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日帝下 韓国近代文学と沖縄 

金在湧 

１.逆説的な出口；新体制論 

朝鮮の文人たちは1938年10月の武漢三鎮の陥落以後、両極化の道をたどりはじめた。一方は日

本の植民主義体制を完全に受け入れて日本の実質的の臣民になろうと主張し、内部の志向によ

って一定の違いはあるが1、基本的に日本の帝国主義に協力し内鮮一体のもとで日本語創作をお

こなった人々、もう一方は日本の帝国主義を受け入れず、内鮮一体を直接、間接的に批判する

人々である。後者は、場合によって日本語で書くことも必要だが基本的には朝鮮語で創作すべき

だと信じ、そのために日本帝国と前者の知識人たちが勧める日本語創作には批判的な立場を取

った。1940年10月に新体制論が成立し、地方文化論が提起されると日本語創作を批判する人々は、

これを積極的に利用しようとした。東南アジア地域まで念頭においた新体制論は各地域の自立

性を保証する方向へ進んでおり、これを根拠として朝鮮地域の特殊性と自立性を確保できると

期待できたからである。 

1936年末以降、南総督により主導される内鮮一体論が武漢三鎮の陥落以降ますます強まって

いくなかで抵抗の拠点をもてずにいた批判的知識人は、逆説的にもその新体制論に脱出口を見

出した。内鮮一体論において朝鮮的なものが身を寄せられる場所はなかったが、新体制論の地方

文化論では朝鮮的なものを求める可能性があると見たのだ。こうして朝鮮の知識層は新体制論

が定着すると、これを利用するためにあらゆる努力を始めた。雑誌『朝光』は、大政翼賛会の文

化部の責任者であった岸田國士と朝鮮の国民総力朝鮮連盟の文化部の責任者であった矢鍋永三

郞を説得して朝鮮の作家林和と金史良と対談させた。新体制論が標榜する地方文化を批判的知

識人のあらたな転機にしようという雑誌社の企画に共鳴した林和と金史良はこれを積極的に受

け入れた。 林和と金史良は、しだいに強まる日本語創作論の圧力のなかで朝鮮語創作を擁護し

ており、この局面を自分たちに有利に活用しようとした。 

朝鮮の京城でおこなわれた林和と矢鍋永三郞の対談で核心的な問題は、朝鮮語創作について

だった。1938年10月の武漢三鎮陥落以後、日本の文人たちの朝鮮訪問の機会が激増していた。朝

鮮訪問自体が目的の場合もあったが、多くの場合は満州国や中国の前線を訪問する途中で京城

                                                   
1 対日協力をした朝鮮作家たちの内部的な差とその類型については筆者の『風化と記憶:日

帝末親日協力文学の再認識』ソミョン出版社、2016を参照  
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に立ち寄ったのである。そのとき総督の日本語機関紙である京城日報のあっせんで朝鮮と日本

の文人のあいだで座談がもたれたが、その場でもっとも話題となったのは朝鮮語創作と日本語

創作をめぐる問題であった。日本人作家たちは朝鮮人作家たちにさまざまな理由をつけて日本

語創作を勧めたが、それに対する後者側の反応は2通りだった。日本の内鮮一体の方針に批判的

な人々は日本語創作を拒否し、同調する人々はよろこんで受け入れた。朝鮮を訪問した日本人作

家と朝鮮人作家の対談のうちで、もっとも注目されるのは1938年10月の座談会である。京城日報

社は、武漢三鎮の陥落直後に中国に向かおうとしていた日本作家たちと朝鮮人作家との座談会

「朝鮮文化の将来と現在」を開き、これを連載した(京城日報,1938.11.29.-12.7)。林和はこの

座談会に出席して日本人作家たちが日本語創作を勧めるのを聞きながら激しい屈辱を味わった。

しかし総督府の企画の下で設けられたこの座談会で内心を吐露するわけにはいかず、迂回的な

やり方で意見を表明するしかなかった。しだいに強まるこのような圧迫に苦しんでいた林和に

とって、新体制論は逆説的な脱出口となった。帝国日本が東北アジアのみならず東南アジアまで

領域を拡張する過程であらわれた新体制論が、朝鮮の批判的知識人が息をつくことのできる脱

出口として利用しうることを見抜いたのである。林和はこの新体制論を逆説的な出口として、周

囲から誤解される危険を顧みず、積極的に臨んだように見える。 

1941年1月に開かれた林和と矢鍋永三郞の対談の核心はやはり朝鮮語創作と日本語創作の言語

問題であった。 

 

林和 ： ちょっと考えると遠い将来の問題のように見えますが、よく考えると現在の問題

であると思います。たとえば言語の問題、これはデリケートな問題です。 内地の人たちと

話す機会でもなにかと誤解を受けやすい問題ですが、こうしたことはお互いに胸襟を開い

て話し合う必要があると思います。言語は違った角度で見れば、一般的に郷土的な色彩とか

民族的色彩などを強く思い浮かべるようです。また違った方面から見ると一つの民族なら

民族、郷土なら郷土をもち、そのなかで言語がもっとも一般的で国際的なものだと思います

が、自然とか歴史とか血統というのは翻訳ができません。取り替えることができません。し

かし一例を挙げれば、朝鮮の「サラン」という言葉は、国語（日本語）で「愛」という言葉

に翻訳されます。翻訳されるということは、言いかえれば朝鮮語にも朝鮮的な狭い思想では

なく、もう少し一般的な思考と健康な思想が入りうる、こう考えれば朝鮮語はある意味にお
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いては朝鮮人と内地人が精神的に結合することにおいて、今後の有力な手段ともなりうる

と思うのです。 

矢鍋永三郞 ： よほど慎重に考えなくてはならない問題ですが、言語の系統がまったく違

うのならともかく、違いません。九州と東北は交通が頻繁になった最近では、ずっと共通に

知るようになりました。ですから朝鮮も交通が頻繁になれば、しだいに接近することもある

でしょうし、近来、内地から流入して朝鮮語になった言葉がたくさんあり、また朝鮮語で内

地の言葉になったものも多いです。また「あいのこ」のようなものが生じたりしました。こ

う考えれば、言語というものは交流するものだと思うのです。 

なによりも、できうるかぎり言語が統一されることが多くの人の生活上において最も便利

です。言語が違うほど不便なことはありませんから2。  

 

林和が「言語の問題、これはデリケートな問題です。 内地の人たちと話す機会でもなにかと

誤解を受けやすい問題ですが、こうしたことはお互いに胸襟を開いて話し合う必要があると思

います」と言ったのは、まさに先の座談会のことを指している。朝鮮語で創作するか、日本語で

創作するかの問題がどれほど当時大きな問題であったかを実感させるくだりである。当然、林和

は朝鮮語で創作すべきだと力説する。これに対して、国民総力朝鮮聯盟の文化部長である矢鍋永

三郞は、朝鮮語創作を否定する。朝鮮を日本国内の九州や東北の次元において話している部分に

彼の認識ははっきりと現われている。林和は朝鮮語を日本語とは違うものだと認識させようと

するが、矢鍋永三郞は朝鮮語を日本語の方言の程度だと見ようとする。こうした表面的な対立の

背後には、植民地に対する大きな認識差がある。 

 この対談は朝鮮の京城で行なわれたので主として朝鮮語の領域に限られており、当時沖縄の

みならず広く東京にまで知られていた沖縄言語論争には言及されてない。対談の当事者たちが

これについて知らなかったためか、それとも知っていたが論ずる必要を感じなかったのかは、現

在のところ不明だが、明らかなことは朝鮮語創作問題が浮上したにもかかわらず、沖縄言語論争

がついに出なかったという事実である。 

 

2.植民地朝鮮と沖縄 

                                                   
2 『朝光』1941 年 3 月号、150-152 頁 
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沖縄では1940年の初めから言語問題をめぐって激しい論争があり、これは1941年の春までつ

づいた。この論争は沖縄だけでなく日本本土にまでおよんだもので、日本内の知識人たちの格別

の関心事であった。実際、この論争は新体制論の樹立に一定の影響を及ぼしたと見られるが、朝

鮮内ではさまざまな情報の制約によりこれをはっきりと知ることができなかった。だが東京に

住んでいた金史良はこれについて深い関心を抱いて注視したのみならず、朝鮮語創作と関連づ

けて自分の意見を表わしてもいる。 

 

最近、琉球の方言問題が大きな関心の的になっているが、言語問題については 朝鮮文化

との関連という側面から重く考えるべき部分がある。朝鮮人が内地語をはやく習得するこ

とはお互いの融合のためにぜひとも必要なことだが、それを過度に望むあまり、一部の人々

が朝鮮語廃止論を唱えているのは、深く反省すべきだと言わざるをえない。こうした状況の

ために朝鮮のインテリゲンチャも朝鮮文化についてしだいに真面目に考え始めている3。 

 

柳宗悦をはじめとする民藝チームが出版していた雑誌『月刊民藝』の1940年3月号には沖縄言

語論争の過程が詳細に載っているが、金史良はこれを読んだに違いない。金史良はこの論争を見

てただちに朝鮮の言語状況に結びつけて解釈し、この文章を書いたのである。このころ金史良は

先に述べた林和のように朝鮮語創作問題について日本帝国知識人たちの勧めと総督府の強要に

ひどく苦しんでいた。そんなときに沖縄言語論争を知って、喜んでこの文章を書いたと思われる。 

雑誌『朝光』の企画を伝え聞いた金史良もまた新体制論を逆説的な脱出口とみなし、喜んで対

談に参加したと見られる。金史良は1941年2月、当時住んでいた東京でおこなわれた岸田國士と

の対談のなかで、岸田國士に沖縄言語論争に言及させた。金史良は沖縄言語論争の推移をよく知

っていたし、また岸田國士もよく知っていると考えたはずだが、正面からは取り扱わなかった。

彼はかわりに根本的な問題といえる新体制論の地方文化論を話題にした。大政翼賛会の文化部

が1941年1月に「地方文化新建設の根本理念と当面の方策」を発表したのを見て、金史良はこれ

を利用すれば一定の出口を得られると判断したからである。金史良は朝鮮の文化的特性は日本

内地の一地域にすぎない東北や四国とは違うということを強調した。当時日本の論者たちと朝

                                                   
3 朝鮮の知識層と文化、大陸、1940 年 9 月。この文章は郭炯德の『金史良と日帝末植民地

文学』ソミョン出版、2017 に韓国語に訳されて載っている。 
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鮮の対日協力的な論者たちが朝鮮は日本の国家のなかで他の地域と同じような一地域にならね

ばならぬとして、朝鮮的特性をその程度のものとしていたのに対し、これに反対していた金史良

は単刀直入に質問をした。先に林和と矢鍋永三郞の対談においても、矢鍋永三郞は朝鮮を東北か

九州のような日本の一地域と見ており、それに対して林和は迂回的な表現でこれに反対した。だ

が金史良は林和よりもさらに強く批判している。対談の最初から朝鮮は日本の九州や東北のよ

うな一地方として扱うことはできないことを強調し、その根拠として新体制論の地方文化論を

あげている。金史良が対談の最初に語った部分を見よう。 

 

最近、地方文化ということが大きな問題になっているようですが、その一つとして朝鮮文

化というものを考えるとき、九州文化、四国文化、北海道文化などというものとはその意味

が少し違うと考えます。自然、風俗、言語、歴史、伝統などがあまりにも違っているために、

同じ地方文化だとしても、内地のそれとは少し違うと見るべきではないかと思うのです。で

すから、これに対する指導方針もまた少し違えるべきだと考えますが…4。  

 

ところが岸田國士の立場は違った。自分が標榜する地方文化論があらたに展開されているベ

トナムなど南洋地域を意識していた岸田は、金史良がいうこの論理に正面から反対することが

できなかった。もしそんなことをすれば、自分が官僚たちとともに苦労して作った地方文化論が

水泡となるからだ。しかし、金史良の意見をそのまま受け入れれば朝鮮での日本語創作の方針を

否定することになるので、彼は困った立場に立たされた。 それで彼は、地方の特殊性を生かす

にしても、最終的には進歩的に変化をして日本の文化と一緒にならねばならないという程度に

終わらせてしまう。そのときに岸田國士は非常に興味深い例を挙げたが、それがまさに沖縄であ

った。  

 

もちろんそれは尊重すべきだと考えます。しかし技術的にデリケートな点として、 内地

語の普及に何が障害になるかというと、地方語が使いやすく自分の感情を表現しやすいと

いう点なのです。ですから、なんとか国語を普及させると同時に地方的な言語も保護してい

く技術的な方法を見つけなければなりません。これを見つけなければ、この問題は何時まで

                                                   
4 『朝光』1941 年 4 月号、27 頁 
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も解決されないでしょう。これを見つけるためには、やはり朝鮮人がみな国語普及のために

尽力していくことが必要になります。朝鮮の指導者クラスが国語の普及に努力していると

いう事実が、朝鮮語の使用が国語の普及を妨げないという結果を示す唯一の道なのです。朝

鮮語を守ろうとして、国語の普及を意識的に拒否してはなりません。ですから、これを調和

させる一番いい技術は、やはり朝鮮の指導者クラスが内地の言語の普及のために努力する

ことでしょう。また日常生活で内地の言語と朝鮮の言語とを二元的に使用することは過渡

期のひとつの現象であって、やがて朝鮮の言語も時代とともに進歩していくことでしょう。

言語の進化として、原則的に進歩していくのです。この進歩していく方向に、正しい方向を

与えるところまで行かなければならないと思うのです。たとえば琉球の言語のようなもの

には、非常に複雑な語源的な意味があるものですが、実際に琉球の言語を覗きこんでも内地

人にはわかりません。しかし琉球の言語はやはり時代とともに変遷していく証拠が確かに

あります。現在それを特殊な方言として使用していても、よく分析してみれば方言そのまま

で日本的な性格をしだいに帯びつつあります。それはとても面白いことだと思います。言語

のこの進化というものについて、やはり朝鮮の指導階級が認識を持ってくれればと思いま

す5。 

 

京城の非文学人、矢鍋永三郞とは違った岸田國士の面目躍如である。朝鮮を九州や東北のよう

な日本のなかの一地方として見ることはできないという金史良の見解を受けいれながらも、日

本語創作を主張するために沖縄を例に挙げたのである。沖縄は確かに九州や東北のような日本

内の地域ではないが、日本語創作が一般化しているので朝鮮の未来なのである。金史良はこの対

談で大政翼賛会の文化部長が朝鮮を沖縄と同等な場所に置いたのを見て、内心快哉を叫んだこ

とだろう。自分の口ではなく岸田國士の口を通してこの問題を出させることで事態をより明確

にさせるという戦略が通じたのだ。二人とも、朝鮮語の急進的な根絶を主張しないという点で同

一である。だが岸田國士には朝鮮語を日本の国語のなかに引き込もうとする意図が強くあるの

に対し、金史良は朝鮮語を日本の国語の外に置こうとしていた。この同床異夢にもかかわらず、

二人は朝鮮語の急進的な根絶を主張はしない。この二人の対談で沖縄が浮上した事情を理解す

るためには、1940年に起きた 沖縄言語論争を見る必要がある。 

                                                   
5 同上、30 頁 
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3.特殊な方言, 沖縄言語論争 

沖縄言語論争は1940年1月に始まり、1年あまり続いたが、その核心は1月に出た2つの文章に現

れている。柳宗悦が代表する1編は、沖縄方言の使用を日本語標準語の教育とともに奨励すべき

というもので、沖縄学務局が代表するもう1編は、日本語の標準語教育をさらに強めて沖縄方言

を消滅させるべきだという論理だった。この2つの立場に同調あるいは反対する人々が新聞に寄

稿して東京まで波及し全国的な論争となったのだ6。 

沖縄の方言使用を主張する者たちの論旨は正確にはどういうものだったのか。柳宗悦をはじ

めとする民芸研究員たちが1939年12月31日に沖縄を訪れたとき、言語問題は副次的な一つにす

ぎなかった。彼らが関心をもっていたのは沖縄の郷土性を生かして日本人の観光地にすること

だった。そのためには消えゆく沖縄の郷土的な色彩を生かすことが重要であり、そのなかの1つ

が沖縄方言であった。そうした意図で柳宗悦をはじめ民芸チーム員を招いた座談会が、1940年1

月7日に沖縄の観光協会と郷土協会の主催で開かれた。ところが意外なことに言語問題が中心的

な論争の主題として浮上したのである。衣服をはじめ他の問題では簡単に意見の一致を見たの

に、この言語問題では深刻な対立に発展した。当時この座談会に出席した沖縄県警察部長が柳宗

悦の言語観に積極的に反対したためである。沖縄は他の地域つまり九州や東北とは違う歴史的

な脈絡があるから、沖縄方言を使うことは禁止し、日本の標準語使用をとくに強制せねばならぬ

というのである。これに対して柳宗悦側は、どうして他の地域では方言禁止という国家的な措置

がないのに、沖縄でだけそうするのかと抗議しながら、自分たちの沖縄方言使用の主張はけっし

て日本の標準語教育の否定ではないと言った。座談会での対立した主張は沖縄の3つの新聞『琉

球新報』『沖縄朝日』『沖縄日報』の紙上論争へと飛び火した。 

沖縄で日本語標準語の奨励運動を主導してきた学務部が1月11日の新聞で声明を発表したこと

で論争は深刻になった。  

 

新入生に方言交りで教授したのはつい5、6年前であるが、今や如何なる僻陬、離島においても入学当初から標準

語教授が教育の能率を挙げてゐる。旅先で道を尋ねてもはつきり標準語で返事してくれる田舎の老人、ハキハキと

して自身に満ちた男女青年の応答振り、標準語奨励のお蔭で蔑視と差別待遇から免れたと感謝の消息を寄する最近

                                                   
6 『琉球の文化』昭和書房、1941、4-5 頁 
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の出稼ぎ移民群、新入兵の力強き本運動に対する感謝と激励の手紙！ 県出身兵の共通的欠陥たる意志発表が最近

頓みに良好に向ひつゝ あるとの軍部の所見！ 我等は此処に本県振興の根本を暗示された如く無限の力強さを感

ずるものである。 

今や県民は男女青年を中枢として標準語使用が原動力となり、推進力となつて物心両面ともに力強き躍進譜を奏

でつゝ ある。 

標準語普及運動が軌道に乗り漸く物心両面に黎明を見つゝ ある時、一方に於て本運動の進展を阻止するが如き見

解を発表する向もあるが、其の殆んどが外来者の阿諛的言辞であつたり、或は枝葉末節の方法論であつてもとより

取りに足らぬものではあるが、最近或る有力なる民芸家はその特殊な視野より県の標準語奨励は行き過ぎであると

か、伝統的美と特徴を保存するため、或は將來の日本語標準を決定するためにも 標準語奨励は考えるべきだと言

っているようであるが、それは本県振興を切実に念願する者の言ふべきことではないと考える7。 

 

標準語奨励運動をする者たちは、日本語だけを使用して沖縄語は使うなと主張した。ほかの地

域では行なわれてない標準語奨励運動を沖縄で行なうのは、この地域の人々が一時清国に所属

する運動をしたほど日本アイデンティティへの拒否があるからであり、日本語標準語を特に強

要する必要があるという主張である。彼らが沖縄方言の使用を主張する柳宗悦一行を、沖縄を日

本から分離させようとする勢力と見なしたのも、このためである。 

柳宗悦一行は沖縄学務部のこうした批判をひどく不快に思い、何度も批判を行なって沖縄だ

けでなく東京にまでこの問題を拡散させた。彼らがもっとも警戒したのは、沖縄学務部の人々が、

まるで自分たちが日本語標準語教育に反対して沖縄方言だけを教育するよう主張していると見

なしていることだった。 自分たちは日本語標準語といっしょに沖縄方言を教育すべきだと言っ

ているのに、沖縄語のみ教えて日本語は教えるなと主張していると見なし、政治的な問題にまで

飛び火させていることに気分を害したのである。それで彼らは、沖縄は朝鮮や台湾、中国とは違

うものと見なければならないと繰返し主張した。もし沖縄を朝鮮や台湾のように見たりすれば、

沖縄を植民地だと認めてしまうことになるからだ。  

 

標準語も沖縄語もすべて日本の国語である。一方が中央語でもう一方が地方語だ。これらは二つともつねに密接

な関係を有し、国語として共に尊重せらる可きであると云ふのが吾々 の見解である。 

                                                   
7 『わが沖縄』木耳社、1970、32 頁 
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吾々 は未だ嘗て中央語たる標準語が地方にとつて不必要であると述べたことはない。それが公用語として如何に

大切であるかは寧ろ常識に属する。たとへ地方を異にするとも、凡ての日本人が共有の一用語を有することは至大

な幸福である。それ故凡ての地方人は須らく標準語を学ばねばならぬ。之をよく習得することは日本国民としての

悦ばしい任務である。此のことに何の疑ひがあらうか。 

だが同時に之が地方語への閑却となり、やゝ もすれば侮辱となり、抑圧となるなら大きな誤りである。地方語も

亦国語の大切な一要素であるのを忘れてはならぬ。云ふ迄もなく地方語の発生は其の土地の特殊なる自然と歴史と

を背景とする。言語と民族の精神、人情、習慣、引いては文学、音楽等と密接にして必然な結縁を有する。かくし

て地方の文化性は最も如実に其の用語に表現される。地方語の微弱は地方的文化の微弱を意味する。偉大なる地方

は常に其の土語に於て偉大なる生活を有ち、文学を有ち、音楽を有つ。若し日本が地方語を有たない日本であると

するなら、如何に特色の少ない日本と化するであらう。仮りに世界の用語がエスペラントのみとなつたとしたら、

如何に世界の文学は単調なものに陥るであらう。丁度世界の文化に対し、日本語の存在が意義ある如く、日本の文

化に対して地方語はその存在理由を十分に持っている。吾々 は公用語としての標準語も、地方語としての沖縄語も

凡て大切な日本の国語であることを忘れてはならない8。 

上の引用文に表われているように、柳宗悦は標準語と方言としての沖縄語を同時に教えるよ

う注文をつけた。標準語と方言の枠をしっかりと維持しながら自分の主張をしている。「公用語

としての標準語も、地方語としての沖縄語も凡て大切な日本の国語」だというくだりから、柳が沖縄語をどのように考

えていたかをはっきりと知ることができる。九州や東北の言語と同一に取り扱えば沖縄語の特殊な方言の地位を十分に

表現することはできないし、日本語と違う地域として沖縄の言語に対すれば、沖縄を植民地と認めるという意図せぬ政

治的な陥穽に落ちることになる。それで標準語も沖縄地方語もすべてが国語であるというきわめて模糊とした表現を使

ったのである。金史良との対談で大政翼賛会の文化部長である岸田國士が沖縄語を「特殊な方言」と呼んだ態度と同じ

脈絡だといえる。 岸田國士の地方文化論と沖縄言語 論争での柳宗悦の持論が内面的につながって

いることを推測させる。 

 

4.同床異夢:国語のなかの朝鮮語と、国語のそとの朝鮮語 

沖縄言語論争のことをよく知っていた金史良が大政翼賛会の文化部の責任者である人間の口

から直接、沖縄言語論争の話を聞こうとしたのは、沖縄言語論争がきわめて敏感な問題であり、

場合によっては朝鮮語創作を主張する論拠として十分利用できる爆発的な力を秘めていたから

                                                   
8 同上、34-35 頁 
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だ。朝鮮の批判的文人たちが沖縄言語論争を知ることで得た収穫は、それと気づかれずに朝鮮語

創作について話すことができる点である。それまでは内鮮一体の重圧のなかで総督府と日本の

帝国知識人たちが日本語創作を主張していたが、いまやそれに抗弁しうる口実を得たのだ。特殊

な方言の位置にある沖縄語の使用が許されるべきだという日本の知識人たちの主張を根拠とし

て朝鮮語創作を主張することができた。これまではそんな主張をすれば反国民的あるいは不良

鮮人と非難されかねず、ひどく危険であったが、いまや沖縄語使用に対する日本の知識人の論理

を根拠として話すことができるようになった。まして特殊な方言としての沖縄語使用の問題を

朝鮮的な脈絡に置き換えて話したのは、大政翼賛会の文化部長なのである。新体制論があらわれ

たとき、内鮮一体に批判的な知識人たちがこれを利用できると想像しながら新体制論の文化担

当責任者たちと京城と東京で対談を企画したのは、重圧のなかで鼠の穴を探すような努力だっ

た。内鮮一体に対して批判的な朝鮮の知識人たちは新体制論のなかで地方文化論を執拗に追及

しついに特殊な方言としての沖縄言語論争を浮上させ、これを朝鮮語創作の正当性を主張する

根拠としたのである。 

しかし、朝鮮語創作問題は朝鮮語の地位と関連してあいかわらず多くの問題を抱えていた。急

激な朝鮮語の抹殺を主導していた総督府とそちら側の知識人たちはもちろん、朝鮮語抹殺を望

まない立場で政策を立てていた岸田國士をはじめとする日本の帝国知識人たちも、朝鮮語を沖

縄語と同じ特殊な方言として扱おうとした。金史良との対談で岸田國士が 沖縄語を特殊な方言

と規定しながら朝鮮語をその地位におこうとしているのが、典型的な態度だと言える。朝鮮語を

認めるにしても、国語のそとにあるもう一つの実体ではなく、国語の枠内にある方言だと見よう

とする。いつかは東北や九州の地域の言葉のようになるだろうと見るのである。しかし金史良と

林和の論旨に現れているように、内鮮一体に批判的な朝鮮知識人たちは朝鮮語を方言として位

置付けることを極度に警戒しながら、国語のそとに置こうとした。国語は厳然として日本語であ

るが、朝鮮語はその国語のなかにある方言ではなく別途の言語的実体であり、これはそれ自体と

して尊重されるというのがあの新体制論の地方文化論の意に添うというのだ。この同床異夢は、

局面による調整にもかかわらず、植民地が解体される日までつづいた。  

内鮮一体の枠内で朝鮮語創作が否定されていた時期に、朝鮮の批判的文人たちが新体制論の

地方文化論という枠により沖縄言語論争を自分のものとした場面は、植民地朝鮮が沖縄と対面

した最初の場面ではないかと思う。これより早く沖縄では小説にも朝鮮が登場していた。 沖縄
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の小説家、久志富佐子は「滅びゆく琉球女の手記」という小説で、なぜ沖縄人たちは日本内地で

朝鮮人のように自分を表わすことができず、自分の出身を隠して生きねばならないのかと自問

している。このように沖縄文学には朝鮮があらわれるが、日帝下の朝鮮の文学で沖縄が登場した

のを、寡聞のせいか筆者は見たことがない。上に言及した沖縄言語論争が最初ではないかと思う。

当時としては遠い地域であった沖縄で起きた言語論争を利用して内鮮一体の強圧的な状況から

朝鮮語創作を固守しようとしたこの批判的知識人たちの知的努力を軽視してはならない。被植

民地ハブ(hub)であった朝鮮は、日本帝国の各植民地での言説が流れこみ、また流れだしていく

交差点であった。（波田野節子訳） 


