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Ⅰ．序論

立した存在であった。当時の朝鮮の女性の中で新女性の

1．研究目的

割合は決して多数を占めたとは言えないが、その影響力

韓国における近代女性の研究は多様な分野から行われ

と波及力は大きかった 3）。従って近代女性を研究するに

てきた 1）。特に韓国の近代女性の研究は、当時の韓国の

あたって新女性の研究は欠かせない主要なテーマである

近代が持つ特殊性のため、それを念頭に置いた研究が主

と言えよう。

に行われてきた。当時の近代女性は家父長制のような封

以上の状況を踏まえて本研究では本格的な日韓の新女

建制度の打破や植民地からの解放、資本主義の時代の到

性を比較する前に、その前段階として韓国の新女性研究

来など、急変する世界情勢の中で自分たちの「性」と

の現状と課題を探ってみたい。

「アイデンティティ」、あるいは「民族」と「思想」のよ
うな問題意識を解決しようと試みた。それで近代女性に

2．研究方法
本研究は日韓新女性の比較研究を行うために、その前

関する研究は自然に以上のような研究テーマを中心に行

段階として韓国の新女性の今までの先行研究の検討を通

われてきたと言える 。
2）

本研究では近代女性の中でも、「新女性」と呼ばれた

して新女性研究の現状とこれからの課題を提示するもの

一群の女性たちに関する研究の今までの流れ及び現状と

である。時代別およびさまざまな分野の先行研究を利用

課題を探ってみたいと思う。当時の新女性は、1920 年

して分析を行いたいと思う。

代に入ってから自ら女性解放理論を展開し、さまざまな
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女性の研究が持つ意味を分析する。Ⅲでは韓国戦争以降

けられていた。同時期の男性知識人の言説によって「逸

「1950～1960 年 代 」、「1970 年 代 」、「1980 年 代 」、「1990

脱、放縦、虚栄、奢侈、現実からの乖離」というイメー

～2000 年代以降」に分けて全般的な近代女性の研究状

ジを付与された新女性に対する研究はタブーであった。

況とその傾向を時代別に探ってみることにする。時代区

韓国社会の歴史的発展と連動する新女性の研究は、民

分は、女性史研究が当時の社会・経済的状況と相まって

主化とフェミニズム運動の高まりの中で、自由な思索と

展開していた女性運動や女性研究とその軸を一緒にする

方法的模索を可能にした。また、タブーであったセク

ため、それに従って行った 。Ⅳでは、1980 年代から

シュアリティーの問題も学問の対象になり、「個」とし

本格的かつ数多くの研究が行われている新女性研究の流

ての女性の解放をも重視されるようになった。

4）

れと動向を探ってみることにする。「女性文学」
、「近代

さらに、植民地の現実における新女性の生にも注目し

性とアイデンティティ」、「性（sexuality）と恋愛」
、「家

た。近代の受容と主体形成における伝統社会・家族との

庭と結婚」、「その他の新女性研究分野」の 5 つの主題に

葛藤、また、民族独立のための闘いと女性個人の自由平

分けて検討を行う。それから、時代別の新女性研究の成

等のための闘いと葛藤、総督府への抵抗か協力かをめぐ

果をまとめて、その研究の各争点を考察する。

る葛藤。現実にはその葛藤は絡み合い変化し、複合的に
存在していた。それゆえ、新女性における「近代」、「民

Ⅱ．新女性の定義

族」、「ジェンダー」、「アイデンティティ」などの問題
は、固定的枠組みではなく、流動する総体的関係性の中

1．新女性の意味

で捉えるべきであると思う 8）。

新女性は 1900 年代前半に、イギリスをはじめ、ヨー
ロッパの諸国や朝鮮、アメリカ、日本、中国、台湾、な

Ⅲ．近代女性史の研究の流れ

ど世界の各地域で出現した。世界的な社会文化現象とも
言えよう。しかし、新女性の概念は未だに明確ではない

1．女性史研究の胎動─ 1950～1960 年代

のである。新女性という概念は時代と状況によってその

1950～60 年代の韓国は、朝鮮戦争と分断を経て全体

意味が流動的に規定されて変化し続けて来たと言うこと

的に保守的な状況におかれていた。そのため、女性問題

ができよう 。

に関する議論それ自体が消極的に行われていて、当然、

5）

しかし、今まで議論して来た新女性の概念は大部分が

女性研究の成果も乏しかった。特に、この時期の近代女

教育または知識の有無によって定義が行われて来た。近

性の研究は当時の女性たちにとって自分たちの問題と繋

代朝鮮において新女性の最も基本的な概念は、新教育で

がっていたため、簡単に接近することができる事案では

ある近代教育を受けた女性であり、朝鮮内及び外国で近

なかった。
しかし、1950 年代後半から梨花女子大学の「韓国女

代的教育を受けた女性たちを意味するのである 。
6）

一方新女性という呼称は、当時「新式女子」、「新進女

性文化論争 9）」を中心に女性に関する研究と著書が出始

子」、「新女子」、「新女性」などの多様な呼称が存在して

めた。ところが、このような研究は問題に対する根本的

いたが、1920 年代前半は「新女子」、後半以降は「新女

な接近よりは、関心を示すという程度であった。

性」に統一される傾向がある。また、新女性の具体的な

1960 年代に至っては「亞細亞女性研究 10）」が刊行さ

存在様態は社会運動家（婦人運動家）、職業婦人、無職

れて、家族に関する研究も始まった。また、この時期に

者、新家庭婦人、女学生などに分けられる 。

は植民地下の女性運動や女性団体の活動や、3.1 運動の

7）

以降の女性運動分野の研究が行われた。また、女性教育
2．新女性研究の意味

に関する興味が高くなり、教育関連の研究も行われるよ

1960 年代に入ってから朝鮮近代女性史研究が本格的

うになった。

に開始され、独立運動家女性中心の歴史研究が行われ

このように 1960 年代までの近代女性の研究は始まっ

た。反面、民族の解放に直結しない「個」としての女性

たばかりの状況であったが、家族、女性運動、女性教育

の自由と解放の問題は長く疎外された。周辺化されてき

の分野に興味を深めていった 11）。

た女性史の中でも、新女性の研究はさらに周辺に位置付
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2．産業化による女性地位向上の動き─ 1970 年代

が多く行われた。特にこの時期から植民地期の新女性の

1970 年代から始まった産業化過程を通じて女性の社

社会認識や恋愛、結婚問題、新女性の役割葛藤に関する

会進出も本格化した。このような社会変化と相まって、

研究が行われ始めた。しかし、1980 年代の新女性の研

女性労働者や教育を受けた中産層の女性たちは女性問題

究は本格的な研究と言うよりは、まだまだ現状を紹介す

に興味を持つようになり、男女不平等の問題を解決しよ

る段階に留まっていた。そして、この時期には、女性教

うと試みた。また、この時期には西欧の多様な女性解放

育と女性労働の研究が 1970 年代の研究成果に基づいて

論を扱った著書が翻訳されて紹介された。この時期の代

本格的に行われた 14）。

表的な成果として 1977 年、梨花女子大学で女性学講座
が開設され、1975 年にはメキシコ世界女性大会を契機

4．本格的な近代女性研究への道─ 1990～2000 年代

に第 3 世界女性解放論が紹介された。このような状況の

女性研究は 1990 年代に入ると既存研究に基づいた成

中で、一層深化した近代女性の女性労働や女性教育、女

果を蓄積して、多くの研究者たちを排出するようにな

性運動などに関する多様な研究が扱われるようになっ

る。この時期には、女性学に関連した数多くの国内の研

た。

究者が排出し、また海外からも女性学関連の多様な学位

女性教育の分野では、開化期から植民地時代までの近

をもらった研究者たちが帰国するようになった。それ

代女性教育の流れに関する研究を始め、近代女性教育論

で、女性に関する研究が急増し、その成果が蓄積されて

と『独立新聞』などが当時の女性に与えた影響を分析す

いった。特に研究者たちの増加によって各大学に研究所

る研究が行われた。また、植民地下の韓国女性の教育政

が設立されるようになり、地方でも地域女性の問題や地

策とそれに対する抵抗に関する研究が、主に肯定的な立

域女性の研究を目的にする団体が現れた。

場から試みられた。

以上の状況に基づいて 1990 年代に入ってからは、さ

さらに 1970 年代は女性労働者の増加と彼女らの労働

まざまな分野にわたって活発な近代女性の研究が行われ

運動の活性化によって、植民地下の女性労働者の就業実

ようになった。特に独立運動家や新女性として代表され

態など、近代女性の労働に関する研究も行われるように

る女性人物に関した研究が多く行われた。また社会主義

なった

の女性運動家にも注目するようになった。

。

12）

さらに 1990 年代には新女性研究が激増する。新女性
3．民衆女性を主体とする近代女性研究─ 1980 年代

とみなされる各個人の思想と行動や作品の分析をはじ

1980 年代には民主化運動の影響で民衆女性が主体に

め、新女性のイメージの背後にある同時代の言説分析や

なる女性運動が展開された。女性運動の分野では、何よ

家父長制、植民地、民族主義、社会主義、近代主義、

りも過去の中産層や知識層の女性のようなブルジョア的

フェミニズム、セクシュアリティー、近代的主体形成な

な女性運動から脱皮して、民衆女性のための、民衆女性

どの、さまざまな問題と関連付けて、新女性を再検討し

を主体とした様々な運動に分化して行った時期であっ

ながら本格的な研究が行われるようになった。
次には、1990 年代に入って、日本軍「慰安婦」問題

た。
このような状況は女性史研究にも影響を与えた。民衆

の実状を糾明して諸問題を解決しようとする動きが本格

女性を歴史発展の主体として捉える観点が台頭し、女性

的に現れ、「慰安婦」問題に対する関心が起こった。「韓

史は基本的にフェミニズムの観点を踏まえた女性研究で

国挺身隊研究所」と「韓国挺身隊問題対策協議会」の研

あると定義をされた。特に植民地下の社会主義の女性運

究者や活動家を中心にたくさんの研究者たちが参加し

動に対する関心が再考され、さらには一般女性の日常的

て、日本軍の慰安婦政策の本質、軍慰安婦の実態及び特

な生活や経験の領域まで関心が広がっていた

性、実状と真相などを明らかにしようと試みた 15）。

。また、

13）

1980 年代の時代状況と相まって近代女性史の研究は女

2000 年代からは国内外の多くの研究者たちが排出し

性運動史の分野でも著しい成果を上げた。三・一運動を

ていく。それで、新女性を眺めた男性知識人の視点を女

始め、植民地下の多様な近代女性運動を主題にした研究

性主義的に問うことになる。また、新女性を全地球的な

が行われたのである。

現象として捉え、西洋、東洋、韓国の女性史研究者たち

さらに、この時期には女性観と女性意識に関した研究

が集まって朝鮮の新女性を比較史的に検討する研究も活

－ 107 －
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発に行っている。そして、最近社会主義系列の新女性や

2．近代性とアイデンティティ

「親日派」新女性についての研究がようやく開始される
ようになった

。

キムギョンイルは新女性概念の定義とその変遷、民族
主義とフェミニズムをめぐる新女性のアイデンティティ

16）

の問題や性と恋愛、身体と短髪、スポーツ、消費と流

Ⅳ．新女性研究の現状と課題

行、知識と教育、仕事と職業など、多様な領域にわたっ
て分析を行った。この研究は、特に二つの側面に重点を

新女性は近代の産物ということができよう。男女平等

置いた。第一は、近代性を踏まえて新女性の分析を試み

や恋愛の自由、女性解放、封建制度の打破のような近代

たことである。第二は、この時期の新女性を東アジアの

的価値観と新女性は不可分の関係である。それで、新女

観点から把握しようと試みたことである。また、この研

性研究は当時の多様な思想から影響を受けた彼女らの価

究は新女性に関するさまざまな議論に独自的な意味を付

値観とアイデンティティに対する研究が数多く行われて

与し、それを理念によって分けて考察を行った。さら

来た。さらに、最近ではジェンダーの観点から性と恋

に、その諸議論が持つ、植民地状況下における歴史的意

愛、家族や結婚などのテーマを中心にする研究が数多く

味とその変化様相を分析し、整理した点に意義があ

行われている。

る 20）。

従って、本研究は「女性文学」、「近代性とアイデン

ユンへウォンは近代化による日韓新女性の自我意識や

ティティ」、「性（sexuality）と恋愛」
、「家庭と結婚」の

行動様式を考察した。両国女性の自我意識の発達過程の

テーマを中心に新女性の研究がどのように行われている

類似点と相違点は何であるか、また、その原因と結果は

か、また何を明らかにし、どのような課題を残している

何であるかを分析した 21）。またグォンヒヨンは雑誌「新

かを分析する。

女性」を利用して、新女性の議論を通して当時の新女性
の心性を近代性と結びつけて分析を行った。

1．女性文学

ヨンヒョスクは東アジアの近代化は、内発的な西欧の

初期の新女性研究では小説のような文学作品の中に描

近代化とは違って、外発的なものであると主張した。そ

かれた女性を通して新女性を論じた。また、新女性の文

のような外発的な近代化を成し遂げた東アジアの中で

学作品や創作活動を通じた女性の意識に関する研究が行

も、日本と中国とはまた違う植民地朝鮮の近代女性たち

われた。新女性の作品、または新女性が登場する当時の

の自意識や彼女らの主体性の分析を行った。ヨンヒョス

文学作品を通して彼女らの価値観やアイデンティティを

クは当時の朝鮮の新女性は民族意識と女性としての自意

把握しようと試みたものである。主に女性文学界の研究

識が、調和がとれなくて彼女らの意識と自我は分裂した

が多かった。

と主張した。それ故、新女性は多重的であり多層的な自

李南錦 ( イ・ナムグム ) は「韓国近代における＜女
性＞：新女性をめぐって」という研究で、李光洙（イ・

意識を持つと解釈し、朝鮮の新女性ならではのアイデン
ティティを明らかにした 22）。

グァンス）の『無情（ムジョン）』と羅蕙錫（ナ・へソ
ク）の『瓊姫 ( ギョンヒ )』、そして朴婉緒（パク・ワン

3．性（sexuality）と恋愛

ソ）の『母の杭』などの文学作品を通して当時の新式教

近代的な改造と解放という影響は一番私的な領域であ

育を受けた新女性たちが彼女らの価値観をどのよう発現

る性（sexuality）と恋愛の面でも例外ではなかった。性

しようと思っていたかを探っている。また、李南錦は彼

と恋愛の問題は当時の社会と世論や、支配権力に関する

女らの意識の発現において、当時の時代状況による限界

公共の争点と文化的交換にも影響を与えた。それ故に、

も存在していたことを指摘している

新女性の研究の中で数多くの研究が行われている分野は

。チェへシルは

17）

代表的な韓国の新女性の作品を通して彼女らの性と恋愛

性と恋愛の分野であると言えよう。

観を明らかにした 18）。グォンボドレは近代の数多くの

ソヒョンシルとチェヘシルは韓国の代表的な新女性た

文学作品を分析して新女性を含む、当時の女性たちのい

ちの生と作品を通じて彼女らが持っていた恋愛観を記述

ろんな恋愛様相を把握した 19）。

しているが、一部の新女性に限っているのが限界であ
る 23）。シンヨンスクは 1920～1930 年代の代表的な雑誌
－ 108 －
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である『新女性』、『女性』などの記事を分析して新女性

婚、離婚の自由などを主張、実践しようとしたことを明

の自由恋愛を基にして結婚観、夫婦観などを記述してい

らかにした。また、当時の新女性は国家や男性知識人が

る

要求した「民族としての自己」を拒否し、「女性として

。

24）

イミョンソンは、雑誌の『新女性』と『別乾坤』を利
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