
天理台湾学会 2018 年第 28 回研究大会 報告要旨（山本和行） 
＊報告要旨のため、報告者の許可なく引用・転載することを禁じます。 

1930 年代以降における芝山巌の位置 

―学校教育とのかかわりを中心に 

 

山本 和行（天理大学） 

 

 本発表は、台湾北部・台北士林の芝山巌に「芝山巌社」（芝山巌神社）と呼ばれる施設が

設置された 1930 年以降、学校教育がどのような形で芝山巌とのかかわりを深めていくこと

になるのかを明らかにする。とりわけ、「芝山巌祭」や「芝山巌社」の運営・維持に対する

教員・生徒の動員を中心に検討を加え、植民地教育における芝山巌の位置づけについて明

らかにすることを目指す。 

 発表者はこれまで、日本による植民地統治期の芝山巌の位置づけについて研究を進めて

きた。特に、1896 年 1月に発生した「芝山巌事件」の「遭難戦死」者を慰霊する目的で始

まった「芝山巌祭」の開催状況の変遷、および 1905 年より「芝山巌祭」を主催することと

なった台湾教育会による芝山巌の整備事業の展開過程について検討を加え、1930 年に「芝

山巌社」と呼ばれる施設が整備されるに至って、芝山巌がいわゆる「六氏先生」の「墓

所」から「本島教育に殉したる英霊を祭るべき霊域」へと変化していくプロセスを明らか

にした。そのうえで、このプロセスにおいて、芝山巌が教育にかかわる者にとっての特殊

な祭祀・拝礼の場として位置づけられ、教員および学校生徒に対する教育的効果が期待さ

れるようになっていったことを指摘した。 

 本発表は以上の知見に基づき、芝山巌に「芝山巌社」と呼ばれる施設が設置された 1930

年以降、この場に期待された教育的効果がどのような形で利用・活用されようとしていた

のかを明らかにすることを目的とする。具体的には、まず、「芝山巌祭」への教員・生徒の

参加・参拝が常態化していく経緯について検討を加える。祭典への教員・生徒の参加・参

拝は 1930 年以前においても実施されていたが、「芝山巌社」という具体的な祭祀・拝礼の

場がセッティングされて以降、顕著な形で規模が拡大されていく。たとえば、台湾教育会

の機関誌であった『台湾教育』には毎年、学校名と参拝者数が明示されるようになるのは

「芝山巌社」の整備以降である。また、学校単位による「献燈」（灯篭寄贈）も大規模にお

こなわれるようになっていった。本発表では、『台湾教育』掲載の芝山巌関係記事を中心

に、こうした動員の状況について具体的な検討を加える。 

 本発表を通じて、芝山巌という特定の場が植民地における教育活動にどのように位置づ

けられていくのかを明らかにするとともに、「たおれて後やむ精神」として説明されるよう

な「芝山巌精神」が語られうる現実的な基盤、およびそこにはらまれる植民地的な特異性

について解明することを目指す。 
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天理台湾学会 2018 年第 28 回研究大会 報告要旨（土屋真一） 
＊報告要旨のため、報告者の許可なく引用・転載することを禁じます。 

『臺灣日日新報』にみる章炳麟 

―『民報』期の言語観へのつながりとして 

 
土屋 真一（明海大学大学院） 

 
キーワード：章炳麟・『臺灣日日新報』・民族主義・言語観 
 
  清朝末期の文字改革運動において「駁中國用萬國新語説（中国、万国新語を用いる説を

駁す）」を著した章炳麟という人物は、同時期に発表された代表的な文字改革運動の論者た

ちとは異なる主張を展開した。 
この異なりとは他の代表的な文字改革運動は富国強兵をめざし教育の普及を目的とし、

清朝政府の役人などを通じて文字改革運動を展開させたのに対し、章炳麟は教育の普及で

はなく、民族の復興を目的とした漢字廃止論とエスペラント推進派への反駁と反切を活用

した記音字母の提案や草書や小篆という隷書を簡略した文字の普及をうったえたことにあ

る。 
  民族の復興とは漢民族の再興を指し、つまりは章炳麟の民族主義にあたる。それでは章

炳麟がこのような考えを抱くにはいかなる経緯をたどってきたのであろうか。 
本研究ではその一過程として、章炳麟が戊戌政変後台湾に亡命していた際に就職してい

た臺灣日日新報社で発表した「失機論」を中心に検証をおこなう。そして章炳麟の民族主

義の形成の一過程を明らかにすることを試みる。 
 
先行研究： 
 『臺灣日日新報』に関する先駆的研究として阿川修三氏は、『漢文学会会報第四十号』に

おいて「『台湾日日新報』所載章炳麟論文について」という表題のもと、章炳麟が戊戌政変

で台湾に逃れたとき勤めていた新聞が従来『台北日報』といわれていたが、実は『臺灣日

日新報』であったことを発見し、新資料として紹介したうえで、過去の章炳麟研究に戊戌

政変後の変法派との関係について新たな知見を与えている。 
 また湯志鈞・近藤邦康の両氏は『中国近代の思想家』のなかで台湾亡命期の章炳麟につ

いてとりあげ、阿川修三氏の発見の新資料として『臺灣日日新報』を紹介した。湯志鈞・

近藤邦康の両氏は『臺灣日日新報』の漢文欄に掲載された章炳麟の論説について分析をお

こない、章炳麟の政治観とくに清朝政府や西太后に対する批判に関して論述している。 
 
本研究の見通しとして： 
 『臺灣日日新報』において章炳麟の清朝政府への直接的批判が具現化したのは、当時の

台湾が日本に統治されていたことに起因する。そして『臺灣日日新報』で発表された論説、

つまり章炳麟の考えが『民報』期へとつながり、章炳麟の言語観にも影響していたのでは

ないだろうかと考える。 
 
参考資料： 
阿川修三（1982）「戊戌政変直後の章炳麟：新資料『台湾日日新報』所載論文を中心に」 
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天理台湾学会 2018 年第 28 回研究大会 報告要旨（土屋真一） 
＊報告要旨のため、報告者の許可なく引用・転載することを禁じます。 

 『現代中国』第 56 号 pp.40-43 現代中国学会 
阿川修三（1982）「資料紹介『台湾日日新報』所載章炳麟論文について」『漢文学会学報』

40 巻 pp.83-98 大塚漢文学会 
台湾日日新報社編（1995）『台湾日日新報』ゆまに書房 
土屋真一（2018）「『民報』期における章炳麟の言語観」明海大学大学院応用言語学研究科

修士論文 
湯志鈞・近藤邦康（1985）『中国近代の思想家』岩波書店 
姚奠中・鄭国炎（2014）『章太炎学术年谱』三晋出版社 
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天理台湾学会 2018 年第 28 回研究大会 報告要旨（中澤信幸） 
＊報告要旨のため、報告者の許可なく引用・転載することを禁じます。 

20 世紀初頭の台湾語辞書に見られる語彙の残存状況について 

 

中澤 信幸（山形大学） 

 

  

日本統治期の台湾では、統治上の必要性からさまざまな台湾語辞書が編纂された。『日

台小字典』（上田万年・小川尚義主編、台湾総督府民政部学務課発行、1898年刊、明治

31）、『日台大辞典』（台湾総督府民政部総務局学務課発行、1907年刊、明治40）、『台

日大辞典』（台湾総督府発行、1931～32年刊、昭和6～7）、そして杉房之助編『日台新辞

典』（日本物産合資会社支店発行、1904年刊、明治37）などである。また台湾勤務の警察

官だった東方孝義（1889～1957）により、『台日新辞書』（台湾総督府警務局内台湾警察

協会発行、1931年刊、昭和6）も編纂された。ここで挙げられた語彙は、当時の生活語彙

を反映すると同時に、警察・検察に関わるものも多く反映していた。 

これらの語彙は、台湾のどの地域の語彙を反映したものなのであろうか。また、現在で

はこれらの語彙はどの程度残存しているのであろうか。発表者は、以前『台日新辞書』か

ら100種133語をランダムサンプリングし、その語彙の特徴について調査した。具体的には

次のような語彙である。 

1 遏壓（押さえ付ける）4 湆糜（重湯） 7 閑（暇／無駄） 

10 傀儡戯（操り人形芝居） 13 剋（かちあたる） 16 醜勢（醜い、不器量） 

19 見怪（変に思う） 22 金銀（金銀） 25 □□嗽（咳がとまらない） 

28 月頭（月初め） 31 寬限（延期する、延ばす） 34 可傷（いたわしい） 

37 甚（何） 40 世間（世間、世の中） 43 熟場（場慣れ、場所慣れ） 

46 辱罵（怒り付ける） 49 息尾（終わり、最後、しまい） 

52 倒來倒去（取り換え合わす。一方のものを一方に入れ、またその反対のものを他

方に入れる） 55 誰（誰、人称疑問詞） 55 甚人（誰と同じ） 

58 呪罵（讖罵する） 61 增重（目方を増やす） 64 纒絆（まとう、まつわる） 

67 體育（体育） 70 推開（断る、辞退、かこつける） 70 推托（推開と同じ） 

73 度過日（日を送る） 76 巴結（へつらう、追従／まいる、降参） 

79 孝女（孝女／喪主） 82 屛房（宿。仕切りを入れた房室の意より転じて宿の客室

を指す） 85 文書（文書） 88 補藥（補い薬、養生薬） 

91 風水先生（墓地見。地理水土を按じて墓地の吉凶を見る者） 

94 粒仔（腫れ物、出来物、おでき） 97 禮節（礼節） 100 籠絡（掣肘する） 

それとともに、台南市在住の80歳代2名へのインタビューを通して、これら100種133語
の残存状況についても調査した。その結果、これらの語彙については高い確率で理解され

たこと、またこれらは台湾南部ではなく北部での使用語彙を反映している可能性が高いこ

とをあきらかにした。 
前回の調査に引き続き、今回は台南市在住の5名、台北市在住の2名を対象に、同様のイ

ンタビュー調査を行った。ここから得られたそれぞれの回答を対照させ、また前回の調査

結果とも対照させることで、これらの語彙が台湾北部の使用語彙を反映させたものなの

か、それとも南部の使用語彙を反映させたものなのかをあきらかにしていく。また、これ
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天理台湾学会 2018 年第 28 回研究大会 報告要旨（中澤信幸） 
＊報告要旨のため、報告者の許可なく引用・転載することを禁じます。 

らの語彙の残存状況が、年代によってどの程度差があるのか、あきらかにしていく。 

なお、本発表は平成 27 年度～平成 29 年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成

金、基盤研究(C)（一般）、研究課題名：多言語併存状況下における台湾語の現状と変容、

課題番号：15K02501、研究代表者：中澤信幸、研究分担者：岩城裕之、加藤大鶴、是澤

範三、酒井亨）による研究成果の一部である。 
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天理台湾学会 2018 年第 28 回研究大会 報告要旨（簡月真） 
＊報告要旨のため、報告者の許可なく引用・転載することを禁じます。 

日本語を上層言語とする宜蘭クレオールのモダリティ 

 

簡 月真（国立東華大学） 

 

  

宜蘭クレオールは，日本統治時代（1895年～1945年）に台湾に持ち込まれた日本語と、

台湾現地のアタヤル語（タイヤル語）・セデック語との接触によって生まれた新しい言語

である。日本語を上層（語彙供給）言語、アタヤル語を基層言語、閩南語と華語を傍層言

語とするこのクレオールは、台湾東部の宜蘭県南澳郷東岳村・金洋村・澳花村と大同郷寒

渓村の４つの村に住むアタヤル人とセデック人によって使用されている。その宜蘭クレオ

ールの言語構造の記述の一環として、本発表では、モダリティを取り上げる。 

モダリティとは、話し手が叙述内容に対してどのような心的態度をとるかを表す文法カ

テゴリーで、「確信」、「命令」、「禁止・許可」、「依頼」、「当為」、「意志・申し

出・勧誘」、「願望」、「概言」、「説明」、「比況」、「疑問」など多くのものが含ま

れる。モダリティの分類については、いくつかの見方があり、用語なども多くの案が出さ

れているが、本発表では、日本語記述文法研究会編（2003）の枠組みを使用し、まず、宜

蘭クレオールのモダリティ形式を網羅したうえで、終助詞を取り上げてその意味用法の記

述を行い、また、世代間変異から言語変化のプロセスを捉えることにする。 

日本語記述文法研究会編（2003）によれば、モダリティには、文の伝達的な表し分けを

表すもの（Ⅰ表現類型のモダリティ）、事態のとらえ方を表すもの（Ⅱ評価のモダリティ

と認識のモダリティ）、文と先行文脈の関係づけを表すもの（Ⅲ説明のモダリティ）、聞

き手に対する伝え方を表すもの（Ⅳ伝達のモダリティ）という４つのタイプがある。これ

までの調査研究では、宜蘭クレオールのモダリティには、日本語由来の形式およびアタヤ

ル語由来の形式が用いられていることがわかってきた。 

本発表では、①由来言語のモダリティ形式と同じ意味用法をするものもあれば（例え

ば、日本語由来のyoやne、アタヤル語由来のciやki、wey）、日本語由来の形式を用いなが

ら実はアタヤル語の意味用法を受け継いだものもある（例えば、日本語由来のmo）こと、

②再編成が行われた結果、宜蘭クレオール独自の体系が作り上げられたこと、そして、③

世代間変異から言語変化の過程を明らかにできること、の３点について報告する。 天
理
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天理台湾学会 2018 年第 28 回研究大会 報告要旨（翁柏叡） 
＊報告要旨のため、報告者の許可なく引用・転載することを禁じます。 

楊逵「自由労働者の生活断面―どうすれあ餓死しねえんだ？」の創作背景 

―日本を中心に 

 

翁 柏叡（銘伝大学大学院） 

 

 台湾は1895年から1945年までのおよそ50年間日本の殖民地として統治されたので、当時

多くの台湾人は苦難の時代を過ごした。楊逵もそんな殖民地時代の真っ只中に生まれた台

湾人作家である。 

 楊逵は写実主義者として、当時の日本政府が推し進めていた殖民地主義と、官民癒着構

造がはびこり財閥と一部の大企業に富が一極集中する不平等な資本主義経済の犠牲となっ

ている一般労働者の過酷な生活を描いた。本稿が取り上げる『自由労働者の生活断面』は

まさに楊逵がプロレタリア文学作家として活躍するきっかけとなった作品だと言えよう。 

 これまで楊逵に関する研究は彼の二作目にあたる『新聞配達夫』に関するものが多い。

なぜなら『新聞配達夫』も『自由労働者の生活断面』も当時の労働者の生活状況を描いて

いる点で共通しているが、『新聞配達夫』は描写されている内容が豊富であり、映画化も

されたことから、多くの研究者の目を引いたためであろうと筆者は考える。 

 しかしながら、『自由労働者の生活断面』は楊逵の処女作であるから、作家としての原

点はここに凝縮されていると思えてならない。したがって、楊逵が作品を発表するまでの

時代背景とその生い立ちについては十分に検討する価値があると思われる。また、この作

品は台湾人日本語作家として初めて東京記者連盟機関紙『号外』（月刊）に掲載され、生

まれて初の原稿料も獲得しており、作家にとっては最も思い出深い作品であるに違いな

い。 

 本校では、まず楊逵が生まれてから『自由労働者の生活断面』を発表するまで、すなわ

ち1900年代前半の台湾における日本政府の殖民地政策（法制度、経済、教育）と、日本本

土の生活状況を比較しつつ、日本政府の殖民地政策が楊逵に与えた影響を検討する。な

お、当時の日本は大日本帝国憲法と皇室典範にもとづいて統治されており、日本人は「市

民」ではなく、あくまで天皇に奉仕するために生きなければならない「臣民」であったと

いう視点から考察を試みる。 

 また、楊逵は1924年から1927年までの3年間、現在の日本大学に留学をしていたが、留学

生活中に「国会議事堂」の建設現場で作業員をした経験もある。作品に描かれている「国

会議事堂」と「旧丸の内ビル」が建設された状況と、建設現場で働く労働者の環境が如何

に過酷であったかを調査する。これらを検討することで、楊逵が留学半ばで学業を放棄し

台湾に帰り、作家として活動することを決意したのかを明らかにしたい。 
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天理台湾学会 2018 年第 28 回研究大会 報告要旨（松尾直太） 
＊報告要旨のため、報告者の許可なく引用・転載することを禁じます。 

濱田隼雄の引揚者表象作品の一考察 

―「愛情回帰」を例に 

 
松尾 直太（実践大学） 

 
 日本統治期の台湾文壇で文学活動をした濱田隼雄（1909-1973）は、1946 年に仙台に引

揚げて以来、50 年代の初めに至る約 5 年間、主に短編小説を創作発表した。その作品群を

それぞれの内容やテーマから見ると、①引揚者もの、②台湾もの、③世相ものに分けうる

と考えられる。本報告では、この三傾向のうちから、特に引揚者を表象する作品に目を向

けたい。 
 本報告で取上げる「愛情回帰」は、1951 年 4 月に『宮城警友』第 5 巻 4 号に掲載された。

引揚後に書かれた一連の短編小説群における引揚者表象作品では、最後に発表されたもの

に位置する。本作は植民地と戦地で離れ離れになった夫婦が、各自別々に祖国へ引揚・復

員した後に、様々な紆余曲折を経て、再び元の鞘におさまるまでを描いた短編である。 
 舞台は東京。主人公は引揚者である美保。台北在住時に、新婚 1 年足らずでフィリピン

へ出征した夫の健吉とは音信が途絶え、生死もわからない。敗戦後、美保は東京の義兄（亡

き姉の夫）が間借りするもとへ引揚げ身を寄せる。ところが、二年後 2 人は男女の一線を

越えてしまう。美保がラジオ番組「探ね人」に健吉の消息を問うことで夫の居所が明らか

となり、再会が果たされると思いきや、運命のいたずらの如き、偶然による誤解や行き違

いが絡み合うなかで、健吉も義兄も終には別の女性と結婚してしまう。こうして、後に残

された美保は女一人の自活生活を歩むことになる。だが図らずも、それから 1 年の後、再

婚相手を亡くした健吉とよりが戻る契機が訪れる。と、このような物語である。 
 作者は、本作品において引揚者・復員者をいかに描き、いかなる作品世界を構築してい

るのだろうか。主に作中の人物造形を分析しながら読み解きたい。そうすることで、今後

引揚後の濱田隼雄の引揚表象の系譜の創作の全体像を理解してゆくための手がかりとして

ゆきたい。 
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戦後、台湾文壇に復帰した龍瑛宗の文学活動に関する考察 

 

王 恵珍（国立清華大学） 

 

2015 年、龍瑛宗の長男劉文甫氏が、台湾の国立清華大学と国立政治大学の図書館に龍瑛

宗の書簡 50 通を寄贈した。1974 年から 1986 年にかけて書かれたもので、龍瑛宗の第四期

の文学活動を解明するための貴重な資料である。龍瑛宗は三十年にわたって創作を中断し

ていたが、その間、彼は戦前の作品を翻訳しながら、中国語で創作を始めるために努力を

続けていた。この資料によって我々はその具体的な過程が理解できる。さらに、唯一の日

本語長編小説『紅塵』の執筆をいつからはじめたか、そこにはどのような挫折があったか、

台北の美術展の会場で、戦前の『文芸台湾』同人である北原政吉と再会し、日本語の小説

を日本の雑誌『だぁひん』に寄稿する意欲をかきたてられたことなどを改めて知ることが

できる。 

 本稿では、これらの書簡を研究対象とする。まず 50通の書簡の内容を整理し、戦後、龍

瑛宗が書いた随筆と対照し、当時の彼の生活状況などを考察する。次に、龍が二重言語を

どのように駆使して創作を行い、戦後の創作のピークに達し、ついには文壇に復帰したか、

その経緯を明らかにする。これらの書簡から、旧植民地作家が、ポストコロニアル文学を

どのように執筆し、歴史的知性と文学的感性を表現していたかを考察する。 

 

キーワード：龍瑛宗、手紙、翻訳、二重言語、ポストコロニアル 
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