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｢満州文学｣における大内隆雄の翻訳活動
｢満人作家｣の理解者、代弁者として

単 援 朝
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In this paper I explain the position of Takao Ouchi's translation 

work in Manchu literature. At the time he was writing, in Manchuria 

Japanese authors didn't attempt to study the Chinese language, and 

Chinese authors also refused to write novels in the Japanese language. 

In that situation, through Ouchi’s translations, for the first time people 

in Japan knew of the existence of the Japanese literature of 

"Manchukuo" and became familiar with Chinese literature, while the 

Japanese Manchukuo authors became acquainted with Chinese 

authors’ works and the darkness that characterized them. Thus, his 

translation work, which is faithful to the darkness in the Japanese 

language, widely disseminated the power of Manchu literature. Then, 

Chinese literature took the leading role in Manchu literature, and it 

became a relative of Japanese literature.

Keywords Takao Ouchi(大内隆雄), Translation(翻訳), Chinese(中国語), Japanese(日

本語), Darkness(暗さ)
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1 はじめに

｢満州国｣の｢日系文化人｣の中で同時代の｢満系作家｣の作品を最も多く翻訳、紹介した

のは大内隆雄であり、日本語に訳された｢満系作家｣の作品の大半は彼の手によるもので

ある。大内隆雄の翻訳活動は｢満州文学｣の重要な一部分として注目され、岡田英樹氏の

研究
1を始め、日中両国における従来の研究では翻訳の動機、特徴、実績などについてす

でに多くの事実が解明されたが、｢満州文学｣の実態と位相を｢満系文学｣と｢日系文学｣の

関係を中心に捉える場合、それをいかに評価すべきであるかという視点が欠けている。

本稿では、この視点から大内の翻訳活動をトータルに考察し、｢満州文学｣における位置

づけを試みたい。なお、考察において翻訳の動機より結果を重視する立場をとる。

2 大内の翻訳活動の背景と役割について

大内隆雄の翻訳活動を考えるには、まず｢満州文学｣を取り巻く言語的、文化的状況に

目を向けなくてはならない。言語も理念も異なる｢満系文学｣と｢日系文学｣は｢満州文学｣

という名の元にどのように共存していたか。当時の状況を知る手がかりに｢日系作家｣の

代表的な一人に数えられる北村謙次郎の戦後の回想記があり、彼はその中で中国語文芸

誌 芸文志 の創刊に触れて次のように述べている。

筆者らも創刊号から寄贈を受けていたが、(中略)半分も満足に読了し得ないの
ママ

は

(他の日系作家も、いづれも筆者と同じ文盲である)逆に彼ら満系作家が、いづれも

自由に日文をこなすのに比べ、些か恥じ入らねばならぬことであつた。彼らは小学

校教育から日本語を必修科目にされるので、日本文を読み聞きするのに不自由しな

いといつてしまえばそれきりだが、ことさら民族協和の文芸を標榜する筆者らが、

自由に中国文をこなせないということは何としても残念で｢この機会に中国白話文の

勉強を｣と思い立ちながら、満州滞在中、遂にその事が成就せずに終わつたのは怠慢

と譏られていいことであつた。
2

これによって、北村謙次郎自身を含む｢日系作家｣のほとんどが中国語の｢文盲｣だっ

たこと、また｢怠慢｣ということばにうかがわれるように、そうした状況を自分の努力

で変えようとしなかったことが明らかにされている。と同時に、｢満州国｣では日本語

が｢満語｣(中国語)とともに｢国語｣に定められ、政府当局がとりわけ日本語教育に力を

入れてきたことも明らかになるのである。当時文壇の中心で活躍した評論家の木崎龍

も｢ 原野 について｣という一文で言語の問題にふれて、

1 岡田英樹 文学に見る｢満州国｣の位相 (東京：研文出版, 2000).

2 北村謙次郎 北辺慕情記 (東京：大学書房, 1960), p.120.
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文話会で､吾々自身の作品ばかりでなく、いやそれ以上の興味と期待とで、満系

作家の文学が問題にされてゐたのは、決して最近のことではない。しかも、言語の

障害のために吾々の多くがそれらに親しく触ることが出来ず、従つて古丁さんなど

と話しても、表面的な堂々巡りばかりで、そこから掘りさげて、つつこんで話し合

ふという所までゆかず誠にいらだたしく物足りない想ひであつた。だから、吾々も

うんと支那語を勉強して、などと古丁さんたちと笑ひあつたりするのが落ちだつた

のだか
(ママ)

、それとて急場の間にもあふことではなかつた。
3

と述べている。同時代の証言として、彼が明らかにしたように、｢日系作家｣と｢満系

作家｣の間に横たわっている最大の障害は｢言語の障害｣である。｢文話会｣に陣取って｢民

族協和の文芸｣を標榜する｢日系作家｣たちが｢満系作家の文学｣に強い｢興味と期待｣をもっ

たのは｢満洲国｣の文化建設のためにほかならなかった。彼らは｢満人作家｣を｢建国精神｣

に則った｢満洲独自｣の文学の創造に巻き込もうとするが、自ら中国語を勉強して｢言語

の障害｣を克服しようとしなかった。その理由は、後掲の北村謙次郎の回想にあった｢支

配者顔｣4ということばがヒントになる。要するに、｢支配者｣として｢満洲国｣に君臨する

日本人は必要性を感じながらも、その立場上進んで中国語を勉強するわけにはいかな

かったのだ。このことは、おのずから｢五族協和｣の虚妄性を物語っている。

一方では、｢自由に日文をこなす｣｢満系作家｣の多くは｢言語の障害｣がほとんどない

はずなのに、文学表現の場で頑として｢日文｣を拒否するスタンスをとっている。例え

ば、｢満系作家｣の代表格といえる古丁は日本国内の評論家浅見淵の｢日本語で小説書く気

はありませんか｣という質問に対し、｢感想随筆ならば場合によつて書かないこともあ

りませんが、小説だけは絶対に日本文では書かないつもりです｣5と答え、自らの立場を

隠そうとしなかった。古丁のみでなく、｢満人作家｣たちは大体この立場を貫いてきたの

である。もちろん、例外がなかったわけでもない。一部の、特に日本帰りの作家が日本

語による創作を試みたことも事実だが、そうした行為は直ちに他の｢満系作家｣から批判

され、ボイコットされるのである。一例を挙げれば、作家、評論家山川草草(本名花喜

露)は｢前にかつて 新しき感情 を出した作者は、ある日本人作家から｢どうして日本語

で詩を書くか｣と聞かれたことがある。私はこの質問が正当なものと思う。というの

は、トウモロコシ粉を根底に置いた文学作品は、満洲国民に最も近い形式をとるべき

で、かつ満洲的であったほうが相応しいからである｣
6
として、｢日本語で詩を書く｣こ

とに反対の立場とその理由を表明するのである。ここの 新しき感情 とは作家王度(当

時杜適民の筆名を使う)が日本留学中東京で出した日本語による詩集で、出版後すぐ発禁

3 木崎龍｢ 原野 について｣( 満洲文話会通信 ). 大内隆雄 満洲文学二十年 (国民画報社, 1944, p.268)より再

引用。

4 北村謙次郎 北辺慕情記 (東京：大学書房, 1960), p.147.

5 浅見淵 満洲文化記 (新京：国民画報社, 1943), p.171.

6 山川草草｢向何処去｣(銭理群主編/封世輝選編 中国淪陥区文学大系 ․ 評論巻 , 南寧：広西教育出版社, 1998), 

p.61.
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処分にあった。それにもかかわらず問題にされたのは日本語で書かれたからである。

山川草草からみれば、詩集の中身はともかく、日本語で書くことは文学の伝統と性格に

関わる問題として納得できなかったのだ。文学表現の場で日本語を拒否する姿勢は間接

的ながら、｢満州国｣の植民地化への抵抗の一つとなるのである。

浅見淵との問答で日本語による小説創作の可能性を明確に否定する古丁は、その理由

について｢書いて書けないことはないが、日本文ではどうしても満文の持つてゐるニユ

ウアンスがでません｣
7
と付け加える。木崎龍が古丁らとの交流で体験した｢物足りない

想ひ｣を想起すれば、これは建前でありつつ本音でもあると思う。木崎龍が前掲文章で

｢結局、吾々の唯一の 通訳 たる大内氏の訳業が、そうした問題を埋める拠り所となつ

てゐたのだ｣8と指摘するように、多くの日本人にとって、｢大内氏の訳業｣はその時点で

｢言葉の障害｣を乗り越えて｢満系作家｣の作品に｢親しく触る｣｢唯一｣の手段だったのであ

る。一方では、後述のように、大内としては｢多くの日本人が満人の文学について知ら

なすぎること｣は翻訳の動機につながるものである。｢知らなすぎる｣という現状はまず

日本人の｢満系文化｣への認識と無関係ではない。1936年から37年にかけて在満日本人の

間に繰り広げられた｢満州文学｣の性質、方向についての討論のなかで、｢満洲の低い文

化は今のところ日本人の文化に殆ど影響しない｣9とか、｢満洲人文学が文学問題として水

準面に達するには、なほ数十年を要する｣10とかいった見解が見られる。当時としては

むしろ主流だったこうした認識は当然のことながら北村のいう｢怠慢｣につながる。｢怠

慢｣は至るところで見て取られ、かつて木崎龍が古丁の長編小説 平沙 を大内に書いて

もらった梗概のみで論じたのもその一例になる。｢興味と期待｣があったことは否めな

いが、 平沙 が大内訳で中央公論社から刊行されたのは一年後のことである。これは大

内の存在の大きさを浮き彫りにする出来事でもあり、彼の｢訳業｣は結果的に日本人の

｢怠慢｣によるギャップを埋めるものとなるのである。

こうしてみると、｢満州文学｣における｢言語の障害｣は立場や民族意識が絡んだ問題

でもあり、その裏に支配者階層と被支配者階層の睨み合いが続いたのである。このよう

に、文学表現の場で日本語と中国語が相拮抗する状態が続くなかで、大内の｢訳業｣は｢問

題を埋める拠り所となつてゐた｣のである。しかも、少なくとも1939年という時点では

｢唯一｣の｢拠り所｣だったのである。ついでに、言語の問題をめぐって大内自身の立場を

見てみよう。彼は｢満州国｣の建国に際して、 満洲評論 に｢満洲文化建設私案｣という一

文を｢T.O生｣の筆名で寄せ、｢満洲国｣の｢共通語｣として｢支那語とエスペラントを推す数

に於ける支那文化(支那語)の優越と、補助語の利用｣
11

とする。これは当時としては破天

荒な提案だったといわざるをえない。大内は1930年代初頭大連文壇を席巻したプロレタ

7 浅見淵 満洲文化記 (新京：国民画報社, 1943), p.171.

8 木崎龍前掲書, 大内隆雄 満洲文学二十年 (国民画報社, 1944)より再引用, p.268.

9 大谷健夫｢土地と文学｣( 満州文芸年鑑 第一輯, G氏文学賞委員会, 1937), p.19.

10 金崎利光｢満州文学の特有性｣( 満州文芸年鑑 第二輯, 満蒙評論社, 1938), p.51.

11 T.O生｢満洲文化建設私案｣( 満洲評論 1932年4月号), 大内隆雄(1944, p.179)前掲書より再引用。
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リア文学運動で活躍した一人であり、こうした認識は後に｢満系文学｣への強い関心と共

鳴につながっていくのである。

3 外側、内側から見た大内の翻訳活動、作品の｢暗さ｣を中心に

では､大内隆雄の｢訳業｣は｢満州文学｣、そして｢日系作家｣に何をもたらしたのだろう

か。まず、これを 原野 の出版をめぐって検証しよう。1939年9月東京の三和書房から

刊行された 満人作家小説集 原野 は古丁の｢原野｣、｢小巷｣を始めとし、小松の｢人造絹

糸｣、田兵の｢アリヨーシャ｣など九人の作家による十二編の作品を収録した大内隆雄の

最初の翻訳短編小説集である。そして、翌年7月三和書房から刊行された 満人作家小説

集第二輯 蒲公英 は第二の翻訳短編小説集、呉瑛との共編で1944年女性満州社から刊行

された 現代満州女流作家短編選集 は第三の翻訳短編小説集となる。他に単行本の翻訳

で中、長編小説も多数ある。木崎龍は前掲一文で 原野 の読後感をこう伝えている。｢一

読して、全体の感じがひどく暗いことと、流れに唐突さがあり人物がぎくしやくして

いることが眼につくけれど、そこにこの人たちの大きな悩みもあることがおもはれ、

吾々はその意味でも、お互いにしっかり結びついて、少しでもさうした苦悩をきりひ

らいて行きたいと思ふのである｣
12

と。ある程度理解を示しているものの、全体の印象

は｢暗い｣という一言に尽きる。 原野 について、岡田英樹氏は｢この作品集をとおし

て、はじめて日本人は中国人作家が存在することを知ったといっても過言ではない｣13

とする。ここの｢日本人｣は日本国内の日本人を含むはずである。

同時代評として、浅見淵が｢内地の文壇では、 原野 の上梓によつて満洲文学の存在

を知るまで、満洲に確たる文学が生まれてゐるなどといふことはほとんど風馬牛だつ

た。もちろん、在満作家の存在などは知らず、一二のアマチュア同人雑誌があるらしい

くらゐの知識しかなかつたのである。それが 原野 の紹介が契機になり、(中略)単に満

人文学のみならず、ひろく満洲文学全般に対して内地の文壇人の関心が急に昂まつてき

たのだ｣14と指摘するように、内地の日本人は｢満人文学｣のみでなく｢在満作家｣及び｢日

系文学｣が存在することも 原野 によって初めて知ったのである。当時大内の｢訳業｣は

これほどの影響力があったわけである。さらに、浅見淵は｢満人作家たちははじめのう

ちは政治的圧力を無意識的に恐れていはば片隅でこつそり書いてゐたのを、大内隆雄が

拾い上げて翻訳し日本人の読書界に紹介したため、はじめて真価を認められ、けふある

やうな存在になつたのであるが、(中略)現在のところ、正直にいふと、満洲文学におい

ては在満作家の作品よりも満人作家の作品のはうに傑れた作品が生まれてゐる｣(同前)と

12 木崎龍前掲書, 大内隆雄(1944, p.269)前掲書より再引用。

13 岡田秀樹(2000)前掲書, p.225-226.

14 浅見淵(1943)前掲書, p.212.
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する。｢満人作家の作品｣の真価を知ったのはもちろんのこと、彼からみれば、｢満人作

家｣が主役として｢満州文学｣の表舞台に上ったのも大内の翻訳活動のおかげである。も

ちろん、｢満系作家｣の作品の｢暗さ｣もそれで広く知られるようになったのである。木崎

龍は 満洲浪曼 第五輯に｢満人作家論序説｣という一文を寄せ、その冒頭で 原野 に触れ

て次のように書いている。

坂井艶司は、満人作品集 原野 の合評座談会で(新京日日連載)、次のやうに述べ

てゐる。

｢古丁さん自身と、古丁さんが書かれた 原野 と云ふものに対する考へと、其処

に一つの非常な距離があるぢやないかと思ふ。其処に僕は明るさを求めたいと思つ

てゐるが｣。

この作品集については、暗いといふことが皆から言はれてゐるが、それに対し

て、特に古丁の作品について、坂井艶司は詩人的な直感から、それを言ったのであ

ると思はれる。
15

坂井艶司の感じた｢非常な距離｣とは、古丁の日頃の発言と作品世界との間に大きな開

きがあるという意味で、浅見淵の言葉でいえば、｢古丁が満洲文学について述べてゐる

抱負の中に、協和運動の一歯車たらしめたい云々とあつたが、まだそれは飽くまで抱負

にとどまつてゐて、 原野 に収められてゐた作品には、満洲国人たる意識が殆ど出てゐ

ない｣16のである。坂井にとって、｢暗さ｣は所詮容認できないものである。だから、｢明

るさを求めたい｣と注文をつけるのである。そして｢暗い｣は｢日系作家｣たちの共通認識

であり、木崎龍自身も｢距離を感じた｣一人である。このように、 原野 への反応は｢暗

さ｣への不満が中心となっているが、そのきっかけを作ったのが大内隆雄の翻訳活動で

ある。その意味で大内は｢満系文学｣の蓋を開けたと同時に、｢暗さ｣のパンドラの箱をも

開けたといってもいい。というのを裏付けるように、北村謙次郎も戦後 原野 のことを

回想して次のように述べている。

今までも諸方の雑誌で、満系作家の作風はほぼ知つていたつもりであるが、こう

して一本になつてみるとあらためてその｢暗さ｣が注目された。しかもそれが各作家

に共通の筆調だつたことは、すでに秋蛍氏が指摘していたところで、満系作家の一

特色、反つて珍重すべきだつたかもしれないが、当時批評の筆をとつた日系作家や

批評家は、いずれもこのことを気にし、｢満州には貧乏と雨と泥濘しかないのだろう

か？｣

と首をかしげたものだ。

今になつてみれば、大内君の作品選択眼にも、多少の偏向があつたのではないか

と倩しられる点もあるが、この｢暗さ｣は、彼らにとっていわば伝統的なものであ

15 木崎龍｢満人作家論・序説｣( 満州浪曼 第五輯, 1940.5), p.129.

16 浅見淵(1943)前掲書, p.309.
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り、突如支配者顔をして現れた日本人の楽天的頭脳では、しばらく理解できない性

質のものであつたことも事実である。
17

ここで語られている 原野 への思いも｢満系作家の一特色｣としての｢暗さ｣を中心と

するのである。｢暗さ｣を表象するのは｢貧乏｣などであるが、黒崎史貴が｢すべての作品

の底流にあるのは 貧困 である｣
18

と指摘するように、第二の翻訳短編小説集 蒲公英 で

は｢貧乏｣がより一層際だつており、収録作品の共通点を一つの言葉で言い表すなら｢貧

乏｣にほかならないくらいである。一つの傾向性として、やはり北村が指摘した通り、

作品の選定に｢偏向があった｣ようである。ちなみに、｢偏向｣が別の｢日系作家｣からも指

摘されている。プロレタリア文学の最も重要なテーマの一つである｢貧乏｣は、｢満人文

学｣翻訳の動機につながっていく。大内は翻訳の動機について次のように語っている。

現に満人で文学の仕事をやつてゐる者は悉くが勤労者である。そして彼らの採つ

てゐる文学の方法はリアリズムである。勤労者の文学がリアリズムと結ぶことの必

然性は意味深いと思ふ。(多くの日本人が満人の文学について知らなすぎることは私

の大いに不満とするところだ。)

満洲における勤労者の文学！私はこの旗を掲げたいと思ふのである。
19

｢知らなすぎること｣への不満、翻っていえば知ってもらいたいのは翻訳活動の動機

になるとみてよいが、｢勤労者の文学｣の旗は｢満系作家｣というより自分のために掲げた

いのだろう。｢勤労者の文学｣＋｢リアリズム｣への注目、共鳴には、プロレタリア文学へ

の夢を翻訳によってもう一度見ようという意識が看取される。こうした潜在意識は北村

の指摘した｢偏向｣で表面化するが、大内にとって、それは｢偏向｣でも何でもなく、作品

の｢暗さ｣を生み出す方法としてのリアリズムである。これまで、｢偏向｣説はさまざま

な角度から検証されていた。例えば、具体的な作品分析を伴わないが、西田勝は大内が

毎号に｢満人作家｣の小説を訳載したことで｢ 満洲浪曼 の中でプロレタリア文学が花盛

り｣20の一幕を演出させたとする。王志松は大内が訳した袁犀の｢隣三人｣を原作と比較

して、｢大内は 隣三人 を翻訳する際、追加や改訳を通して、労働者たちの生活の不幸

やその連帯感を強調し反抗の再起を暗示するという、プロレタリア文学的色彩の作品へ

と読みの誘導をしたのである｣
21

と結論付ける。このように、プロレタリア文学への意

識という点において、作品の選定とともに訳文にも大内色が色濃く出ているのである。

大内は自分の中のプロレタリア文学の残像を｢満系作家｣の作品に追い求める一方、｢日

17 北村謙次郎(1960)前掲書, p.147.

18 黒崎史貴｢蒲公英｣( ｢満州国｣文化細目 , 東京：不二出版, 2007), p.123.

19 大内隆雄｢満洲文化についての断想｣( 満洲浪曼 第1輯, 1939.10), pp.223-224.

20 西田勝｢座談会 満洲浪曼 をどう評価すべきか｣( 植民地文化研究 第1号, 2002.6), p.9.

21 王志松｢翻訳と 満洲文学 ｣( 跨境 日本語文学研究 創刊号, 2014.6), p.102.
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系作家｣たちは彼の｢訳業｣を通して｢満系文学｣の｢暗さ｣を知り、やがてそれが｢満系作家

の一特色｣として認識されるようになったのである。例えば、満州文芸家協会委員長を

務めた山田清三郎は 芸文 1944年5月号に｢大東亜宣言と満州文学――独自性の問題にふ

れつつ――｣という一文を寄せ、文中で｢満系の場合はどうかといふに、彼等の作品の殆

んどすべては、一口に｢暗い｣と表されてきた。前記選集第一巻の満系作品でこの評に抗

議しうるものはまずない｣としつつ、｢第二巻には、もはや日系作家における郷愁文学的

なものは、殆んど跡を絶ち、満系文学の方向も、漸く 新しき満州 の積極面とその真生

命にふれやうとしてきたことが、看取されるのである｣
22

とする。ここの｢選集｣とはそ

れぞれ1942年6月、1944年3月東京の創元社から刊行された 満洲国各民族創作選集 第一

巻、第二巻を指す。これは創元社の委託を受けた川端康成が中心となって企画、編集さ

れたものであり、山田からみれば、｢暗さ｣をめぐって第二巻に収録された｢満系作家｣の

作品に変化が見られたということである。

しかし、この点において、川端康成は彼と見方を異にするのである。二ヶ月後の 芸

文 1944年7月号に掲載された｢満洲国の文学｣という一文の文末で、川端は｢ 各民族創作

選集 の第一巻第二巻を通して、満系作家の難点はやはり暗さで、白露系作家の難点はや

はり古さである｣23とし、｢暗さ｣を｢満系作家の難点｣として取り上げている。｢やはり｣

という言葉にうかがわれるように、彼からみれば、｢暗さ｣が相変わらずのもので何の

変化もなかった。これに対して、｢暗い｣という批評を最も多く受けた古丁は素早く反応

し、翌月の 芸文 (８月号)に｢暗さについて｣という一文を寄稿し、川端の評に真正面か

ら反論するのである。彼の反論は｢明さ
(ママ)

｣あっての｢暗さ｣という論法で展開し、次のよう

な結論に辿り着くのである。

我が満洲国と日本国との関係は友邦から盟邦へ更に盟邦から親邦となり、惟神の

道は我が満洲国の建国精神の根源であり、大東亜戦争の中核であるのであります。

この様に、ぼくらの目に映つて来たこの諸々の明るい面が実に急速なものであ

りました。追つかけても追つかけても追ひつけないほど急速なものでありまし

た。
24

｢ 明さ
ママ

 へ向かつて思ふ存分瞠｣りながら、｢大東亜戦争｣の｢画面に呑み込まれた｣(同

上)自分への反省が込められたこの発言はアイロニーとして、｢友邦｣から｢盟邦｣、｢親邦｣

へと転落して日本の植民地となった｢明るい新しい満洲｣への決別を宣言するものと受け

止められる。｢暗さ｣をめぐる攻防戦が国境を越えて繰り広げられたことは、｢満州文学｣

の同床異夢の現実を浮き彫りにするのである。山田清三郎は前掲文章で｢満系作品におけ

る 暗さ が、彼等にとつては、いふところの 写印主義 と、矛盾するものでなかつた

22 山田清三郎｢大東亜宣言と満州文学――独自性の問題にふれつつ――｣( 芸文 1944年5月号), p.32.

23 川端康成｢満州国の文学｣( 芸文 1944年7月号), p.41.

24 古丁｢暗さについて｣( 芸文 1944年8月号), p.53.
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のはもちろんである｣としつつ、｢日満系の文学的営為は、依然たる平行線をたどつてゐ

る。つまり日系は日系の道満系は満系の道をゆく恰好である｣
25

と指摘する。こうした

現状認識はおそらく大内と無関係ではあるまい。というのは、山田清三郎も彼の｢訳業｣

で｢写印主義｣を始めとする｢満系の道｣を知った一人だったからである。こうしてみる

と、彼の｢訳業｣は｢満系の道｣を知る上で欠かせないものといえる。

4 ｢満系作家｣の代弁者として、｢暗さ｣をめぐる攻防

｢満系の道｣を知るには小説だけでは物足りないのは自明のことである。大内は｢満系

作家｣の評論や随筆をも多数翻訳して彼らの文学上の主張を伝えようとしたのである。

 満洲浪曼 第五輯に掲載された王則の｢満日文学交流雑談｣はそのひとつである。｢日本に

文学があることは、満洲人誰も否認しない。満洲にも文学があつた。これは日本人が最

近に発見したもののやうである｣26という書き出しで始まるこの一文は、｢満系作家｣の

立場と心情をリアルに反映している。｢発見｣の経緯などに詳しく触れていないが、文章

は｢その後、 明明 と 新青年 の両雑誌が、編輯者の努力によつて所謂 新聞の尻の文学 

を 雑誌文学 に変ぜしめた。このため満洲文学に関心を持つ日系文学者の注意を呼ん

だ。その顕著なのは有名な翻訳者大内隆雄氏である｣
27

と続く。前後の文脈からして、

ここの｢満州文学｣は｢満系文学｣、｢日本人｣は｢在満｣の日本人を指すとみてよい。つま

り、王則からみれば、｢満系文学｣に関心をもつ大内隆雄の翻訳活動によって日本人が最

近｢満州にも文学があつた｣ことを発見したのである。大内の｢訳業｣がこのように｢満系

作家｣に受け止められたことは注目に値する。

 満洲浪曼 第五輯は｢満洲文学研究｣特集として15篇の評論や論文から構成されてい

る。そのうち、王則の一文を含めて｢満人｣の作品が4篇を占め、いずれも大内が訳した

ものである。 満洲浪曼 の同人なので、これらの翻訳を｢仕事｣として引き受けたことも

考えられるが、中味に目を向けると、辛嘉の｢古丁に就て｣に｢古丁は一種の嘔気の精神

を有つてゐる。 在寂寞中 といふ文で、 明 と 暗 の問題を論じて 我々は文人騒客が

描いてゐる美しさ甘さに、醜悪と苦渋を加へ、甚だしきに至つては嘔吐と唾棄を加へ

る。 と言つてゐる｣
28

とあるように、間接的ながら｢暗い｣という批評への反論が盛り込

まれているし、小松の｢夷馳とその作品｣に古丁らが唱えた｢写印主義｣についての説明、

宣伝が含まれている。その意味で大内は自ら｢暗さ｣をめぐる攻防に関わったともいえ

る。

もちろん、大内の翻訳活動は基本的に個人の意志で行われる私的なもので、翻訳作品

25 山田清三郎｢大東亜宣言と満州文学――独自性の問題にふれつつ――｣( 芸文 1944年5月号), p.33.

26 王則｢満日文学雑談｣( 満州浪曼 第五輯, 1940.5), p.87.

27 同前, pp.87-88.

28 辛嘉｢古丁に就て｣( 満州浪曼 第五輯, 1940.5), p.118.
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の選定に彼のなかの問題意識がうかがわれる。 満洲評論 に韓護の｢満州文化観の確立

――満洲文化のために――｣を｢矢間恒躍｣という筆名で訳載したことはとりわけ注目に

値する。この一文は内容的にかなり｢過激｣なものであり、韓護は｢満洲文化観｣の現状を

次のように述べている。

民族といふ方面から言へば、最も顕著なのは満洲の日系文化人の満洲文化観と満

系の満洲文化観の相異である。治者階級と被治者階級といふことから言へば、政府

の満洲文化観と民間の満洲文化観の違ひである。理論と実際とから言へば、原則上の

満洲文化観と事実上の満洲文化観の相対するものがある。

これを詳しく言へば、満洲の日系の満洲文化観は満洲文化は日本文化の満洲への

延長だ、満洲の日系文化が満洲文化の代表だと認めるのである、満洲の他系の満洲文

化の存在を否定するのである。とはいへ、若干の日系文化人で、満洲文化の獨立と

満洲の他系文化の存在を否定せぬことを唱へてゐるものもゐる。しかし、さうした

観念の裏側では、やはり満洲文化は日本文化の延長であると認めてゐる。所謂独立

性といふのも、この延長された日本文化の改造でしかないのである。そして、満洲

の他系文化の存在を否定せぬと言ふのも、ただ言葉の上でのことだけでしかない。

(中略)

これに反して、満洲の他系の満洲文化観は、満洲の日系の満洲文化観とは截然と

異なつてゐる。(中略)満系の満洲文化観の第一の特徴は、満洲の満系文化の巌然たる

存在が、いかなる方面からも否定消滅され得ぬことである。第二の特徴は満洲の満

系民族は、完全に漢民族の延長であり、満系の文化は、当然に全く漢民族文化の延長

だと言へることである。
29

以上は韓護が｢民族といふ方面から｣みた｢満洲の日系文化人の満洲文化観と満系の満

洲文化観の相違｣である。彼は三つの面から両者の｢相違｣を検証した結果を踏まえて、

｢満洲文化観｣の｢相克性｣、｢対立性｣、｢否定性｣を指摘できるとして、具体的に幾つかの

例を挙げて裏付けるのである。一見、｢日系｣と｢満系｣が各自の｢満洲文化観｣を固持して

互いに譲らない現状を客観的に述べているように見えるが、このこと自体は意味深であ

る。つまり、｢満洲文化観｣の｢対立性｣、｢相克性｣を明白に指摘すること自体は、実質的

な植民地支配という｢治者階級｣に不都合な真実に迫ることになるのである。のみなら

ず、｢民族協和｣を逆手にとって一部の｢日系文化人｣の仮面を剥がし、その｢満洲文化観｣

の排他性と虚偽性を容赦なく批判するところは｢日系文化人｣への檄文と受け止めてもよ

い。

大内は｢日系文化人｣の一員として、このような暴露的、挑発的な文章の内容と作者の

立場をある程度理解することなしには翻訳に踏み切らなかったのだろう。筆者が調査し

たところ、韓護の一文はそれまで中国語で発表されたことがないようである。つま

り、大内が訳載してくれたことで初めて日の目を見たのである。これに加えて、当時満

29 韓護｢満洲文化観の確立――満洲文化のために――｣( 満洲評論 第22巻第18号, 1942.5.9), pp.10-11.
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映企画課に勤務する韓護が大内の部下なので、大内と相談した上で執筆したことも考え

られる。本当ならその一文は二人の合作によるものともいえよう。韓護が文中で述べて

いることは多くの｢満人作家｣のいいたいことでもあるので、これを訳載した大内は｢満

人作家｣の代弁者としての役割を果たしたということになるのである。

さらに、大内は 芸文 1944年5月号に呉郎の｢満洲の伝統と満系文学｣という一文を訳

載している。ここで注目したいのは、文中の｢それ故、満洲の文学は、固より中国新文

学の外衣を脱却し得ぬとの批判を受けるが、しかし満洲の現段階下の政治的環境中に於

いて、やはりその伝統を以つて特有な作風を作りあげてゐる｣
30

というところである。

つまり、呉郎は｢特有な作風｣即ち｢暗さ｣を生み出したのは｢民族的伝統精神｣であり、こ

れを｢脱却｣しろといわれてもできない相談だという認識を示すのである。韓護は｢満系

の満洲文化観｣が｢日系の満洲文化観｣と｢相対峙してゐる｣現実を指摘するが、呉郎は対峙

して譲らない理由をここで述べているといってもいい。そのために、彼は文中で｢絶え

ず喋々と民族を超越し或ひは民族的精神を超越した観念の確立しないことを訴へた｣
31

の

である。

但し、呉郎の一文は 芸文志 1944年3月号に掲載されたものである。中国語の 芸文志 

は 芸文 とともに満洲芸文聯盟の機関誌だったのである。わざわざ機関誌から機関誌へ

と訳載したのは、文章の内容を是非日本人にも知ってもらいたかったからであろう。呉

郎からみれば、｢民族的伝統精神｣は絶対に譲らない一線であり、この立場を｢満人作家｣

と共有するために、彼は文中でそれを繰り返し説いたのである。こうした彼(ら)の立場

が大内の翻訳で日本人に伝えられたはずである。選んで訳すのは当たり前だが、問題な

のは何を選ぶかということである。韓護の一文にしても呉郎の一文にしても、内容はい

ずれも｢日系作家｣の立場、理念と異なる、あるいは対立する｢満人作家｣の主張、理念を

訴えるもので、多く｢暗い｣という批評への反論が含まれている。こうして、｢暗さ｣を

めぐる攻防に関わる形で｢満系作家｣たちの立場、主張を翻訳で伝えようとした大内は、

事実上｢満人作家｣の代弁者としての役を務めたといえる。

ただ、転向歴のあった大内は後に体制側に歩み寄り、国策追随の姿勢を次第に鮮明に

してきたのである。一つだけ例を挙げると、建国当初の｢満州国｣の｢共通語｣に｢支那語

を推す｣立場から、｢日本語進出の問題については私は東亜における文化的共通語たらし

めるべく進めという意見に賛成する｣
32

立場に変ったのである。従って、大内は｢満系作

家｣の理解者、代弁者といえるとしても同調者、支持者というほどではなかった。かつ

て彼が小松の｢十年｣という小説を評して｢満系文学の明るい面への志向がここに示され

てゐるのを私は嬉しく思つたのであつた。従来の満系の作品が総じてみな暗いとは殆ん

ど定評のやうに言はれて来たことであつた。作品の内容が暗かつたといふのにはそれ

30 呉郎｢満洲の伝統と満系文学｣( 芸文 1944年3月号), p.38.

31 同前, p.38.

32 山口慎一 東亜新文化の構想 (新京：満洲公論社, 1944.5), p.134.
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だけの理由もあつたことだと解すべきではある。しかしもはや今日となつては満系文

学の内容の進一歩が当然求められなくてはならぬであらう。ところでそのやうな前進

は、作家の思想の前進が実践されなくてはなされ得ぬことである｣
33

と説くように、彼

も結局｢満系作家｣に｢明るい面への志向｣、｢作家の思想の前進｣を求める一人だったので

ある。

5 終わりに

文学創作の場における中国語と日本語が相拮抗する状態のなかで、｢日系文学｣と｢満

系文学｣を架橋するものとして、大内隆雄の翻訳活動は｢満州文学｣に欠かせないもので

あるといえる。｢満州文学｣の外側からみると、内地の日本人は彼の翻訳活動で｢満系文

学｣のみでなく｢日系文学｣の存在を初めて知ったのである。｢満州文学｣の内側からみる

と、｢日系作家｣は彼の翻訳活動で｢満系作家｣の存在とその作風を知ったのである。と同

時に、知ったことによって、両者の立場、理念と方法の相違も明らかになったのであ

る。前者は主として｢建設者｣の立場に立って浪漫的、建設的な文学を目指すのに対し

て、後者は基本的に｢民族的伝統精神｣に基づくリアリズム文学を目指すのである。こう

した相違は｢暗さ｣をめぐる攻防という形で表面化し、｢満州文学｣の内部に緊張関係を生

じさせたのである。表の｢民族協和の文芸｣と裏腹に水面下で平行または対立関係が続く

なか、大内は｢満人作家｣の評論や随筆をも多く翻訳し、｢暗さ｣への批判への反論を含め

て彼らの立場や主張を日本人に伝えようとしたのである。要するに、彼は自分の翻訳を

きっかけに引き起こされた｢暗さ｣をめぐる攻防に｢満人作家｣の代弁者として加担し、と

きどき彼らに助け船を出したのである。これは｢満人作家｣の立場への理解がなければあ

りえないことであり、その裏に｢勤労者文学｣＋｢リアリズム｣への共鳴があったはずで

ある。

もちろん、大内隆雄も多くの｢日系作家｣と同様｢満洲国｣の｢建設者｣と自認し、概ね政

府、国策の線に沿って活動をしていた一人である。しかし、こうした｢日系文化人｣とし

ての基本的立場とその翻訳活動を分けてみる必要がある。というのは、公の場における

立場と裏腹に、彼が翻訳した作品に建設的とはおおよそ言えないものが多く含まれてい

るからである。日本語による｢暗さ｣の再表現ともいえるそれらの訳作は｢満洲文学｣を構

成する一部分となり、多くの日本人は彼の｢訳業｣で作品の｢暗さ｣とともに｢満系作家｣の

才能と実力を思い知ったのである。こうして｢満州文学｣の表舞台に登場した｢満系文学｣

は、結果的に｢日系文学｣を相対化する存在となるのである。全体的にみると、彼の精力

的な翻訳活動は日本人の｢満系文学｣に対する認識を変え、｢満洲文学｣の勢力地図を大き

く塗り替えたといえる。一方では、それで自信がつけられた｢満系作家｣たちはその後も

33 大内隆雄｢最近の満州の作品｣( 芸文 1943年3月号), p.84.
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創作活動で中国語を使用する、翻していえば、日本語を拒否する立場を貫いたのであ

る。彼の翻訳活動は確かに｢言語の障害｣を乗り越え、｢日満系作家｣の交流を促進する一

役を果たしたが、文学表現の場における中国語と日本語が相拮抗する状況の解消につな

がらなかった。それどころか、助長したとまで言える。
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