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｢巡礼の旅｣のポリティクス
島崎藤村の南米訪問とその語り
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This paper considers the politics of Shimazaki T son’s Junrei no 

Tabi in 1936. In September 1936, T son visited South America to 

attend the PEN International congress in Buenos Aires and to observe 

and encourage Japanese immigrants as a representative of the 

Japanese Ministry of Foreign Affairs. His trip had an official and 

political nature as part of Kokumin Gaikou (national diplomacy), that 

aimed for advancement in the international status of Japanese 

government and Japanese immigrants. But there were some complex 

problems in the Japanese immigrant community――about Kimin-ron 

and Japanese-language education―― and T son became confused 

about the problems. Regarding the problem of Japanese-language 

education, he exhibited nationalism based on his study of Kokugaku, 

a school of Japanese philology and philosophy, and deviated from his 

position. During his trip, T son experienced impatience and 

inconvenience. For that reason, in Junrei he wrote about himself as a 

traveler and concealed his official and political mission. In this paper, I 

analyze Junrei as an escape from his responsibilities. 

Keywords Shimazaki T son(島崎藤村), Junrei(巡礼), Japanese immigrants to 

South America(南米移民), Kimin-ron(棄民論), Japanese-language education 

(日本語教育)
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1 問題の所在

1936年7月、島崎藤村は同年9月にアルゼンチン・ブエノスアイレスで開催される第

14回国際ペン・クラブ大会に出席するため、妻静子、有島生馬、そして約850名にも及

ぶ南米への移住者たちとともに神戸を出発した。そこから、シンガポール、コロン

ボ、ケープ・タウンを経て、開催地ブエノスアイレスとブラジル・サンパウロに約1ヶ

月間滞在し、ペン大会出席の合間を縫って領事館関係者や現地の日本人移民と交流、そ

の後、北米、パリ、上海を訪問し、翌年1月に帰国した。

この半年間にも及ぶ長旅を前にした時の様子を、後に藤村は以下のように語ってい

る。

しばらく国を離れるにつけ、心に掛るかずへのこともありながら、自分の胸

は二十年振りで見る海のことで一ぱいだつた。(中略)もとよりこの南米行にはいろ

へな方面からの依頼を受け、その使命をも果たさねばならず、無事帰国の上はそ

れらの報告をも斉さねばならなかつたが、それとてわたしは強ひてするやうな意識

を持たずに、多くの旅人と同じやうに、成るべく浅く浮かびあがることを楽しみに

国を離れたものである。わたしもこの年になつての旅であるから、家内引き連れ世

界の巡礼の旅にでも出掛けるやうな感が深かつた。
1
(下線：引用者)

｢巡礼の旅｣という自らが与えた名にふさわしく、藤村は行く先々で二葉亭四迷や岡

倉天心といった近代文学史上の先達から、時代や社会の力によって遠い異国の地へ押し

出された名もなき人々が残した痕跡―そこにはフィリピンで訪れた｢からゆきさん｣た

ちの墓も含まれる(pp.132-133)―に思いを馳せ、移動の時代がもたらすものの大きさに

直面することとなる。近代における移動や交通の問題は、 夜明け前 (1929-1935)から

最晩年の 東方の門 (1943)にまで通じる、藤村のライフワークの一つであった。

こうした作家自身による旅の描き方から、これまでの先行研究でもまた、藤村の南

米行きとその紀行文である 巡礼 (岩波書店、1940年)は、｢文明批評家｣藤村による思想

的営為の一環として、長らく読まれてきた。しかし、先に引用した文章の下線部に示さ

れているように、この｢巡礼の旅｣は決して作家の個人的な営為に留まるものではなく、

少なくとも南米行きに限っては、諸々の｢依頼｣の執行者としての公的な性格を持つもの

であった。だがこれまでの研究においては、こうした作家が置かれた立場の問題を抜

きに、作家個人の思想的営為に終始する問題として、この南米行きを捉えてしまってい

たのである
2
。

1 島崎藤村 巡礼 , pp.123-124. 以下、 巡礼 の引用は全て 藤村全集 第14巻(筑摩書房, 1967年)により、本

文中にページ数のみを記す。

2 剣持武彦(1996)、細川(2013)参照。ただし近年においては、金貞恵(2003)や、Michael Bourdaghs(2003)な

ど、藤村における国家主義や日本主義的な傾向を批判的に見る立場がやや優勢である。しかしこれらの論

もまた、この南米行きをめぐる公的な側面を考慮に入れていない点で不十分であると考える。
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これに対して、目野由希による一連の研究や、稲賀繁美の藤村における雪舟観につい

ての研究では、藤村の南米行きを外務省による文化政策の一環として捉え直すことの必

要性が指摘されている
3
。しかし、本稿で扱う南米における藤村のペン大会以外での活

動―特に現地の日本人移民との交流の問題になると、上記のように藤村の南米訪問の公

的性格や政治性に注目する論者においても、それを一作家としての文学的興味・関心の

問題に回収してしまう傾向が強く、移民たちを観察し交流する藤村を取り囲む政治的文

脈が見逃されがちである。

たとえば稲賀論では、藤村が背負った公的役割に注目しつつも、最終的には｢日本移

民の寄る辺なき境涯に身近に接し、文学や芸術を拠り所に励ましと労わりの志を伝える

こと｣が、藤村の中で｢公式任務にも勝るだけの重みを宿した、文学者としての真摯なる

責務へと成長した｣と結論づけられている4。だが、これから見ていくように、南米に

おける藤村の周囲には、ペン大会の活動外においても、外務省を中心とする日本国政府

や、現地の領事館とマスメディア、ホスト国政府、移民たちという、各方面からの思惑

や期待が錯綜し、様々な利害関係や立場が交差し合う場が形成されていた。そしてそこ

では、彼が何を見、何を思い、何を語るのかに大きな影響を与える力が錯綜しており、

また彼の語った言葉が、その立場の違いによっていかようにも解釈される可能性があっ

たのである。

また、藤村と移民たちとの出会いが文学の問題として読まれがちであるということ

は、 巡礼 というテクストそのものが、そうした読みを誘発しているからだといえ

る。このように考えた場合、藤村が南米の移民たちをいかに語り、また彼らを観察する

みずからをいかに語ったのかという、テクストの読みそのものがなによりも重要とな

るであろう。だが、上記の南米訪問の政治性に着目する先行研究においては、テクスト

の外部にある歴史的事実の解明が優先されているため、そうした政治性を踏まえた上

での 巡礼 の読解には、力が注がれてこなかった。前掲の目野｢南米の島崎藤村｣は、管

見の限り、移民に対する藤村の政治的役割とその限界を論じた唯一の研究であるが、こ

の点においては課題が残る。

そこで本稿では、南米移民に向き合う藤村を取り囲んでいた政治的文脈と、そこで彼

に期待された役割を明らかにしながら、国際関係や移民問題といった大きな枠組みの中

で、公的な役割を背負った作家が、そうした政治の場をいかに文学の言葉として消化／

昇華したのかについて考察したい。

3 目野｢ 東方の門 執筆前の藤村｣(2007)、｢南米の島崎藤村―国策的国際文化交流の再考｣(2007)、稲賀(201

4)。

4 このほか、佐野(2000)は、｢皇紀2600年｣に合わせたペン大会の東京招致などといったペン使節の｢国家的

なメディア｣としての側面に触れつつも、そのような公的性格とは距離をもった藤村の旅に対する｢近代の

日本人のたどった旅の跡｣の確認という内的モチーフの存在を強調し、その一環として藤村における移民

の発見を捉えている。
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2 南米訪問の公的役割と場の編成

南米における藤村を中心とする空間は、いかなる言説や政治的立場によって編成さ

れていたのか。まずは藤村の南米行きの背景を追うことから考えてみたい。

 日本ペンクラブ三十年史 (日本ペン・クラブ、1976年)では、藤村が初代会長に就任

した日本ペン・クラブの創立過程における、柳沢健を中心とした外務省文化事業部の働

きが指摘され、藤村による発足の言葉では｢小さな民間の仕事｣5として語られていたペ

ン・クラブと外務省、またその出先機関である国際文化振興会との繋がりが明らかにさ

れている。芝崎厚士(1999)によれば、1933年における国際連盟脱退後、外務省の官僚た

ちは文化交流を主軸とした新たな｢国際協調主義｣を模索し、国際文化振興会とはその取

組みの一つとして1934年に創設された組織であった。しかし、ここでの｢国際協調主義｣

は、日本の文化に対する欧米諸国からの｢誤解｣を解き、真の理解を得ることで日本の国

際的地位を改善することを第一とするものであり、国家主義に対立する概念ではなかっ

たという。また、このような外務省官僚的な｢国際協調主義｣においては、｢国民外交｣と

いう概念が重要なキーワードの一つであったが、ここでの｢国民外交｣概念もまた、親善

そのものは二次的な目的であり、官民一体となって国益のために連携して努力すること

を主眼とするものであった。

興味深いことに、この｢国民外交｣という言葉は、藤村一行の訪問に対する期待を語る

ブラジルの邦字新聞の記事にも登場している6。つまり藤村の訪問は、移民側にとって

もブラジル国内における日本人移民の立場を向上させるというメリットがあるものと考

えられていたのである。

さらに藤村が帰国後の1937年に外務省で行った講演筆録である 南米移民見聞録 の冒

頭には、藤村に対する外務省からの委嘱―｢在留邦人社会の実情視察、殊に同胞の情操の

涵養、思想の啓発等に就いての研究｣7―の存在が記されている。つまり藤村の南米行き

には、諸外国に対する外交や宣伝活動だけでなく、現地移民についての調査や教化活動

という意味合いもあったということだ。この点はまた、｢全く通りすがりの両氏に親し

く面接の機会を有たない吾らは両氏が切めて大多数在留民のこの境涯を察しこの心情を

掬みとつて欲しい｣
8
という 日伯新聞 の記事にも表れているように、藤村の訪問を通じ

て日本国内における移民に対する理解を深めたいという現地側の思惑とも一致してい

た。南米行きに際して藤村が受けた｢いろへな方面からの依頼｣とは、およそこれらの

ものであったといえよう。

それでは藤村一行が訪問した1936年とは、南米移民社会においてどのような意味を

5 島崎藤村｢日本ペン倶楽部の設立に就いて｣(日本ペン倶楽部 会報 1936年3月)。引用は 藤村全集 第13巻(筑

摩書房, 1967年, p.357)による。

6 ｢ペン使節を迎ふるの悦び｣ 伯剌西爾時報 1936年9月23日。

7 移民問題研究会｢はしがき｣ 南米移民見聞録 1937年6月より引用。

8 ｢ペンクラブ代表通過｣ 日伯新聞 1936年9月22日2面より引用。
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持つ時期だったのだろうか。1930年代におけるブラジル日系移民社会では、1933・34

年をピークとする国策による移民数の増加や、日本人植民地(コロニア)の増加、そして

それに付随する日本語小学校の建設や、邦字新聞を中心としたマスメディアの発展に

よって、急激に｢同胞｣としての共同体意識が醸成されていった。しかし、そのように国

内における日本人の存在感が増していくにつれて、ブラジル政府における排日思想も高

まりを見せ、同化への圧力が次第に強まっていくことになる。こうした流れの中、ブ

ラジル日系移民社会における1936年とは、日伯の対立するナショナリズムに対し、その

調停が模索された時期であった。ブラジル国内の思潮とどう折り合いをつけ、日本式の

文化や言語の継承を行っていくかということが、この時期の領事館関係者や言論界、教

育界における重要な争点であったのである9。

一方アルゼンチンでは、ブラジルとは異なり政府の介入を挟まない自由移民制度に

基づいていたこと、また移民は単身での青年層が多かったことなどから、かなり早い時

期からホスト社会との同化が進んでいた。そのため日本語の継承については、1920年代

初頭まではそれほど意識されてこなかったのだが、次第に日本語の喪失に対する危機意

識が芽生えるようなり、1927年における日本語講習会の発足以降、次々と日本語小学校

が設立されるようになる10。アルゼンチンの移民社会における1936年とは、そうした

日本語教育とそれに伴う共同体意識の形成・発展期として捉えることが出来よう。

以上のような政治的立場が入り乱れるなかで、藤村の訪問というイベントは、メ

ディアの力にも大いに支えられていた。藤村一行と移民たちとの直接的な交流はごく限

られた範囲であったが、その行程や発言は邦字新聞の記事によって連日報道され、移民

たちの知るところとなっていたのである
11

。先述のようにホスト社会との同化が進んで

いるアルゼンチンでは、藤村の来訪は新聞のスペイン語のセクションにも取り上げら

れ、大きく報道されていた12。また藤村の方でも、邦字新聞の伝える記事によって移民

たちの反応を伺っていた形跡が見られる( 巡礼 pp.184-185)。

また移民たちの実情についても、領事館関係者はもちろん、新聞社の人々を通して

藤村に伝えられることが多かったようである。アルゼンチンの新聞社については不明

な点が多いが、サンパウロにおいて藤村と関わりをもったのは主に 伯剌西爾時報 の記

9 その後、1937年以降には、それまでは穏健な姿勢を維持する傾向にあった日本移民側にも、旧在聖日本人

学校父兄会の日本人文教普及会への改組など、国粋主義的な教育を進める動きが見られるようになる。ま

たこの辺りから邦字新聞における日本国内の新聞社による記事の転載が開始されたこともあり、移民社会

におけるナショナリズムは一層強まっていった。それに対してブラジル政府側は、1938年には日本語教育

を禁止し、各地の日本語学校を閉鎖に追い込み、また1941年7月には日本語新聞の発行を禁止。そして太平

洋戦争勃発後には、アルゼンチンを除く南米諸国において日本との国交が断絶され、移民たちは祖国の状

況を知ることができないまま、終戦を迎えることになる( ブラジル日本移民百年史 第3巻(2010)、 ブラ

ジル日本移民百年の奇跡 (2010)参照)。

10 以上、大島(1931)、山下(1991)参照。

11 例えば藤村がブエノスアイレスの文科大学講堂とサンパウロのイタリア倶楽部において二度公演した｢近

代日本における文学発達の経路｣は、管見の限りでは 亜爾然丁時報 1936年9月19日2面、 伯剌西爾時報 9

月28日5面・30日6面、 聖州新報 9月26日3面においてその公演筆記が全文掲載されている。

12  亜爾然丁時報 1936年8月29日ほか参照。
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者たちであり、深沢正雪によれば同紙は1919年8月31日にブラジル移民会社の機関紙と

して創刊され、移民の不平を抑えるための封建道徳を説くなど体制に親和的な性格をも

つものであった
13

。特にこの時期の 伯剌西爾時報 では、先述の対立する日伯ナショナ

リズムの調停を図る伯主日従主義的な論調が目立つ。この点は、藤村が見た南米がどの

ような政治的立場に基づくものなのかという次節以降で考察する課題にとっても看過で

きない問題である。

一方では外務省を中心として、国際社会における理解を高めたいとする日本政府、他

方ではブラジル国内における文化摩擦を回避し、それでいて日本人移民の立場の向上を

目指す現地の領事館やマスメディア関係者を主としながら、南米における藤村を取り囲

む場は編成されていた。そしてこれらに加えて忘れてはならないのが、藤村が実際に

出会い、その声を聞こうと努めた移民たちのことである。彼らもまた、藤村との数少な

い接触の機会の中で、彼ら自身の声を届けたいという切実な想いを抱えていた。以下に

見ていくように、そうした声の数々は藤村の視点や発言にも少なからぬ影響を与えるこ

とになるのである。

3 ｢移民｣か｢棄民｣か

こうした中で、藤村が見た南米移民の姿とはどのようなものだったのだろうか。本

節および次節では、 巡礼 と 南米移民見聞録 (以下 見聞録 と略)の記述をたよりとし

ながら、特に移民社会における｢棄民論｣と移民子弟の日本語教育の問題を中心として考

察していきたい。というのも、この2つのテーマは、当時の南米移民社会や移民論にお

ける重大な争点であり、藤村もまた、これらの問題について深い関心をもち、多くの記

述を残しているからである。

真の日本民族の発展とは、たゞへ横に展がりさへすればいゝといふやうな、

そんなものだろうか―むしろわたしはその点に思ひを潜めながら、皆の話に耳を傾

けた。あの玉川ガアデンの方である人から聞いて来た｢移民か、棄民か｣の言葉も心

に掛り、新嘉坡日本人小学校での校長の話も聞捨てにはならなかつた。その意味か

ら言つても、わたしは自分自身の眼にたよること以外に、どう判断の下しやうもな

いと考へ、これから遠く南米のかなたに多くの同胞を訪ねることをも楽しみに思つ

た。( 巡礼 , p.136)

南米へと向かう旅の中で、藤村はしばしば南米移民の実情に対する人々の言葉を耳に

している。上記はシンガポールに立ち寄った際、日本料理店と日本人小学校で耳にした

噂を記したものだが、南米移民の実情についてはシンガポールにおいても不明な点が多

13  ブラジル日本移民百年史 第3巻(2010)第2章参照。
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く、｢悲観論｣と｢楽観論｣の双方が入り混じっている状態だった。その混乱した言説は

 見聞録 にも詳細に記されているが、
14

結局のところ誰も南米での様子を実際に見てい

ない以上、どちらとも判断しかねる状況であったのである。

こうした南米移民をめぐる悲観的・楽観的憶測は、船中においても繰り返し藤村の注

意を惹くものとなっている。例えば、船中の床屋の亭主は、南米へ向かう移民たちには

到着後の行き先が示されていないこと、移民勧誘書に書かれてあることを鵜呑みにして

｢濡手で粟を掴むやうな工合に愉しい生活を夢みて｣来る者の多いことなど、移民政策に

おける問題点を藤村に諭すのだが、一方では船中での生活に不平を言うばかりで船員に

当たり散らす移民への不満をも顕わにし、｢さも慨歎するやうな口調で｣、｢どうせ国で

は要らない人達なんでせうからね｣と本音をこぼす。その一方で長年移民の出発を見

送っている船長などからすれば、｢移民の素質｣は｢近頃では余程改善され｣ており、現地

のほうでも｢普通に働けるものであつたら、誰でも相応に働き甲斐のある仕事にはあり

つける｣らしく、以前に比べて悲観すべき状況でもないという。しかし、そうした立場

の人々においても、国の移民政策について何の不満もないというわけではなく、移民の

生活改善のためには、より大きな資本が必要とのことであった( 巡礼 pp.166-167)。

これらの声を聞く中で、藤村は次第に、この南米行きにおけるみずからの使命を感

じるようになる。それが、上記引用のような｢自分自身の眼｣をたよりに、南米移民の実

情を捉えることであった。しかし、現地に到着した藤村が見聞きしたものは、わずか1

か月ほどの滞在期間では判断の下しようもない、多様な移民たちの姿であった。

先述のように、現地における藤村の側には、常に領事館関係者や新聞記者といった

人々が同行し、彼らの案内に沿って藤村の見聞は形作られていた。領事によって紹介さ

れる移民の大半は、藤村の眼には｢頼母しげ｣(p.180)に映るものであったといえる。た

とえばアルゼンチンにおける伊藤清蔵( 巡礼 ではI博士とされる)、この人物は南米移民

の草分け的存在で、｢農業と牧畜と森林経営とに関する博い智識を有し、多年寝食を忘れ

た研究と経験との結果｣、｢｢亜国邦人農牧界の一人者｣と言はるゝほどの閲歴｣(p.189)の

持ち主であった。また同地で 一移民の汗の手記 (｢別に題して 南米雑録 ｣)という自著

を藤村に手渡したY君―山岸晋斉もまた、成功者の一人といっていい(pp.202-205)。さ

らにブラジルにおいても、カンピイナス農場で藤村が出会ったのは｢最早好い年配では

あつたが、どうしてなかなかの元気で、その物に構はない風采と多年の経験を積んだ勇

健な体躯とは関東地方あたりの耕地に働く老農を思ひ出させるやうな｣、｢練達勤勉な｣

農家の主人であり、この主人は｢南米生活の楽しさを語り、自分等は国に帰らうと思つ

たこともない｣と語るほどであった(p.217)。

こうした、移民の中でも成功者の側に入る人々との接触の多さには、領事館関係者を

はじめとした、移民政策を進める側にとって好ましい移民観を藤村に植え付けようとす

る思惑が見え隠れしている。しかし一方で、藤村を前にしてふと漏らされる移民たちの

14 前掲｢新嘉坡邦人の南米移民観｣ 見聞録 参照。
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本音―サントスの日本人村で出会った老婦人の｢日本の方で言つたら、まるで乞食のや

うな態でございますよ｣(p.179)という言葉―や、サンパウロに在住するドイツ文学研究

者で、藤村とは旧知の仲であった中島清( 巡礼 ではN君)の語る言葉には、楽観的で安

易な判断を許さない切迫した移民たちの姿があった。サンパウロからリオへ向かう汽車

の中で、藤村は中島から送られてきた手紙を開き、｢サンパウロ市に於ける日本人社会

は、殆ど日本における生活の延長と言つても不可なく、真の日本移民の生活状態はどう

しても奥地に行かなくては見ることを得ない｣(p.231)という言葉を受け取る。みずから

の見てきたものが移民社会の表層にすぎないことは、実は彼自身が痛感していることで

もあった。そして、せめてもの気休めとして、藤村は車窓から見えるブラジル内地の

｢荒い自然｣(p.233)を目に焼き付けようとするのである。

このように、｢移民か、棄民か｣というシンガポールで受け取った問いの答えを探す

ことは、少ない滞在期間で、それも領事館関係者やそれと親和性の高いマスメディアに

よっていわばお膳立てされた旅においては、至難の業であった。北米出発の直前、藤村

はこれまでの見聞をもとに｢自分の狭い見聞の範囲からそれに答へねばならないやうな

時が来た｣(pp.241-242)と自らの応答責任を果たそうとするのだが、その後に続く言葉

は、以下の様なものであった。

世には末の末まで面倒を見るおもんぱかりもなく、国内人口激増の調節といふと

ころから割り出して、たゞへ多くの同胞を海の外へ送り出せばいゝと考へるやう

な傾きがないとは言へないが、真の民族の発展とは、横にひろがりさへすればいゝ

といふやうな、そんなものではあるまいとは、何等かの形でわたしの言ひあらはし

たいと思ふところであつた。( 巡礼 , p.242)

ここでの藤村は、単なる人口増加対策として現地の真実を伝えず、また送り出した

後には適切な支援をしないという移民政策の無責任さに、明らかに批判的な眼差しを

もっている。しかし、｢傾きがないとは言へない｣といった表現、また｢真の民族の発展

とは、横にひろがりさへすればいゝといふやうな、そんなものではあるまい｣といっ

たシンガポール滞在時の述懐の単なる繰り返しといった部分からは、表立って批判し切

れない歯切れの悪さが目立ち、自らの置かれた立場に対する重圧・抑圧の影が見える。

またこうした明言を避ける歯切れの悪さは、自らの見てきたものに対する自信のなさに

由来するものでもあった。ブエノスアイレスにおいて、藤村は現地の文学青年たちか

ら 亜都文学 等の｢種々な印刷物｣を託されるのだが、そこに込められた｢南米のまこと

の姿を母国の人達にも伝へて欲しい｣という想いは、｢自分ごとき旅行者の身｣には｢容易

な注文とも思へ｣(p.219)ず、その責任を持て余す様子が記されているのである。

このように、移民の実情に対峙しようとする藤村の周囲には、各方面からのそれぞ

れの立場に基づく意見が交錯しており、 巡礼 に描かれているのは、それに翻弄されな

がらも限られた立場の中で応答を試みようとする藤村の姿だといえる。しかし、次節で
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考察する移民子弟の教育問題については、藤村は自らに与えられた立場をはみ出し、現

地の政府関係者にとっては不都合な発言を残すことになるのである。

4 子弟の日本語継承をめぐって

本節では、移民社会における二世三世の日本語継承の問題をめぐる様々な立場の拮抗

と、それに対する藤村の反応について考察する。先述のように、この問題に関する藤村

の反応には、外務省や領事館関係者、およびそれと立場を同じくするマスメディアに

とって、不都合だといえるものが現れることになる。そしてこの背景には、藤村の国

学需要に基づく日本語観が深く作用しているのである。

まずは当時における移民子弟の言語状況について見ていこう。ブラジルにおいて

は、第2節で言及したように、移民の増加にともない農村部の各地で日本人村が形成さ

れ、日本語を主とする子弟教育が展開していた。その一方で藤村が訪れた都市部におい

ては、ポルトガル語と日本語の二言語・二文化状況が農村部とは比較にならないほどに

進行していたという。またアルゼンチンでは、こちらも先述の通り、都市部の移民た

ちはスペイン語中心の生活を送っており、そのために子弟への日本語継承はかなり困難

な状態になっていた
15

。

このような状況のもと、特にブラジルにおいては子弟の日本語教育のあり方をめ

ぐって、大きく分けて3つの立場が拮抗していた。第一には、排他的・閉鎖的性格を

もった国粋主義で、日本国内と同様の日本語による愛国教育を支持する立場。第二に

は、いずれ日本に帰国することを想定した子弟教育観で、ポルトガル語による教育も行

いつつも、あくまでも日本語教育を重視する日主伯従主義の立場。そして第三には、ブ

ラジル永住を想定し、日本語教育を補足的なものとして捉える伯主日従主義の立場であ

る
16

。これらのうち藤村が多く関わった領事館関係者とマスメディアは、先述のように

ホスト社会との摩擦の解消を図ろうとするため、伯主日従主義の立場からメディア上で

の議論や啓蒙活動を展開していた。

こうした関係者の中の期待を読み取るように、サンパウロ滞在中の藤村もまた、日

伯間の文化の衝突を避け、移民側・ホスト社会側双方が柔軟な姿勢をとることを求める

ような発言を行っている。 巡礼 十｢南米事情の二｣に記されているブラジル人記者と移

民子弟を同席させた日本語教育をめぐる懇談において、ブラジルで生まれた子弟たちへ

の日本語教育の意義を記者に尋ねられた藤村は、以下のように答える。

いかなる国にも歴史の運命は潜んでゐて変化し発展することは言ふまでもない

15 以上、根川(2012)、山下(1991)参照。

16 前山(1982)参照。
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が、しかしその盛衰は外来の刺激に深い関係のあることを忘れてはなるまい、文化

の基礎とも言ふべき言語に於いて殊にその感が深い、今日のブラジルから見れば日

本語も外国語ではあるが、それを学ぶに便宜の多いわが第二世によく習得せしめる

なら、日伯文化交流のなかだちとなり、やがてはブラジルの言葉そのものを豊富に

する結果ともなるであらう。(p.223)

この回答の背景には、｢ブラジルあたりへ移民を送るといふことは、朝鮮や台湾へ同

胞を送り出すのとは余程事情を異に｣し、｢一つの独立した国にはそれべの歴史があ

り、又、それべの教育もあるわけだから｣という考えがあり、藤村のアジアの植民地

に対する姿勢を図らずも露わにすることとなっているのだが、この点については後述

する。ともかくも、ここで藤村はホスト社会の立場を考慮に入れつつ、一方で子弟たち

が言語を学ぶ自由を尊重するという｢柔軟な｣態度を示しており、それは同席したブラジ

ル人記者の満足を得ることにもなったのである。このような藤村の発言は、領事館やマ

スメディア関係者にとっても歓迎すべきものであり、藤村帰国後の1936年10月21日の

 伯剌西爾時報 家庭欄には、｢伯国生まれの小供はブラジル国民に・日本語教育は民族性

発揮の為｣という見出しのもと、懇談会における藤村と有島の発言が引用され、伯主日

従主義の立場を啓蒙するものとして利用されている。

しかし旅の中では、子弟における日本語や日本人としての｢素質｣の｢喪失｣を嘆き、

日本語教育を重視する立場の声もまた、藤村の耳に入ることになる。そしてこうした声

を受けながら、藤村自身もまた、自らの立場に期待されている範囲からははみ出してし

まうような視点をもつようになるのである。 巡礼 六｢大和撫子｣では、ブエノスアイ

レスの日本人小学校を訪ねた時の様子が語られるのだが、そこでは子どもたちの様子を

観察しながら、｢彼等の遊び友達はなんにもさういふ言葉を知らない。その使ひ方も、

その陰影も。まして、その中に籠もる言葉の生命をも｣(p.183)というように、子供たち

における日本語の｢喪失｣を受け取る藤村の感傷が描かれている。

さらに、同地の子どもたちを集めてのお噺会では、｢桃太郎｣の話をした後、会の最

後に子弟の一人が藤村たちに歌のプレゼントをするのだが、この時の藤村もまた、以下

の引用のように、ホスト社会への配慮や同化の必要性にはある程度の理解を示しつつ

も、子供たちにおける日本語の｢喪失｣という観念に囚われ、その感傷を露わにするので

ある。

その日、聴衆席のうしろの方には巧みに西班牙語をあやつるやうな男女の学生が

集つて来てゐたが、その中には早熟な額つきの眼をひくものもあつた。やがて一人

の選ばれた少女が聴衆の中から立つて、特にわたしたちのために日本の唱歌を歌つ

た。見知らぬ故国の言葉もめずらしげに歌ひ出づるその少女こそ、第二世そのもの

であつた。旅に来て、わたしもその時ほど涙の迫つたこともない。(p.185)
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上記のように、アルゼンチンでの子どもたちの様子を記すこの章には、｢大和撫子｣

という題がつけられている。このように、子弟の言語状況を日本語の｢喪失｣として捉え

ているにも拘わらず、敢えて彼らを異国に咲く｢大和撫子｣とする逆説的な表現には、藤

村における特徴的な日本語観を読み取ることができる。つまり、ここでの｢大和撫子｣の

論理とは、そもそも藤村が日本語を子弟たちにおける｢本質｣―前提としてしかるべきも

のとして捉えているがゆえに、それが｢喪失｣しているという考え方が可能になり、そ

してその｢喪失｣こそが、子弟に対する藤村の特別な感傷を引き起こすというものなので

ある。

酒井直樹は、18世紀における国学をはじめとした古代日本語研究が、｢透明で均質で

雑種性をもたない純粋日本語｣という理念を古代に仮設し、現在においてすでに｢喪失｣

されたものとして捉えることではじめて可能になったと論じた17。藤村が｢喪失｣を仮設

することで子弟たちを｢大和撫子｣―｢日本人｣でも｢日本の子供｣でもなく―と表象する背

景には、フランス渡航時以来の国学への傾倒が大きく影響しているといえる。

そしてブラジルにおいては、藤村のこうした日本語観が、結果として日伯間の政治

的緊張を高めることになってしまう。詳しくは前掲の目野論を参照されたいが、ブラジ

ル外務大臣を訪問した藤村は、そこで移民子弟における日本語教育の必要を訴えるのだ

が、それがブラジル政府内の警戒を呼び、日本政府への警告という形になって現れてし

まうのである18。また、こうした藤村の中にある強烈な日本語すなわち｢国語｣への意識

は、以下のような他者との分断をも生んでしまうことになる。

今度の船中でその代表の一人にめぐりあつた時はわたしもいろへ思ひ出すこと

は多かつたが、(中略)ともあれ、この人なぞは自分等のやうに国語といふものをも

たない。したがつてまた国の苦労といふものをもたない。猶太人とてさう理論のた

めに人間を犠牲にする人ばかりでもなからうが、自分等とは苦労が違ふから、国際

連盟脱退後の日本に対して同情も薄く、自然自分等の立場を誤解してゐるやうな語気

の多いのも、その由来する源は遠いやうに思はれる。(p.246)

これは、南米を辞してニューヨーク港へ向かう船中で、ペン代表の一人であるユダ

ヤ人亡命作家
19に出会った時の述懐である。ここでの藤村は、この作家の置かれている

状況―ドイツからの亡命を余儀なくされている状況―には全く無理解なまま、彼の日本

に対する無理解を非難する。この記述は、ペン・クラブ的な｢国際協調主義｣どころか、

積極的に他者との分断を生もうとするものであり、批判の対象となっても仕方のないも

のであろう。先述の、アジアの植民地に対する藤村の認識にも、同様のナショナルな枠

組みが生む排除や抑圧に対する無自覚さを見ることができよう。しかしながら上記に引

17 酒井(1996), pp.186-188参照。

18 目野｢南米の島崎藤村―国策的国際文化交流の再考｣(2007)参照。

19 M・ボーダッシュ前掲書によれば、この人物はおそらくH.Levickとのことである。
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用した文章からは、国学受容に基づく日本語観やナショナルな枠組みに囚われながら

も、そうした範疇を容易に越えていく現実に直面した藤村の、戸惑いや苛立ちが露わに

なっているとも考えられるのである。

5 逃避としての｢巡礼の旅｣

それでは、以上のような南米訪問の公的・政治的な意味合いと、現地における藤村の

周囲の状況や、彼自身の反応をふまえた上で、こうした体験が 巡礼 の中でどのように

位置づけられているのかについて考察していきたい。

1937年1月の帰国後、一時中断を挿みながらも同年5月から1940年1月まで 改造 誌上

に連載され、同年2月に岩波書店から刊行された 巡礼 は、大きく分けて往路編・南米

編・復路編の3部構成となっている。そのうち神戸からシンガポール、コロンボ、ケー

プ・タウンを経てリオに到着するまでを描いた往路編と、ブラジルを辞してニュー

ヨークからボストン、デトロイト、ワシントンを回り、フランスからマルセイユ経緯

で帰国するまでを描いた復路編では、各地へ渡った日本人の残した痕跡と、20年前のフ

ランス行きの旅を参照系とした世界における日本の立場の変化についてが、主として語

られている。

特に興味深い点は、四｢阿弗利加の南端｣で語られるアパルトヘイト下のケープ・タ

ウンの様子で、ここでの藤村は｢白人｣による｢有色人種｣への差別に反発しながらも、

｢名誉白人｣たる日本人の位置をことさら詳細に記し、それを世界における日本人の立場

の｢向上｣として語っている。ここに顕著にあらわれているように、藤村の語りは基本的

には、世界における日本人の｢発展｣や｢貢献｣といった、進歩史観的な見方に基づくもの

であり、移動がもたらす正の側面を重視するものとなっている。

こうした前・後編に共通する語りの中で、その間にある南米編の語りはどのような

特徴をもっているのだろうか。まず注目したいのは、以下の引用に見られるような、

自身の立場に対する過剰な言及である。

さういふわたしは、そんなに深く入つて見るつもりでこの旅に上つて来たもの

でもないから、この地に来て一部の人達から起る排日の声なぞを聞きつけることは

あつても、それを突きとめることは出来なかつた。(中略)むしろわたしは同胞移民

に理解あるブラジル人の声を聞き、自分の旅の心を軽くしたいと願つた。(p.228. 下

線：引用者)

ここは｢南米事情の三｣として、ブラジルにおける排日運動の存在について言及した

部分であるが、下線部の｢そんなに深く入つて見るつもりで…｣という表現は、実は本稿

の第1節で引用した 巡礼 冒頭部にも登場する表現である(p.124)。また、上記引用の後
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半部分では、排日問題の存在は認識していても、敢えてそれに目をつぶることで｢自分

の旅の心を軽くしたい｣という率直な想いも語られている。つまり、ここでの下線部の

表現は、南米の移民社会における様々な問題に対して、それを判断し切れない自身の存

在を合理化するものとして登場しているのである。

同様に、本稿第3節で言及したアルゼンチンにおける文学青年たちからの要望に対し

て、｢自分ごとき旅行者の身｣には荷が重いと語り、そうした旅人としての自分は｢おの

づから眼に触れ耳に触るゝものがあるだけにも満足しなければならない｣(p.219)とみず

からを言い聞かせるような表現は、冒頭における｢多くの旅人と同じやうに、成るべく

浅く浮かびあがることを楽しみに｣する｢巡礼の旅｣(p.124)という表現と響き合うものと

なっている。このように、南米編においては、本文の冒頭で提示された旅のあり方や旅

人としての｢わたし｣のあり方を過剰に再確認し、そのように自らを単なる通りすがり

の旅行者として描くことで、肥大化していく責任とそれを果たし得ないことに対する憂

鬱や苛立ちから解放されようとする意識を見ることができるのである。

第1節で述べたように、これまでの先行研究においては、旅の背景にある藤村が担っ

た公的な役割を指摘する論者の中でも、藤村の移民たちに対する眼差しを彼個人の文

学・思想的営為の問題として位置づける場合が多かった。本稿では、こうした読みが藤

村の旅の語りそのものに由来するのではないかという視点から、藤村の周囲の状況とと

もに 巡礼 の語りそのものにも注目してきたわけだが、以上の考察を踏まえると、近代

における日本人の辿った跡をめぐる｢巡礼の旅｣というテーマは、藤村が移民社会の視察

者として負った大きな責任から逃れるための隠れ蓑にもなっているということができ

るだろう。

さらにこうした藤村における逃避は、 巡礼 六｢大和撫子｣に記されている｢桃太郎｣

の話にも見出すことができる。アルゼンチン滞在中、第二世の子どもたちに向けて藤村

が語った｢桃太郎｣には、｢遠い鬼が島も今は変つたであらう、そこには最早赤鬼や青鬼

も住まなからう｣というように、桃太郎と対立する鬼の存在が消去されている。つまり

ここでは、鬼のいなくなった鬼ヶ島において土を開き、｢昔は鬼の住む荒れた島｣を、

｢人の住み得る楽しい土｣(pp.184-185)に変える桃太郎に、移民の姿が重ねられているわ

けだが、現実の移民たちに立ちはだかる困難をすべて無化したこの南米の｢桃太郎｣もま

た、藤村における逃避の一つとして捉え直すことができるだろう。こうした旅の途中

のおとぎ話も含めて、 巡礼 というテクストからは、移民や文化の接触をめぐる複雑な

政治的力学と、そこにおいて逡巡し、逃避する作家の姿をうかがうことが出来るのであ

る。

とはいえ、こうした藤村におけるいわば文学への逃避には、単に国際政治という大

きな枠組みを前にした無力な個人、というだけにとどまらない問題もある。第4節で見

たように、ナショナルな枠組みを超越する現実に対して、敢えてその｢失われた｣ナ

ショナルなものを、｢大和撫子｣や｢大和言葉｣20というように文学的な感傷として語る彼
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の姿には、｢巡礼の旅｣と同様の逃避の論理を見出すことができる。藤村における逃避の

帰結として書かれた 巡礼 は、こうした個別性を排したナショナルなものへの回帰と、

それが生む他者への抑圧や排除という危険性をも孕んでいるのである。

6 おわりに

これまでは、1936年9月における藤村の南米訪問を、日本側と移民側またはホスト国

側からの様々な利害関係や思惑が交錯するなかでの公的任務として捉え、そこで生まれ

る力の作用が、藤村にどのような移民像や移民に対する発言を形成させたのかについて

考察してきた。藤村の南米訪問とは、国際連盟脱退後の日本が模索した新たな｢国際協調

主義｣に基づく｢国民外交｣であり、そこでは官民一体となって世界における日本文化の

理解に努め、国際社会における日本の立場を向上することが第一とされており、またこ

うした理念は現地の移民社会においても共有されていた。さらにこの訪問は、移民社会

の実情の視察という意味も帯びており、現地での藤村は移民たちの｢同胞｣として、彼ら

の日本政府・日本社会に対する訴えを受け止め、伝達する役割をも背負っていたのであ

る。

しかし、現地における藤村の周りを取り囲んでいたのは、｢移民か、棄民か｣、また

は日本語の継承を重視するか、しないかといった、様々な政治的立場や思惑が交差する

空間であり、彼が何を見聞きし、そして語るのかに大きな制限を与え、時にその立場を

翻弄させる力の作用であった。こうした中で、藤村は自らが見聞きできる範囲の狭さを

痛感し、また時に自らに許される発言の範囲を越えて感傷や苛立ちを露わにすることも

あった。第3・4節で見た藤村の言葉の不明瞭さや他者への苛立ちにあらわれているよう

に、全体として、南米における藤村は、その見聞や発言の範囲に対する不自由さを抱え

ていたといえる。

そしてこうした不自由さは、公的な使命を背負った自分を旅人としての｢わたし｣と

して語り直すという逃避のかたちとしても顕在化していた。第5節において確認したの

は、複雑で慎重さを要するような政治の場や、｢国民｣や｢国語｣といった既存の価値観を

容易に超えていく現実を目にした藤村が、それをいかに文学の言葉として語り直し、文

学の場に逃避したのかということであった。同節では、そこで逃避の対象とされる｢大

和撫子｣や｢大和言葉｣といったナショナルなものが孕む危険性についても言及した。

 巡礼 をめぐる以上のような特徴や問題性は、その後の藤村のテクストにも引き継

がれていると考えられる。1942年から連載が開始され、藤村の死によって未完の小説と

なった 東方の門 の冒頭では、｢天の岩戸｣神話をモチーフにした、幕末におけるシーボ

20 南米に赴く際、藤村は、佐佐木信綱、太田水穂とともに選定した直筆の｢大和言葉の碑文｣を、ブラジルに

おける子弟に向けた｢置土産｣として持参している。この碑文については別稿で論じる。
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ルトとその門下生たちとの交流が描かれるのだが、その平和的な国際交流のあり方に

は、南米の｢桃太郎｣と同様の逃避の論理があるように思われる。また執筆以外の活動に

おいても、同年11月における第1回大東亜文学者大会での万歳三唱など、藤村における

国策との関わりをどのように評価していくのかについても多くの課題がある。詳細は別

稿に譲るが、｢巡礼の旅｣がその後の藤村にもたらしたものの影響は、1940年代前半の文

学を考える上でも、重要な意味を持っているのである。
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