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A Report on the 9th East Asia 

and Contemporary Japanese-Language Literature Forum

I had the opportunity to participate in the 9th Forum on East Asia and 

Contemporary Japanese-Language Literature, an international conference 

which was held on October 16 and 17, 2021. Unfortunately, as in the 

previous year, the conference had to be held online due to COVID-19. 

However, it provided an invaluable opportunity for me to deepen my 

thinking about “glocal” culture, which was the subject of the conference. 

When focusing on the region of East Asia, it should be noted that 

“glocalism” is not unique to this global age but was also observed during 

the modern period. From the 19th to the 20th century, East Asia was 

affected by imperialism, colonialism, modernization, and westernization, the 

confluence of which created a complex cultural topography that gave rise 

to diverse “glocal” cultures. These were primarily related to the movement 

around the region of various writers and the translations, adaptations, and 

distribution of their work across borders and regions. I was able to explore 

the complex history of “glocal” culture in East Asia through the numerous 

presentations at the conference, including the main symposium “Glocal 

Culture in Modern and Contemporary Asia：Identity, Literature, and 

History.” As the COVID-19 crisis is gradually abating, I look forward to a 

time when the conference will be held offline, and am eager to share 

further fruitful discussions with participants in the future.
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個人的かつ些細な出来事から語り起こせば、最近、話題となったテレビドラマシリーズ｢パ

チンコ｣をようやく見る機会を得た。1980年代のバブル経済渦中の東京や大阪、植民地統治期の

釜山、さらに1930年代の大阪を幾度となく往還しながら、一つの家族の物語を軸に、在日コリ

アンの人々が体験せざるを得なかった悲劇的事件や国家による暴力、社会的な差別や経済的な

苦境、そして、困難や屈辱に立ち向かう人々の尊厳と情愛を力強く語ったこのドラマは、深い

印象と感銘を与えるものであった。さらに、それが韓国系アメリカ人作家ミン·ジン·リーの

小説を原作にしていること、Apple TVというグローバルなメディア·プラットフォームに

よって配信されていること、さらに、英語と日本語、韓国語が複雑に交じり、多様な出自を

持った俳優たちが演じるマルチカルチュラルな構成になっていることも含め、グローバルな資

本主義やメディア、権力とローカルな歴史や想像力、そして、その狭間を往還する人々が幾重

にも折り重なりあう、極めて現代的なドラマとなっていた。

今回参加した｢東アジアと同時代日本語文学フォーラム｣第9回大会もまた、こうした現代文

化の潮流と重なるように、｢グローカル文化｣を特集に掲げるものであった。2021年10月16·17

日に開催された本大会は、前年度と同様にCOVID-19の影響から残念ながらオンラインでの開催

となったが、｢グローカル文化｣をめぐる思考を深める絶好の機会になったように思う。とりわ

け、東アジアという地域に注目した場合、グローバルとローカルの葛藤や抵抗を孕んだ結合で

あるグローカリズムは――本大会の特集主旨においても指摘されていたとおり――現代的なア

クチュアリティを持つと同時に、きわめて伝統的なテーマでもある。すなわち、19世紀から

20世紀にかけて東アジアの諸地域は、帝国主義や植民地主義、近代化や西洋化の影響を被りな

がら、単一的な｢中央―周縁｣モデルに収まらない、支配と被支配、近代と啓蒙、権力と抵抗を

めぐる複雑な文化地勢図をモザイク状に作り出していったのであり、国境や地域を超えた作家

の移動や作品の翻訳·翻案·流通が多様な｢グローカル文化｣を近代から現代にかけて生み出し

ていったことは周知の通りであろう。

実際、こうした｢グローカル文化｣をめぐる歴史の重層性は、本大会のメインシンポジウム｢近

現代アジアのグローカル文化──アイデンティティ·文学·歴史｣にご登壇された先生方の発表

からもうかがい知ることができた。森鴎外｢魚玄機｣と李拓之｢埋香｣を事例に、日中における唐

代の詩人魚玄機に関する受容や扱いの差異を明らかにされた高潔先生、在日台湾人作家である東

山彰良(王震緒)のトランスナショナルな作家活動がいかにアイデンティティの再構築やグロー

カルな多文化共生につながっているかを指摘された謝恵貞先生、済州文学と沖縄文学を同時に考

察しながら、ローカルな場において国家·地域·ジェンダーをめぐる多様な権力や暴力がいか

に言語に作用するのか考察された孫知延先生、そして、近代化の渦中であった明治末期の日本と

スハルト政権下のインドネシアにおける知識人や文学者に対する国家の暴力や言論に対する弾

圧について鋭く分析されたバンバン·ウィバワルタ先生。それぞれの先生方が取り扱う作家や

地域、主題は様々であったが、ローカルでありながらトランスナショナルでもある文化形成の

ダイナミズムをめぐる鋭敏な感性と、｢グローカル文化｣をめぐる政治·社会·文化的力学に対す

る多角的なまなざしにおいて、それぞれのご発表は通底するものがあったように思う。
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また、今回の大会ではメインシンポジウム以外にも、個人発表やパネル発表など17の会場

が用意されており、過去の大会でお目にかかった先生方や学生の方々のみならず、初めてお見

かけする方も多数いらっしゃった。誠に残念ながら、オンラインという制約上、実際に言葉を

交わすことはできなかったが、本フォーラムが着実に国際的な研究と交流のネットワークを広

げていることを実感できるものであった。メインシンポジウムを除くと、実際に観覧するこ

とができたのは、パネルセッション｢東アジアのグローカル文化とフェミニズムゼロ年代から

イチゼロ年代の日本語文学·東アジア文学を再読する｣(代表·大橋崇行先生)と｢アジアにおける

日本大衆文学·文化のポピュラリティ｣(代表：兪在真先生)、個人発表4、そして、自身の発表も

含まれた個人発表9であった。それぞれの会場においても、本大会の主題である｢グローカル文

化｣をめぐって多様な観点から発表と議論が展開されていたが、とりわけ、上記の二つのパネ

ルセッションでは、東アジア·東南アジアにおけるポピュラー文化の移動や翻訳、女性作家た

ちによる国境を越えたつながりや文学表現などをめぐって、非常に聞きごたえのある発表が並

び、刺激を受けた。

また、次世代個人発表も10会場で20数名に及ぶ大学院生が発表をする盛況な状況で、旺盛な

研究への意欲と斬新な問題意識に満ちた発表をいくつも拝聴する機会に恵まれた。これは次世

代個人発表だけに限らないが、オフラインであれば、質疑応答の時間以外にも、休憩や懇親会

の間に直接質問をしたり、情報を共有したり、親睦を深める機会が数多く設けられていたはず

であるが、オンラインの特性上、そうした意味ある隙間や余剰がすべて切り捨てられざるをえ

ないことが大変残念だった。特に、本大会では刺激に満ちた発表を数多く耳にすることができ

たため、余計にそのような気持ちも強かったように思う。COVID-19をめぐる状況が徐々に落

ち着きを見せていることも踏まえ、来年度こそは、これまでの大会で――そして本大会で直接

挨拶はできなくとも――知り合った方々と一堂に会することができることを信じ、今からその

時を心待ちにしたい。


