心理の遊戯に終り、そこに興味本位

の作り事が入つて来ると、ガタツと品格が落ちてしまふ。(略)

一體、純文学か娯楽文学かを決定する基準は簡単に言へば、作家がその出発点に

於て人生の真実を描写しようとして居るか、或ひは読者を與がらせようとして居る

かに依て判定さるべきものと思ふ。(略)要するに凡人の規矩を出でず、作者は又そ

の平凡人の平凡なる思惟行動の中から人間生活の鋭き断面を表出しようとして居る

のでもない。潘氏の作品を通俗であるとなした所以である
34

。

丁丁氏作品の内容は、大方その日その日の生活の為に戦つて居る弱い平凡な、し

かし愛すべき人物の身の上に起る、小さな平凡な、しかしその人物にとつては重大

な事件である。氏は簡潔な滋味な筆でそれらの事件を頗る鋭角的に捉へて居り志賀

さんの作風の一面を想ばせるやうな所がある。

そこには和平建国の理想に燃える闘士の壮烈な闘争生活があるわけではなく、打

倒英米の理念を昂揚するものがあるといふわけではないが、文学と言ふものはすべ

て思想文学でなければならぬわけもないし、宣伝文学である必要もない。そして人

間生活の真実の姿を描き出すことをその本来の使命であるとした場合�小事件�一冊

は現在和平地区社会に在る庶民の生活と感情の一面を如実に提示してくれるものとし

て、小宝玉の如き価値を持つて居ると思ふ
35

。

石川信雄によると、同じ短編小説集の形式であっても、予且の作品は｢興味本位の作

り事が入つて来る｣ゆえに｢通俗｣であり、｢純文学｣とは言えない。それに対して、丁丁

の作品は｢小さな平凡な、しかしその人物にとつては重大な事件｣を｢簡潔な滋味な筆で｣、

｢頗る鋭角的に捉へて｣いたため、｢文学｣となりうるという。つまり、予且と丁丁の両者

の作品を正反対の例として示され、｢純文学｣であるものとそうでないものが区別されて

いる。�黄鳥�の同人が期待していた｢文学｣は必ずしも｢思想文学｣や｢宣伝文学｣ではな

く、石川は｢平凡人の平凡なる思惟行動の中から人間生活の鋭き断面を表出しようとして

居る｣ことと、｢現在和平地区社会に在る庶民の生活と感情の一面を如実に提示｣すること

で、｢描写の文学｣の｢小説｣の具体的な方向性を改めて強調している。以上の点を照らし

合わせると、翻訳の紹介として選定された沈従文の作品と石川が評価した丁丁の作品の

描き方には共通点があると言えよう。

なおほぼ同時期に、石川信雄は�南京大陸新報�に｢銃後の情熱―南京雑記｣(1943.8.31)

を発表していた
36

。この評論で石川は｢現地から見た内地歌壇に対する感想｣として以下

のように述べている。

34 石川信雄｢予且短編集について｣(�黄鳥�5号, 1944.4), pp.40-41.

35 石川信雄｢丁丁氏の短編｣(�黄鳥�5号, 1944.4), pp.44-45.

36 ｢銃後の情熱―南京雑記｣の発表状況は�石川信夫著作集�(青磁社, 2017)を参照した。この著作集による

と、�南京大陸新報�に掲載された際には、末尾に｢検閲済｣と記されていた。
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私は生くらな愛国歌が多すぎることと、ニユウス映画鑑賞歌が氾濫して居すぎる

こととを挙げた。(略)商売のやうに愛国の歌を作られるのはどうであらうか。(略)

もつと身についた銃後生活の種々相、覚悟のさまざまも歌つてはもらへないだろう

か。(略)日本国民として、大東亜戦下の銃後に在る歌詠みとして如何に生き、想ひ、

歌ふべきか―その探究、精進。

この一篇は同年11月の｢内地｣の雑誌�民族短歌�(7巻11号)にも掲載された
37

。また現

地の南京について、�黄鳥�創刊号に掲載された友成左近の評論｢南京在住邦人の文化問題

｣の中では次のように述べられている。｢今次事変後、言わば初めて形成された｣、｢未組

織化｣の｢南京邦人社会｣は、｢作戦現地の銃後建設｣が目下の急務であり、｢南京邦人文化

を清新に且つ健全に形成発展さす｣のは｢極めて重要なる問題｣である
38

。よって、陥落

後の南京はまさに｢銃後｣の社会であり、文化建設の発展途上にあるのである。つまり、

石川は｢華中文芸時評｣で記していたように、｢内地｣のみならず、｢外地｣の南京でも｢思

想文学｣、｢宣伝文学｣の問題に直面したため、あえて｢銃後の熱情―南京雑記｣を｢内地｣と

｢外地｣の双方に向けて発信したのであろう。こうした石川の批評は、短歌にとどまら

ず、文学全般も対象にしていると言える。

｢銃後に在る歌詠みとして如何に生き、想ひ、歌ふべきか｣を｢探究、精進｣すること

と同様に、｢平凡人の平凡なる｣行動を描き、｢和平地区社会に在る庶民の生活と感情の一

面を如実に提示｣する｢小説｣も日本軍による占領下の｢銃後生活の種々相、覚悟のさまざ

ま｣を描写するものとされている。そうした意味で、｢小説｣という形式はまさに｢銃後｣

のあらゆる方面、各人物の生活様態を詳細に描写できるジャンルであろう。沈従文作品

の翻訳について、橳島善次郎が前書きで記した｢浪漫的な空気｣といったような叙述は、

決して脱歴史·脱政治でなく、帝国主義というイデオロギーの前提で、｢小説｣の理想の

境地は、｢健康感に溢れ｣た｢銃後生活｣を体現するものであると言ってもよい。

6 おわりに

草野心平が｢新中国の文学運動の為に縁の下の力持として人知れぬ苦をして居る｣と

1944年の｢中国文学の現状を語る｣鼎談会を主催した大陸新報社側は評価していた。�大陸

新報�の紙面において、草野心平は｢論争｣、｢小説｣、｢同人雑誌精神｣といったキーワー

ドを繰り返し、｢中国文学の更生｣や｢新しい文学運動｣について言及していた。総じてい

えば、�大陸新報�は草野心平の｢新文学｣の理念を載せていた言説空間であったのに対し

て、雑誌�黄鳥�は、まさに彼が南京の現地で展開しようとする｢新文学｣理念の実行の場

37 ｢銃後の情熱―南京雑記｣の�民族短歌�への掲載についても注36と同様に�石川信夫著作集�を参照した。な

お�民族短歌�の詳細な書誌情報については調査中である。

38 友成左近｢南京在住邦人の文化問題｣(�黄鳥�1号, 1942.11).
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であった。その理想と現実をもう一度総括することで、本論文の結論とする。

第一に、草野心平は日中文学者の｢論争｣によって文学の発展を推進し、｢論争｣の発生

に力を注ぐという方向を示していた。現地の中国文学者は過去との連続的な繋がりの中

で、｢新文学｣を捉えていたのに対して、�黄鳥�同人が理想とする｢新文学｣は｢日本に対

する信用｣の中で、生まれ変わったものであると捉えられていた。｢新文学｣をめぐって

は、日本側と中国側の文学者との間にそもそも認識の前提が違ったため齟齬が生じてい

た。しかも�黄鳥�で行われた｢論争｣はリアルタイムでなく、約一年間の時差が存在して

いた。参加した中国文学者も限られており、結局大きな反応は起らずに下火となった。

第二に、｢小説｣というジャンルに注目を集め、｢小説｣を通して｢新文学｣の実現を期

待していた。だが、｢小説｣を重視したうえで｢新文学｣を把握する際に�黄鳥�では正反対

の方向性が顕在していた。｢うえ｣と｢した｣との緊張感が描かれた佐藤力弥の｢新亜印刷

局｣は結局理想的な｢小説｣ではなく、�黄鳥�の同人は沈従文の作品に示された｢健康感に

溢れ｣た｢庶民生活と感情｣の描写こそ｢小説｣としてあるべき内容だと評価している。一

方�黄鳥�第5号の｢編集後記｣で、草野心平は｢大戦争の最中に於て、日本と中国と満州国

との共栄圏中核諸国の新文学追求への共同推進｣は｢偉大な事実｣であり、｢われわれも満

腔の熱と讃とをおくるものである｣
39

とも述べていた。要するに�黄鳥�では、｢銃後生活｣

における｢小さな平凡｣なものに関する描写に｢小説｣の独自性を要求する一方で、大東亜

共栄圏という大規模な｢組織｣において統括された｢新文学｣の追求も期待していた。こう

した結果、�黄鳥�では｢同人の力作｣が出てこなかったため、｢新文学｣は実行しにくく

なった。

第三に、草野は｢同人雑誌｣の重要性を強調し、それが｢大きくなつて�文芸�とか、�新

潮�とか、�文学界�とかになる｣ことが理想であり、｢日本の文学青年達はこつちに来て

も文学を忘れない｣
40

ために占領地の中国でも日本文学を発表できる環境を整える姿勢

を表明した。一方で、｢いまの中国には同人雑誌的精神が缺けてゐる｣
41

、中国作家に｢同

人雑誌的な精神を判つて貰ひたい｣
42

との主張も見られたように、所謂｢日本の文学｣は

上位であるという考え方が示された。これは｢一、現地日本人の勉強雑誌。二、中国文

化人を元気づけること。三、南京と東京を結びつけること｣
43

という�黄鳥�の発行の目

的とも結びついている。結局純文学とイデオロギーの挟間で、同人雑誌の�黄鳥�では

｢矛盾｣を生成していたというわけである。

1940年代の南京において、草野心平を中心とした現地の日本文学者は、｢内地｣の東京

と対等に向き合うことのできる新しい文学の場所を求め、中国文学者との連携により、

｢新文学｣を実現する理想を抱いていた。だが�黄鳥�で実際に展開しようとした｢新文学｣

39 草野心平｢編集後記｣(�黄鳥�5号, 1944.4), p.64.

40 ｢中国文学の更生(四)｣(�大陸新報�1943.2.28), 4面.

41 ｢中国文学の現状を語る(五)｣(�大陸新報�1944.4.13), 4面.

42 ｢中国文学の現状を語る(完)｣(�大陸新報�1944.4.14), 4面.

43 石川信雄｢�黄鳥�の目標｣(�黄鳥�4号, 1943.11), p.49.
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には上述した三つの｢矛盾｣が内在し、その理念を実現することはできなかった。中国側

の文学者との｢連携｣も事実上の破綻となり、結局｢大東亜共栄圏｣という現実から離れる

ことはできなかったのである。しかし、先行した�中日文化�のような｢文化浸透｣とは

異なり、�黄鳥�は草野の｢純文学｣への理想が幾分実現された要素を内包したものでも

あったと言えよう。結果として、こうした｢矛盾｣が出来てしまって、南京における｢新

文学｣の実現は成功したとは言えない。

一方、草野心平、石川信雄などの�黄鳥�の主要メンバーは現地のラジオ放送にも関

わっていたことが確認できる
44

。｢放送劇は�黄鳥�と並行して制作され、メディアは異

なるが�黄鳥�と軸を一にする活動であった｣
45

と指摘されるように、雑誌という媒体の

ほか、ラジオというメディアを利用し、｢文学のジャンルとしての放送劇シナリオの生

きる道は大きい｣
46

とも主張していた。｢新文学｣を実現するうえで、今後は草野心平を

始めとする�黄鳥�同人らの更なる活動について詳細に調査し、引き続き探究していかな

ければならない。

付記 雑誌�黄鳥�本文の引用は�黄鳥復刻版�(三人社, 2018)に拠ったものである。
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