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研究成果の概要： 

本研究では、西ヨーロッパと北米地域の女性表象の影響を強く受けた結果、日本の文学作

品を中心とする言説の中に誕生した新しい女性の表象を分析・考察し、その諸相を明らかに

した。「近代化＝西洋化」する日本においては、ヨーロッパ文学のヒロインを模した存在と

して高等教育を受ける「女学生」が描き出されたが、そうした女性の表象の舞台として、近

代化の過程を歩む都市が設定され、都市とそこに点在する近代的な装置が、彼女たちをめぐ

る言説を補強したことを解明した。また、非西洋地域として歴史的に「近代化＝西洋化」を

経験し、しかもその「近代的」な女性像と「伝統的」な女性像の間に大きな隔たりがあった

日本以外の地域の女性表象についても調査・考察した結果、日本を含め、そうした地域にお

いて近代化の過程であらわれてくる女性像は、捩れた「エクゾティシズム」を身に纏ってい

ることも明らかになった。さらに、女性の表現者たちが、男性たちの文学的想像力を利用す

る形で、「新しい女」像を構築しようとしたこともわかった。 
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の分析などの形で世に問うてきた。こう

した女性表象の分析を通じて、日本の近

代文学においては、一度「西洋」という

フィルターを通すことによって捻れ、二

重構造を持つことになってしまった女性

像が出現しているのではないかと考察す

るに至った。 

その中で、国外のケースに目を向けてみ

た時にも、「近代化」に際して文学の中

の女性像が大きく変化している場合が多

いことに着目した。2004年にチュニジア

で開催された国際シンポジウムにおける

口頭発表は、非西洋地域における近代化

と文学作品における女性表象の問題を取

り扱った端緒であるが、当地の研究者の

関心も高く、さらなる研究の推進が必要

であることがわかり、本研究へつながっ

た。 

 

２．研究の目的 

本研究は、文学作品を中心としたテクス

トに描き出された女性表象を分析し、社会

の「近代化」と女性表象の変化との関連性

を突き止めるとともに、その意味及び意義

を、比較文学的視点から精緻に解明するこ

とを目的とするものであった。その際、「近

代化」が研究の大きなテーマとなるため、

19 世紀以降、主に 20 世紀のテクストを取

り扱うこととした。また、研究対象となる

地域は、日本を中心とするが、日本のテク

ストに大きな影響を与えた西ヨーロッ

パ・北米地域、さらには非西洋地域として

歴史的に「近代化＝西洋化」を経験し、し

かもその「近代的」な女性像と「伝統的」

な女性像の間に大きな隔たりがあった日

本以外の地域の女性表象と比較対照する

ことにより、研究に比較文学的な視野の広

がりを持たせた。 

 

３．研究の方法 

本研究は、19 世紀以降、主に 20 世紀（日

本の場合は明治中期以降から昭和年間に

あたる）に出版された一次資料の調査、読

解と綿密な分析のもとにおこなわれた。具

体的には、以下のようなテーマを設定した。 

(1)  「近代化」と女性表象：都市の女学生

をめぐる言説 

(2)  「宿命の女」と捩れたエクゾティシズ

ム 

(3)  女性からの発信：「主体的な性」の行

方 

 

 

４．研究成果 

(1)  「近代化」と女性表象：都市の女学生

をめぐる言説 

まず、「近代化＝西洋化」する都市におい

て、ヨーロッパ文学のヒロインを模した存

在として早くからテクストの中に描き出さ

れたのが、高等教育を受ける「女学生」だ

ったことに着目した。明治 10 年代から、女

学生はさまざまなメディアによって注目さ

れる存在だったが、「新しい女」としての彼

女たちが何を期待され、どのように語られ

ていったのか、ということを、文学作品の

中に描き出された女学生像と、実際の女学

生を巡るメディアの言説の分析を通じて明

らかにすることを試みた。アメリカ合衆国

の女子高等教育をモデルとした日本の女学

校は、女学生たちの社会的階層の問題など

を当初から孕んでいたが、結局は良妻賢母

主義教育を施す場所として定着した。その

中で、女学生自身の戸惑いや諦めが描かれ

た、三宅花圃の『藪の鶯』のような作品も

登場したが、女学生は男性知識人たちの恋

愛と結婚の対象としてのみ表象されるよう

になっていく。彼らの恋愛観や結婚観を規

定したのは、ヨーロッパ発祥のロマンティ

ック・ラブ・イデオロギーだったが、この

イデオロギーは、女性をも含む日本の知識

階級の若者たちに受け入れられるために、

精神性を称揚し、肉体性を排除するという

戦略をとった。西洋文学の翻訳などにも、

そうした読み替えは明らかである。その結

果、日本的なロマンティック・ラブ・イデ

オロギーは青年男女に刷り込まれていくが、

その一方で性的スキャンダルもメディアに

登場するようになった。当事者である女学

生たちは、メディアと文学によって、「女学

生神話」というネガティブな言説の中に囲

い込まれていくことになるが、そうした女

性の表象の舞台として、近代化の過程を歩

む都市が設定され、都市とそこに点在する

近代的な装置が、「女学生神話」を補強する

役割を担ったこともわかった。 

 

(2)「宿命の女」と捩れたエクゾティシズム 

しかし、一方で、女学生をめぐるネガテ

ィブな言説が、ヨーロッパ世紀末文学の影

響を受けながら、新しい女性表象を形成し

たことも明らかになった。「女学生神話」

は、女学生たちの知性を抑圧し、彼女たち

を身体的（性的）な存在として規定したが、

性的な存在としての女学生表象は、自らの

性的魅力を利用して男性を誘惑する、悪女

としての自覚を持つ女性像をも生み出し



 

 

ていくのである。この女性像は、ヨーロッ

パ世紀末文学の中の「宿命の女」像に近づ

いていくことによって、都会的で西洋的な、

強いヒロインとなっていく。日本文学にお

ける「新しい女」像は、「文明」と「伝統」

へ二極化していく女性表象の、「文明」側

を担うものとして、「エキゾティックな強

者」として位置づけられていることを明ら

かにした。 

日本における「宿命の女」が、そのエクゾ

ティシズムを「西洋」に求めることによっ

て、ジェンダー間の力関係の逆転を容易に

する、という図式は、大変興味深いもので

ある。なお、非西洋地域として歴史的に「近

代化＝西洋化」を経験し、しかもその「近

代的」な女性像と「伝統的」な女性像の間

に大きな隔たりがあった日本以外の地域の

女性表象についても調査・考察した結果、

そうした地域において近代化の過程であら

われてくる女性像が、往々にしてこのよう

な捩れた「エクゾティシズム」を身に纏っ

ていることも明らかになった。 

 

（3）女性からの発信：「主体的な性」の行方 

もう一点のテーマとして考察したのは、明

治末の女性作家たちについてである。ここ

では、大塚楠緒子と田村俊子という、いず

れも、男性たちの文学的想像力を自分なり

に読み替えて、新しい女性像を作り出そう

とした作家たちを取り上げた。大塚楠緒子

は、女学生の「その後」の物語を数多く描

いたが、西洋の文学や文化に関する知識も

作品の中に取り入れながら、女性の側から

ロマンティック・ラブ・イデオロギーを読

み直す。そして、これまでにはなかった女

性の生き方をも模索している。田村俊子は、

『あきらめ』という作品において、女をめ

ぐる言説に女の立場から参入するとともに、

遊歩者 flâneuse としての女学生と、同性愛

的な世界を描くことによって、女学生が単

に視線を注がれるだけの存在ではないこと

を示す。この作品の分析からは、主体的な

存在であろうとする女学生の姿が読み取れ

る。大塚も、田村も、男性たちの紡いだ女

性表象をも取り入れ、それを自分なりに解

釈して新しい女性表象を試みている。日本

文学の中の「新しい女」が、男性たちの文

学的想像力の産物でもあったが、女性たち

も、その想像力を利用する形で、「新しい女」

像を構築しようとしたことがわかった。ま

た、1911 年に創刊となった『青鞜』に寄せ

られた初期のフィクションからも、大塚や

田村の作品に見られた特色を拡大する形で、

さまざまな方向での女性の主体性が主張さ

れていたことが確認できた。 
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