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金史良作『駑馬萬里』と中国  

郭炯徳  

 

東アジア文学的な地平  

金史良文学には植民地朝鮮と日本との関連が主に描かれているが、それだけに還元されな

い東アジア的な地平が広がっている。金史良は日本と植民地朝鮮の関連だけではなく、日本の

帝国主義に喘ぐ台湾と沖縄、そして中国に多大な関心を持っていた。その中でも中国への関

心は格別なものだった。佐賀高校時代と東京帝国大学でドイツ語と文学に没頭した金史良は

ゲーテの『ファウスト』に惚れていたが、徐々にゲーテからハインリヒ・ハイネ文学に傾倒していった。

学部の卒業論文“Heinrich Heine, der letze Romantiker(ハインリヒ・ハイネ最後の浪漫主義者 )”

にはそのようなハイネ文学への志向が表れており、それは現在入手できないが、ハイネの亡命文

学に関する内容であるように思われる。東京帝大においてドイツ（文学）という窓を通して植民地

朝鮮の行くべき道を探っていた。金史良はハインリヒ・ハイネ文学を介して世界大戦によって揺

れ動くヨーロッパと、ドイツのファシズムや文芸統制を批判的に捉えた。 

しかし、ドイツ文学の中から日本帝国主義を批判するための根拠を見つけることはできたもの

の、それを突破する力を見出すことはできなかった。なぜなら、近代前後のドイツは侵略され苦

難に満ちた道を歩んだ経験はあるものの、朝鮮のように長い間、植民地にされ、民族（文化）の

存続が脅かされたことはないからだ。金史良がハインリヒ・ハイネの亡命や文学に共感したものの、

そこから自分の行くべき道を見つけることはできなった所以である。金史良がこの時期にハイネ

文学からプラハのユダヤ人であり、ドイツ語で作品を書いたフランツ・カフカ文学に向かったとし

たら、彼の文学は大きく変わったかもしれない。金史良が1940年からドイツ文学関連の評論など

を書けなくなったのは、日本帝国の戦時体制に巻き込まれ危機的な状況にさらされた植民地朝

鮮の状況をもはやドイツに例えることはできなくなったからであろう。ドイツと比べると、抗日戦争

が展開されており、多くの朝鮮の「革命戦士」が活動していた中国大陸は金史良に憧れの地で

あり、植民地朝鮮の状況を変えられる重要な意味を持つ場所であった。  

中国と関連を持つ金史良の作品を絞って簡略にまとめる。 

【中国・「満州」関連、金史良作品リスト】 

①「北京往来」『博文』1939年8月（エッセイ、朝鮮語）  

②「エナメル靴の捕虜」『文藝首都』1939年9月（エッセイ、日本語）  

③「建設への意欲―島木健作氏著・満州紀行」『三田新聞』1940年7月10日（書評、日本語）  

④「郷愁」『文藝春秋』1941年7月（小説、日本語）  

⑤「海への歌」『毎日新報』1943年12月14日～1944年10月4日（小説、朝鮮語）  

⑥「駑馬萬里―延安亡命記１－９」『民声』1946年1月～1947年7月（ルポルタージュ、朝鮮語）  

⑦「胡蝶」『八・一五解放一周年記念戯曲集』、1946年8月（戯曲、朝鮮語）  

⑧『駑馬千里』良書閣、1947年10月（ルポルタージュ、朝鮮語）・未見  

⑨「駑馬萬里」『金史良選集』、国立出版社、1955年6月（ルポルタージュ、朝鮮語）  

このリストのうち、①～②は北京旅行を書いたエッセイであるが、言語によって異なる内容を書
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き込んでいるのが特徴である。この北京旅行の際に金史良は北京大学で周作人と会っているが、

なぜかその詳細については明らかにしていない。④は北京滞在の体験をいかしてキリスト教の

「エレミヤ書」（『バイブル』）を引用しながら滅亡の危機にさらされている朝鮮民族の行くべき道を

示している。（これについては既に拙著『金史良と日帝末の植民地文学』で書いたので省略する）

連載小説・⑤「海への歌」には1944年の上海滞在の経験（滞在は7月、一ヶ月）が色濃く反映さ

れている。この小説は主人公・海山が日露戦争後にアメリカのスタンダード石油会社の船に密か

に乗り込んで上海に密航し、そこで汎先生一家の教示をうけ黃埔軍官学校に入ってから中国

革命戦線に飛び込む内容である。しかし、四・一二事件の渦中、蒋介石が朝鮮人左派を粛正

するなかで海山はかろうじて命を拾って朝鮮に逃げることになる。この小説は蒋介石を批判しな

がら中国抗日戦線を支持する内容が検閲にひっかからない程度で密かに記録されており、それ

を読み込むことができる。一九四四年の朝鮮と日本の状況を取り入れながらも、中国の場合は

四・一二事件（一九二七年）までを扱っているのは検閲を意識したためであろう。その後の中国

の状況は⑥、⑧、⑨の『駑馬萬里』（このテクストの総称として用いる）で書かれることになるが、そ

こには書けなかった上海体験が反映されていると見た方が良いだろう。  

本発表は『駑馬萬里』テクストの形成過程に注目しながら、『駑馬萬里』における「ナショナリズ

ム」を核に持つ反帝国主義、統一戦線―それは金史良が体験した新民主主義と直接関わり持

つ―が持つ意味を分析する。ただ、本発表は金史良の中国における新民主主義体験の意味を

抗日戦争との関りで求めるだけではなくて、むしろ新しく建設されつつあった「北朝鮮」との関連

で解明する。いわば「満州派」の金日成が「北朝鮮」社会の中で権力を手に入れつつあった状

況の下で、「延安派」に属する金史良が書いていた『駑馬萬里』は⑥「駑馬萬里―延安亡命記

１－９」のままでは金日成を中心にして建国される国家の「歴史」とは相いれない内容を含んでい

た。本発表は⑥「駑馬萬里―延安亡命記１－９」から⑨『駑馬萬里』に至る中で、金日成だけで

はなく、毛沢東や新民主主義に関する言説がどのように変容していたかを中心において分析す

ることで、「解放後」の金史良文学が通っていた文学的な旅程を明らかにする。 

 

書き加えられた「金日成」および、「新民主主義」  

金史良作『駑馬萬里』（朝鮮語）は、幾重ものテクスト（肉筆原稿から初出、所収まで）の断層

が亡命の記録としての臨場感を活かす方向で誰もが分かる形で現れている。『駑馬萬里』テクス

トをならべると次のようになる。（注 1） 

① 肉筆原稿「士亮稿箋」「山寨譚」（ノートタイトル、現在は行方不明）  

② 初出『民聲』連載本  

Ⓐ 初期二回  ⓐ 延安亡命記――紙騒動（종이騒動）」（1946年1月） 

ⓑ 「延安亡命記――山寨譚（２）」（1946年2月） 

       Ⓑ 後期七回分  「駑馬萬里――延安亡命記①～⑦」（1946年3～4月、6月、11月、

1947年2～3月、7月） 

                                           

（注 1） 布袋敏博「解放後の金史良覚書」（『靑丘学術論集』１９、二〇〇一年、一四五頁）の中の『民聲』連載

の詳細を参照した。なお、布袋敏博の同論文は金史良の「延安行直前」から「一九四七年」までの足跡を

緻密に追うことで、研究史において空白だった金史良の解放後の軌跡を明らかにしている。  
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③ 初収  『駑馬千里』（良書閣、1947年10月）〔『民聲』後期7回分に補稿〕 

④ 再収録『金史良選集』（国立出版社、1955年6月）〔底本は初収〕  

「延安亡命記」から『駑馬萬里』へとテクストが変わっていく過程の中でもっとも目立つ変化は

前者にはなかった金日成および、中国共産党の新民主主義に関する内容が書き加えられたこ

とである。前述したように『駑馬萬里』は複雑な形成過程を経て成り立ったテクストであって、読

者は『駑馬萬里』（一九五五）を日本帝国主義末期の生々しい記録として読む可能性が高い。

しかし、書き加えられた二つのエピソードは明らかに開放後の北朝鮮社会の動向と建国イデオ

ロギーに影響されているので、『駑馬萬里』（一九五五）には三つの「地層」がある。その一つは

「華北朝鮮独立同盟、朝鮮義勇軍本陣」で書かれ『民声』に連載する際に参照したとされる肉

筆ノート、二つは解放空間の中でリライトされた『民声』連載本、そして三つに連載の後に書かれ

た単行本『駑馬千里』（一九四七）と『駑馬萬里』（一九五五）である。それを便宜のために①肉

筆本、②連載本、③単行本として呼ぶことにしたい。  

ただ、①肉筆本→②連載本への変化は肉筆本を確認できないため推測するしかないが、②

連載本→③単行本の異同は明らかである。しかし、この場合も『駑馬千里』（1947）は確認できな

い状態であるため『金史良選集』（一九五五）に所収されている「駑馬萬里」を底本として活用す

るしかない。『金史良選集』に  所収されている「駑馬萬里」は『駑馬千里』を底本にして収録され

たものとして考えられるが、金史良の死後に出た本であり朝鮮民主主義人民共和国（以下、共

和国に略称する）の建国イデオロギーと関わる敏感な内容が書き込まれているので多少は編集

された可能性も皆無ではないだろう。いずれにしても、②連載本から③単行本になる際の異同と

書き加えは解放前の中国における抗日の記録が解放後の北朝鮮（共和国）社会でどのように

読まれ、改稿されたかを見る上で欠かせない資料である。 

それではまず新民主主義が③単行本の方でどのように表れているかを検討したい。『駑馬萬

里』の構成は「序文／第一部  脱出記／第二部  遊撃地区／第三部  抗日地区／第四部  駑

馬遅々」となっている。このうち第二部から第二四部にかけて新民主主義と関わる内容が散見さ

れる。 (注 2)金史良は民族主義系列の大韓国民国臨時政府を猛烈に批判しながら、中国共産党

（CCP）の八路軍と朝鮮義勇軍の国際主義的な同志関係（朝中連帯）に期待を託している。金

史良が亡命先として八路軍と朝鮮義勇軍の根拠地である太行山を選んだのは、思想的な志向

を明らかにしているとみてよいだろう。要するに、金史良は朝鮮民族の解放を夢見ながら国際的

な戦場になっていた中国大陸に身を投じたのである。金史良は太行山の解放村で朝鮮義勇軍

の一員として活動しながら、そこで中国共産党の新民主主義を体験したことを次のように書いて

いる。 

まことに、内憂外患が踵を接するこの国の危機にのぞんで、毛主席が提起した新民主主義の政策と方向

たるや、新中国のたどるべき道をもっとも正確かつ具体的にしめしたものであった。この新民主主義の革命的

                                           
(注 2)   『駑馬萬里』と新民主主義との関連に関してはオスロ大学の朴露子 (Vladimir Tikhonov)氏の“Kim 

Saryang's Ten Thousand Li of a Dull-Witted Horse-the Dialectics of Korean-ess at the Crossroads of 

Internationalism and Nationl Liberation”（円光大学主催『金史良と東アジア』ワークショップ資料集、二〇一

七年七月五日、参照  ）によって初めて具体的な研究が始まった。朴露子は金史良の亡命を朝鮮人による幾

筋の抗日運動路線（朝鮮独立同盟、朝鮮義勇軍、大韓民國臨時政府など）との関連をさぐりながら、彼の亡

命を国際主義と民族解放をキーワードにして読み込んでいる。  
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要領こそは、抗戦期における暗夜にあって前途を照らしだした唯一の松明であった。（ 安宇植訳『駑馬萬里』

一八二頁、傍線は引用者）  

 

人民統一戦線を目指した新民主主義論に対する金史良の多大な共感と期待は太行山にお

ける朝中連帯を肯定的に捉えただけではなく、北朝鮮の国家建設の際にこの論が掲げる理想

が大いに参考になったからであろう。それゆえ、金史良は一九四七年に新民主主義に関する内

容を『駑馬萬里』に書き加えることになった。新民主主義論は「外来の民族的圧迫・内部の封建

主義・官僚独占資本主義・ファシズムの圧迫を覆」し、「旧民主主義的政治制度を建立せず、

一切の民主階級を連合せる統一戦線的政治制度を建立」 (注 3)することを掲げており、それは植

民地から解放され新しい国家建設の真っ只中の北朝鮮においても通用されるものであった。こ

れを見ると、1947年の時点で中国共産党との連帯を強調することや、延安派の抗日戦争の記

録を出版することは、検閲に引っかからなかったことが分かる。  

もちろん、後者の場合は金日成を中心に置き、延安派をその衛星に位置するという方法を取

らねばならなかった。『駑馬萬里』（一九五五年）には金日成賛美が不自然な形で行間に書き

加えられているのがもっとも目立つ。その典型的な箇所を引く。  

 

このころ満州では、日を重ねるにつれ朝鮮民族解放運動がいよいよ熾烈さを加え、力づよい発展を遂げ

ていった。しかも、九・一八事変を前後して、朝鮮独立運動の最前線には金日成将軍が太陽のごとく姿をあら

わすにいたった。このとき以来、満州において展開された朝鮮人民の武力抗戦は、じつに空前絶後の状観を

みせるにいたり、世紀の一大神話となったのである。少なくとも国内における三十数年におよび独立運動の闘

争過程において、かつてみることのできなかった反日勢力の総集結体として、将軍の部隊は偉大なる太陽系

を形成したのであった。将軍の指導のもとに朝・中両民族の堅固な抗日連合戦線は結成され、朝鮮人民の民

主勢力も最大限に動員されて真っ向から砲火を浴びせながら日本帝国主義者に肉薄していったのである。

（ 安宇植訳『駑馬萬里』二七三頁）  

 

「偉大なる太陽系」に例えられた金日成部隊は、抗日連合戦線を形成している朝中連帯を

指導する立場として位置づけられている。これは明らかに事後的な解釈であって、太行山の中

で書いた文章の書き換えではない。それは各々の民族的なものを否定はしないが中国共産党

が中心になって導いていく新民主主義論 (注 4)ともかけ離れた主張であり、戦前の中国における

抗日連合戦線内の中国共産党と朝鮮の革命勢力の間の力学関係を正しく反映していない。し

たがって「偉大なる太陽系」の太陽的な存在として金日成を立てて、その衛星として朝鮮義勇

軍を位置づけることは、満州派主導で建国されつつあった北朝鮮における権力構造を表してい

る。『駑馬萬里』には亡命した際に金史良が太行山で体験した新民主主義的な生き方を、解放

後の北朝鮮社会の形成に適応しようとする作家の祖国建設への熱い意志だけではなく、金日

成（満州派）主導で建国されつつあった北朝鮮で延安派に属する金史良の時代との妥協／闘

争の痕跡を色濃く反映している。 

                                           
(注 3)   平野善太郎『中国における新民主主義革命』（中央公論社、一九四九年七月、六六頁）  

(注 4)   毛沢東著、毛沢東選集刊行会訳『新民主主義論  中国革命と中国共産党』（大月書店、一九五四年

二月、参照）  
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金史良は太行山の中で植民地朝鮮とは違う新しい世界を夢見ていた。  

 

短時日のことにしかすぎなかったが、それでもわたしは、友人たちより一歩先んじてここに新しい世界をみい

だしたのであり、新しい民衆の大地を踏まえて立つことができたのであり、新しく生れ変わった人びとに接したの

であり、新しい空を仰ぎみるにいったのであるから。ここは、敵を撃ち退け、その手から人民を救出せんものとこ

ぞって立ち上がり、とどろきわたる革命の喊声のうちに輝かしいあらたな日を迎えつつある世界なのである 。（注 5）

(点線は原文にはない箇所である) 

 

繰り返される「新しい世界」に対する志向は、日本帝国の中の植民地朝鮮が背負っていた時

代状況とは違うベクトル――すなわち独立した国民国家――を目指していると受け取られる。し

かし、金史良が太行山で抱いていた「新しい世界」への信念と希望は、解放空間の「北朝鮮」に

おける延安派と金日成の満州派の派閥争いの中で （注 6）破れつつあった。前述した加筆過程の

中には、急激に変化する「北朝鮮」の権力争いの中で、金史良が植民地期の「（抗日）記憶」を

「記録」する際に、現在の「権力者＝金日成」を賛美せざるえなかった、「時代」との合意／格闘

の「血痕」をかいま見ることができるのである。  

 

まとめ  

本発表では金史良文学と中国の関連を『駑馬萬里』に焦点を当てて探ることで三つの結果

を見出した。 

１）金史良は中国体験を通して日本の帝国主義を運命的に受け入れ、協力者（親日）の一

員に加わる道ではなくて、複雑な国際情勢を確認して自己更新の道を見つけようとした。それは

1939年、1944年の中国訪問でより深まり、1945年の中国への亡命へと結びついた。金史良は

1939年の北京訪問の後に出世作「光の中に」を書き、1944年上海などの訪問からは日本帝国

主義が永遠に続くものではないという実感を得たと思われる。ドイツ文学への関心が低くなって

行く過程に中国訪問があることは無視できない出来事であろう。日本帝国主義に喘ぎながらも

それに抗戦している中国共産党や朝鮮義勇軍の存在は植民地主義に誰よりも敏感に反応して

いた金史良にとっては魅力的だったに違いない。金台俊（延安）や李陸史（北京・獄死）などの

例をあげることもなく、植民地朝鮮において中国は植民地解放闘争の戦場であり、国内の抑圧

から逃れる地に他ならなかった。  

２）『駑馬萬里』の複雑なテクスト形成過程を追うことで、書き換えの意味を明らかにした。特に、

『民声』連載本から単行本になる過程には建国されつつあった北朝鮮社会における建国イデオ

ロギーとの妥協と葛藤の痕跡が散見される。ブルジョア階級で延安派に属していた金史良にと

って満州派・金日成が権力者になっていく過程は身の安全が危惧される状況であった。歴史が

証明する通り、数多い延安派は朝鮮戦争の後、平壌で粛正された。  

３）『駑馬萬里』のテクストの改稿過程にもっとも目立つ変化は金日成賛美と新民主主義論が

書き加えられたことである。前者はテクストの行間で突出しているが、後者は太行山の解放村で

の体験だけではなくて、1947年時点の北朝鮮社会にも適応される議論であったため自然な感じ

                                           

（注 5） 安宇植訳『駑馬萬里』（二四四頁）  

（注 6） 和田春樹『金日成と満州抗日戦争』（平凡社、一九九二年三月）  
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がする。要するに、新民主主義論は建国中の北朝鮮社会の中で金日成にとっても魅力的であ

ったはずである。啓蒙を通して人民の統一を図り、封建的な経済構造を一新し、外勢の介入を

拒否する方向は当時においては有効な手段であった。しかも、民族的なものを保持する国際主

義は建国中の北朝鮮で拒む理由のない絶好の理論であったはずである。 

以上のように金史良は1945年の中国亡命を通して日本の植民地主義を批判する書き手から、

直接抗日戦線へ身を投じた。それによって金史良は「民族的な作家」から反帝国主義を掲げる

国際主義者への変貌を遂げた。『駑馬萬里』の執筆はそれを裏付けている。しかし、この変貌は

心臓病を患っていた金史良を朝鮮戦争に参戦させ、死に導いた。今回は日本帝国主義ではな

く、アメリカ帝国主義との闘いであった。しかし、この履歴は長い間、韓国で金史良文学が禁忌

になる根拠となった。金史良が抱いていた民族を核に持つ国際主義は彼の人生を中国大陸か

ら故郷・平壌に向かわせ、彼が延辺や日本の朝鮮人作家として生きる道を閉ざした。「国際主

義者」金史良のこのような死に方と、読まれ方は歴史のアイロニーと呼ぶしかないかもしれない。 
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