
天理台湾学会 2017 年第 27 回研究大会 報告要旨（張家禎） 
＊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。 

日本各地の文学館に見られる「台湾」 

 

張家禎（大阪大学大学院） 
 
島田謹二から現在に至る、多種の先行研究をひもとくと、森鴎外、佐藤春夫、北原白秋

など、数十名にのぼる文学者が、台湾と関わったことがわかる。筆者はこれまで、時間や

経費、交通状況などの許す範囲で、日本各地の文学館を見学してきた。その過程で、各地

の文学館において、文学者と台湾と関わる展示品を発見することがあった。 
台湾訪問経験のある文学者を対象とする文学館、例えば、東京都の文京区立森鴎外記念

館、和歌山県の新宮市立佐藤春夫記念館、福岡県柳川市の北原白秋生家・北原白秋記念館

では、彼らと台湾との関連を示す展示品を見つけた。いくつかの文学館で、文学者と台湾

との関わりを示す展示品を目にして、筆者は、いったい日本全国内に、台湾と関わる展示

を行っている文学館はいくつあるのか、という疑問を抱いた。そして日本各地の文学館内

の展示品に、台湾と関わるものがどのくらいあるのかということを意識してフィールドワ

ークするようになった。 
全国文学館協議会が発行する『全国文学館ガイド』、及びウェブサイト「文学館研究会」

によると、日本には 700 館を超える、古典文学から現代文学に至る文学館がある。筆者は、

北は北海道の旭川市井上靖記念館から、南は鹿児島のかごしま近代文学館まで、700 を超

える文学館のうち、二百数十館を調査した。 
調査では、前述のように、森鴎外、佐藤春夫、北原白秋の文学館において、台湾と関わ

る展示品を見つけた。一方、高浜虚子、丹羽文雄のような、台湾訪問経験のある文学者の

文学館であっても、彼らと台湾との関わりを示す展示品を見つけられなかったケースもあ

る。また、田端文士村記念館や鎌倉文学館のような、各地方に設立された、その土地とゆ

かりのある文学者や関連する作品について展示する文学館では、これまで言及されてこな

かった、台湾と関わりを持った文学者の展示品を発見した。各地を調査する中で、『全国文

学館ガイド』及び「文学館研究会」に登録されていない、神戸市の陳舜臣アジア文藝館や、

尾道市の芙美子記念館のような、台湾と関わる文学者の文学館も訪問した。 
本発表は、これまでなされてこなかったタイプの、文学と関わるフィールドワークの報

告である。筆者が見つけた、各文学館の、台湾と関わる文学者や台湾と関連がある展示、

台湾へ訪問した文学者の文学館における、台湾と関わる展示品の有無、新たに発見した、

台湾を訪ねたことがある文学者について、報告する予定である。 天
理
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天理台湾学会 2017 年第 27 回研究大会 報告要旨（黄耀儀） 
＊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。 

『アンドロメダ』における西川満の天后会の媽祖信仰 

―スピリチュアリティの視点から分析の試み 

 

黄耀儀（台湾首府大学） 

 

西川満は台湾の日本統治時代の日本人作家の中で最も代表的な人物である。西川は 1935
年に初めての詩集『媽祖祭』を上梓し、ほかに 1939 年に『臺灣風土記』、『華麗島』、1940 
年に『文藝臺灣』などの雑誌を創刊し、活発な文学活動を行なっていた。彼の文学の特色

は、当時の写実主義的な日本及び台湾の近代文学の風格と違って、ロマンあふれ、また異

国情調的な風格である。 

西川満は台湾の民間信仰である媽祖信仰に個人の生涯を注いでいる。媽祖は現在でも華

人文化圏において広く信仰されている神様である。上述のように、彼の初めての詩集は

『媽祖祭』と名づけている。天上聖母である媽祖という語彙は、西川満の生涯を通して、

永遠なる意味を持つ。そのため、媽祖の敬虔な信者として、媽祖に関わる描写は西川満の

作品に満ちている。 

終戦帰国後、媽祖信仰は西川満の文学活動の精神を支え、そして、彼が創出した「天上

聖母算命学」（占い）は、彼を貧困生活から救った一つの生計維持の手段となっていた。

西川は、1960 年に「天后会」という組織を創設し、さらに「人間の星社」という出版社を

も設けて、機関誌『アンドロメダ』（1969 年首発行）を発行した。 

『アンドロメダ』において、西川は天上聖母媽祖との精神的交流などの神秘体験を書

き、また、媽祖を天上の星に具現にし、「人間が誰もが自分の星をもっている」という彼

独自の占星説を書いている。そして、機関誌『アンドロメダ』には、天后会の会員（信

者）が天上聖母に対する信仰体験、生活上の寄託など感想を投稿している。報告者は、

『アンドロメダ』における西川満の媽祖描写と自身の宇宙観、信者達との宗教的交流など

の文学的宗教的活動において、「スピリチュアリティ」の要素が見られると考えている。 

「スピリチュアリティ」とは、1960 年代後半以降に西欧で台頭してきた「ニューエイジ

運動」と呼ばれる霊性追求運動を包括し、既存の組織的な宗教と対置させる意味合いで近

年、日本で流行している新信仰運動である。スピリチュアリティの世界にいる人々の信仰

形態は、霊性を追及し、個々人の自立を求めることを中心にし、既存の宗教組織とは親和

性がないという特色がある。そのため、スピリチュアリティの基盤は、教団ではなく、現

代社会を生きる諸個人なのであり、それがスピリチュアリティの第一の特徴であるといえ

る。第二の特徴は、その諸個人が皆なんらかの喪失をかかえて生きているという前提であ

り、その自己喪失の苦痛からの「自己回復」のために「癒し」を求めることである。そし

て、喪失された自己はある宗教活動あるいは「宗教的」な行為によって、「癒し」を受

け、新たな自己をなす、あるいは「自己変容」になる。 
本報告では一つの試みとして、「スピリチュアリティ」という宗教社会学の視点から分

析を行い、『アンドロメダ』における文学的かつ宗教的活動から西川満の独自の媽祖像を

検討することによって、作家の内心構造及び信仰観を明らかにすることを目的とする。 
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天理台湾学会 2017 年第 27 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。 

引揚後の濱田隼雄の伝記的考察 

―名取高校時代を対象として 

 
松尾直太（呉鳳科技大学） 

 
日本統治期の台湾で文学活動を行った濱田隼雄は、1946 年 4 月に占領下の宮城県仙台市

に家族とともに引揚げた。混乱する社会のなか、筆一本で身を立てることを目指し創作活

動を再開する。一時は中央文壇に出る野心を強く抱くも、生活の圧力から地元で教職に就

き、多忙な教員生活をおくる中で、文学の中央志向もいつしか後景へと薄れ、地方に腰を

据えた創作活動に従事することで、郷土の文化に貢献していった。 
 
そのような濱田隼雄の引揚後の伝記的側面に目を向けようとすると、先行研究がほとん

どないこともあり、とかく分りにくさを感じる。わけても引揚直後の敗戦混乱期から戦後

復興期の 1950 年代にかけては、年譜を見る限り、当時の濱田の閲歴をひとつながりのもの

としては把握し難く、各記述間の空白を補ってゆく作業の必要性を感じてきた。このよう

な状況に鑑み、辿りにくい引揚後の濱田の伝記的事蹟を試みに辿り始めてみると、引揚後

から 50 年代なかばにかけては、多彩で起伏に富むことが浮かび上がってきた。 
 

本報告ではそのような状況を明らかにしてゆくひとつの取り組みとして、①宮城音五郎

との係わりについて、②名取高校教頭から古川女子高校平教諭へ降格異動となる事件の顛

末という、いずれも名取高校時代における特徴的な二つのテーマをめぐって考察する。 
 
宮城音五郎は、1952 年より宮城県知事を一期務めた人物である。濱田は知事選で宮城陣

営の支援活動を行った。一つめの考察では、濱田が宮城と係わりあう中で、一時宮城県政

に近づきかけたエピソードを提示する。 
 
1957 年、濱田は名取高校の教頭から古川女子高の平教諭となった。年譜には勤務校が変

わった事実は記されているものの、降格したことや、その原因は記されていない。幸い降

格の原因については、箭内登氏が高校の学年末試験に絡まる不祥事件にあると指摘してい

る。しかし、不祥事件の実態となると、それがいかなるもであったかはわからない。二つ

めの考察では、新聞報道を軸に本件をめぐる実態解明を試みる。 天
理
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天理台湾学会 2017 年第 27 回研究大会 報告要旨（廖秀娟） 
＊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。 

真杉静枝「リオン・ハヨンの谿」「ことづけ」論 

―〈白百合〉を手がかりとして 

 

廖秀娟（元智大学） 

 

真杉静枝の「リオン・ハヨンの谿」と「ことづけ」は、昭和 16 年（1941）11 月に出版

された作品集『ことづけ』（新潮社）に収録された短篇小説である。『ことづけ』の復刻版

の解説では、河原功は、「リオン・ハヨンの谿」が「映画『サヨンの鐘』（李香蘭主演）に

もなって話題となった実話にヒントを得て書かれた作品」、そして「ことづけ」が「『サヨ

ンの鐘』に似せて書かれた作品」だと述べ、真杉静枝のこの両作品と<美談>「サヨンの

鐘」との受容関係を示している1。そして、横路啓子は真杉静枝の作品集『ことづけ』

の、1941 年 11 月 5 日発行時期に着目し、「長谷川総督の鐘贈呈という物語構築が加速さ

れた出来事の後、かなり早い段階で真杉がこの物語に注目し、「リオン・ハヨンの谿」と

「ことづけ」という 2作を執筆した」2と指摘したのである。 

戦時下の女性作家としての真杉静枝や彼女の台湾経験を論じた論考3は数本あったが、

「リオン・ハヨンの谿」「ことづけ」の作品構造に触れながら論じた先行論は、管見の限

り呉佩珍と横路啓子両氏のみである。呉佩珍は 1940 年代に生まれた各テクストに描かれ

た「「サヨンの鐘」神話」を検証し、少女サヨンと先生との関係の変容に着眼することに

よって、本来帝国の狙うサヨンの純潔な乙女造形、引いては神話そのもの自身が解体され

る恐れがあると論じた4。一方、横路啓子は「リオン・ハヨンの谿」「ことづけ」を更に深

く掘り下げて、テクストの構造だけではなく、作品世界内の人物造形、風景描写などに触

れながら、「リオン・ハヨンの谿」「ことづけ」に語り手「私」の「擬態」がみられる。そ

                                                        
1 河原功「真杉静枝『ことづけ』解説」『真杉静枝『ことづけ』日本植民地文学精選集台湾編

７』ゆまに書房、2000.9、P5-P6。 
2 横路啓子「擬態する女性作家―真杉静枝「リオン・ハヨンの谿」「ことづけ」を中心に―」

『銘傳日本語教育』13 号、2010.10、P127。 
3李文茹は真杉静枝の戦時下の女性作家としての姿勢に着眼し、彼女の台湾経験や発表したエ

ッセーを考察しながら、数多くの論考を行った。例えば、氏の博士論文『帝国女性と植民地

支配―1930-1945 年における日本人女性作家の台湾表象』（2005 年 3 月、名古屋大学）、「「蕃

人」・ジェンダー・セクシュアリティー―真杉静枝と中村地平による植民地台湾表象からの一

考察―」『日本台湾学会報』7 号、2005.5、P129-P148。「殖民地‧戰爭‧女性―探討戰時真杉靜

枝台灣作品」『台灣文學學報』12 期、2008.6、P63-P80。そして、高良留美子は真杉静枝の台

湾経験から論を進め、「真杉静枝が書いた台湾 陰影のあるエッセイ」（『植民地文化研究』4

号、2005.7、P76-P79）や「真杉静枝と台湾経験--昭和文学の失われた輪」（『社会文学』29

号、2009、P49-P56）などの著作がある。林雪星は、日本統治期に台湾に滞在し台湾を描いた

女性作家真杉静枝と坂口䙥子を対比して二人の作品を分析することによって論じた。「兩個祖

國的漂泊者―從坂口䙥子的《鄭一家》及真杉靜枝的《南方紀行》《囑附》中的人物來看」『東

呉外語学報』22 号、2006.3、P36-P64。 
4 呉佩珍「サヨンの鐘」神話の解体―真杉静枝「リオン・ハヨンの谿」と「ことづけ」を中心

に」『社会文学』27 号、2008、P156-P168。「台灣皇民化時期官方宣傳的建構與虛實:論真杉靜

枝「沙韻之鐘」翻案作品」台湾政治大学『台湾文学学報』17 期、2010.12、P67-P98。2013 年

9 月出版の呉佩珍著『真杉靜枝與殖民地台灣』（聯經出版）の一章に収録された。 
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天理台湾学会 2017 年第 27 回研究大会 報告要旨（廖秀娟） 
＊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。 

れは「リオン・ハヨンの谿」においては、語り手「私」は先生役の村西と、絵という趣味

に、「ことづけ」においては、作家の「私」は先生役の詩人・露原友二郎と、文芸に同様

の嗜好を持つ者同士という人物設定から「擬態」がみられる5。 

 本発表では、両氏の論説を踏まえながら、美談「サヨンの鐘」を以って作品内部を更に

深めて検証していく。特に作品の末尾で「私」がリオン・ハヨンの落ちた谷に赴いて、絵

を描く際に、その谷底から上に生えた植物の中から一輪の「白百合」を見かけた場面であ

る。「私」がその「白百合」を描くときに、谷底から「リンリンと、小さな鐘の音がする

やうな気がし」て、それがリオン・ハヨンの生まれ変わったと、「私」が確信したところ

から、両作品に描かれた「白百合」を手がかりとして、戦時下の少女像について考えてみ

る。 

 

キーワード∶白百合、鐘、美談、愛国乙女、真杉静枝 

                                                        
5横路啓子「擬態する女性作家―真杉静枝「リオン・ハヨンの谿」「ことづけ」を中心に―」

『銘傳日本語教育』13 号、2010.10、P116-P136。 
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天理台湾学会 2017 年第 27 回研究大会 報告要旨（中澤信幸・岩城裕之） 
＊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。 

東方孝義編『台日新辞書』所収語彙の特徴 

 

中澤信幸（山形大学）・岩城裕之（高知大学） 

 

『台日新辞書』は台湾勤務の警察官だった東方孝義により編纂された対訳辞書で、1931
年（昭和 6）に刊行された。当時の台湾語と日本語との対訳辞書は、そのほとんどが台湾

総督府において編纂され、また小川尚義が編纂に関わっている。しかし『台日新辞書』は

それらの対訳辞書とは無関係に、警察官により編纂されたという意味で、異色の辞書であ

る。東方には他に『台湾習俗』（1942 年刊）という著書もあるが、小川尚義ら他の台湾語

辞書編纂者に比べて、その足跡や生涯はほとんど知られていないと言ってもよい。 
『台日新辞書』は、巻頭に「序」「本書編著に就て」「台日新辞書緒言」「台湾語ノ発音」

「凡例」があり、その後に辞書本文、そして巻末に「附録国語引台湾語」が付載されると

いう構成である。辞書本文は全 967 ページにおよび、見出し語は約 22,000 語である。 
台湾語辞書については、『日台小字典』『日台新辞典』『日台大辞典』等、総督府編纂のも

のが先行して刊行されている。なぜこれらとは別に、警察官である東方によって『台日新

辞書』は編纂されたのであろうか。 
この編纂の理由、また東方の経歴については、巻頭の「序」および「本書編著に就て」

を見ることで、知ることができる。 
まず台湾総督府警務局長・井上英の「序」によれば、東方について次のようにある。 

東方孝義君は熱心真摯なる研究努力の士にして居常密に心を内台融和に致し、言語

の研究に力を注ぐ事十有余年、夙に警察界に入り、或いは法院、検察局に職を奉じ、

難渋なる通訳の任に当り、或は警察官及司獄官練習所語学主任教官として、数百千の

練習生を教養し、尚且つ激務の余暇を利用し、親しく各般の社会に出入して研究の資

を渉猟し、今や将に其蘊奥を極むるに至れり、而して君は夙に台湾語辞書の乏しきを

慨し、自ら之を編纂せん事を志し七載の昔稿を起し、焚膏継晷遂に独力以て之を完成

したり、本書即ち之れなり。 
また東方自身による「本書編著に就て」によれば、編纂の経緯について次のようにある。 
本島に於ては国語を以て台湾語を解説せる辞書甚だ尠く僅に明治三十一年台湾総督府

民政部学務課編纂日台小辞典及明治三十七年杉房之助編日台新辞典あるも、既に絶版

となり求むるに途なく学習者の為め不便頗る大なるものありたり、大正七年職を台湾

総督府法院通訳に転じ一層之を痛感し茲に既得の材料を辞書式に整理し自己の手記と

したるが這本書出版の第一期事業たりしと云ふべきか 
この『台日新辞書』の研究を進めるに当たっては、以上のような経緯を考慮する必要が

あろう。 
さて、小川尚義編纂の『日台大辞典』や『台日大辞典』は、おもに台湾側ですでに多く

の研究がなされ、特に『台日大辞典』については、台湾語ローマ字（白話字）、中国語訳、

本文画像が付けられた検索サイトまで存在する 。その一方で、東方の『台日新辞書』につ

いては、ほとんど研究はなされていない状況である。そこで発表者たちは、この『台日新

辞書』の見出し語となっている台湾語語（片仮名、漢字）を Microsoft Excel に入力する

ことで、電子データ化を行った。これにより、語数のカウントや語彙のランダムサンプリ
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天理台湾学会 2017 年第 27 回研究大会 報告要旨（中澤信幸・岩城裕之） 
＊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。 

ング等が可能となった。本発表では、これらの成果の一端について、おもに収録語彙の面

から紹介することにしたい。 
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 2017 年第 27 回研究大会 報告要旨（王珮瑜） 
＊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。 

台湾から日本へのワーキングホリディー制度利用者の生活構造 

 
王珮瑜（長栄大学） 

 
国際化の進展に伴い、台湾における若年者によるワーキング・ホリデーや、海外インタ

ーンシップ等への参加者数は増加傾向にある。特に、ワーキング・ホリデーのような海外

体験を実践するには、基本的に休学や現在の仕事を離職しなくてはならない。しかし経験

者の多くが期待していたほどの成果を得られず、あるいは帰国してからの就職に困難を伴

っている状況がよく見受けられる。 

本調査では、ワーキング・ホリデー制度を利用して日本就業体験をした若年者の生活構

造(社会関係、集団参加)の実態から、日本滞在中の生活への適応に影響を及ぼす要因を明

らかにすることを目的とする。日本就業体験は将来的な社会移動の過渡期である。日本就

業体験による社会移動の効果、すなわち、日本就業生活に適応できたかどうかを、日本滞

在中の生活構造に焦点をおいて分析する。生活構造をインフォーマルな社会関係、フォー

マルな集団参加を根拠とし、移動の効果に影響を及ぼす先取りした社会化の効果を、日本

文化の習得状況からみる。社会関係の量が多い者(日本人の友人の多い)、集団参加の多い

者、日本人への同調意識の高い者は日本滞在生活にうまく適応していると考えられる。こ

のことを明らかにするために、ワーキングホリディー経験者を対象に日本滞在生活に関す

る聞き取り調査を実施した。渡航の動機の背景にある渡航者自身の目的意識を探ると共に、

日本滞在中の就職や人間関係に影響を及ぼす要因についても掘り下げていく。 
その結果、次のようなことが明らかとなった。渡日前の来日経験の有無と日本在住の友

人の有無は、先取りした社会化として機能し、渡日後の社会参加に影響を及ぼしている。

特に、インフォマールな社会関係量に関しては、職場関係以外の日本人知人の数に大きく

影響を及ぼしており、社会関係の拡大が認められる。また、来日前に身につけた日本語知

識や日本語能力と日本や日本文化に関する情報との接触は、来日後に数多く日本人の友人･

知人ができるように機能している。しかし、渡日して間もない者は、職場以外の友人が少

なく、「外国人や自国の知り合いのグループ」に社会参加が限定されており、個人的な付き

合いにおいても、フォーマルな集団参加においても社会的孤立状態にあるという傾向も見

られる。 

渡日前に先取りした社会化をしていた者は日本滞在生活にうまく適応しており、結果的

には日本滞在生活の満足度を高めていることが明らかとなった。したがって、ワーキング

ホリディーの就業成果を上げるためには、渡日前の先取りした社会化が必要であることが

指摘できる。先取りした社会化の重要性が明らかとなったことから、日本語教育のあり方

が重要な課題としてとらえるべきことを提案する。 
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天理台湾学会 2017 年第 27 回研究大会 報告要旨（桂田愛） 
＊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。 

海外の大学における留学生受け入れ制度に関する一考察  

 

桂田愛（静宜大学） 

 

 本稿で紹介する台湾静宜大学は、台湾中部にある総合大学である。主要交通機関のみな

らず、台中市内からも離れており、地理的には理想的とは言い難い。しかし、学内は国際

的な校内環境に恵まれており、台湾国内の学生も多国籍の学生と学びをともにしている。

その背景には、どのような要因があるのだろうか。  

 静宜大学は、2017 年 2月発売の若者に職場関連の情報の提供で定評のある「Cheers 快樂

工作人雜誌」において、国際及び両岸交換留学生関連における調査で上位に選ばれている。

また、2016 年台湾教育部における海外留学支援制度関連補助金額一位の大学である。つま

り、大学及び学生のグローバル化を積極的且つ順調に実行している状況にあると考えられ

る。  

 そこで、本稿において靜宜大学の大学及び学生のグローバル化を理解するために、下記

の項目を交換留学生等へインタビューし、そこから留学生受け入れ制度の現状と課題を把

握し、明確にすることを目的とする。 

  

1.交換留学先として静宜大学を選択した理由。  

2.静宜大学サポート制度に対する意見。  

3.留学サポート制度改善への提言。  

   

その結果、静宜大学における留学に関して、学生からの回答は以下のようなものである。 

 

1.行政サポート制度は、海外留学先選択での大きな決定的要因である。 

2.学習サポート制度は、帰国後の就職活動や台湾現地社会等を理解できる留学生主体のシ

ステムである。 

3.日本の母校と静宜大学の単位履修方法や認定システム等改善を希望する。 

 

全体的に見て、大部分の学生が静宜大学の留学生受け入れ制度に好意を示していること

が判明した。  

本稿を通して、静宜大学式留学生受け入れ制度が、今後の日台間の大学及び学生のグロ

ーバル化の促進になればと期待するものである。  

   

キーワード：大学・留学・グローバル化 
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天理台湾学会 2017 年第 27 回研究大会 報告要旨（清水勝彦） 
＊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。 

台湾における終末期医療の法制化について 

―ホスピス緩和医療法から患者自主権法へ 

 
清水勝彦（元朝日新聞社） 

 
はじめに 

 病状が「不治」（現代医学では治癒不能）かつ「末期」（死が迫っている）に至った時、延

命治療を拒否する権利が患者にはある――。1976 年に米カリフォルニア州で自然死法の成

立後、終末期医療の法制化が欧米各国に広がった。東アジアではまず台湾が 2000 年、ホス

ピス緩和医療法を成立させた。さらに 2016 年、患者の自己決定権を明確にした患者自主権

法が公布された。台湾に遅れること 16 年にして韓国はホスピス延命医療法を制定した。日

本では市民団体「日本尊厳死協会」の運動が 41 年前に始まったが、立法の見通しは立って

いない。東アジアにおける終末期医療法制化の先進国として際立つ台湾の、立法に向けた動

きと法律の内容を考察した。 
一、終末期医療の法制化を求める動き 

（１）英国のシシリー・ソンダースが 1967 年、がん末期患者のためにホスピスを設立、緩

和ケアを実践した。1976 年、米国カリフォルニア州で自然死法が成立した。 
（２）台湾では、趙可式（看護師、後に成功大学看護学教授）らが 1983 年、カトリック系

基金会の活動としてがん患者の在宅ケアを始める。1990 年、淡水の馬偕病院が台湾初のホ

スピス病棟（安寧病房）を開設。 
（３）当時は、医療法が医師に「一切の必要な措置」を取るよう義務付けて、末期患者にも

心肺蘇生術が施され、患者は何本もの管を着けられたまま、痛みと苦しみのなかで最期を迎

えるケースが増えていた。延命治療の進歩がこうした傾向に拍車をかけた。趙可式によれば、

1994 年に医師 7626 人に行った調査（回答は 1338 人）では、心肺蘇生術について、「患者

に施す」が 100%に対して、「自分が末期になった時は希望する」はゼロだった。患者家族

から訴えられることを恐れ、自らは望まない延命治療を施していた。終末期医療に携わる医

師からも、「延命措置の差し控え・中止」に法的な保障を求める声があがった。 
（４）法制化を目指す趙らは政界と政府に働きかけた。法案通過には立法委員全員の賛成が

必要で、趙は「一人ひとりに、17 本もの管につながれた患者の写真を見せて回り、法制化

の必要を訴えた」。法制化要求運動に仏教系団体（佛教蓮花基金会）、市民らも加わり、『民

生報』などマスコミの支持も大きかった。 
二、ホスピス緩和医療法（原題「安寧緩和医療条例」） 

 2000 年公布施行。2002 年、2012 年、2013 年に改定。 
（１）法制化に尽力した一人の陳栄基（元台湾大学付属病院副院長、佛教蓮花基金会理事長）

は、「法律名からは分かりにくいが、要するに最期まで管を入れたくない、管を入れても抜

くことのできることを保障した、自然死法である」と説明する。立法の目的は、「末期患者

の医療についての意思とその権利・利益を保障するため」（第１条） 
（２）末期患者の意思を保障する仕組みとして、 
・意思表明書の作成 「末期患者は意思表明書を作成することで、ホスピス緩和医療あるい

は延命治療を行うかどうかの選択をすることができる」（第 4 条） 
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天理台湾学会 2017 年第 27 回研究大会 報告要旨（清水勝彦） 
＊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。 

・「医療代理人を立てることができる」（第 5 条） 
（３）心肺蘇生術、延命治療の「差し控え」（不施行）の条件（第７条） 
・「2 人の医師による末期患者であるとの確定診断」 
・「意思表明者が署名した意思表明書がなければならない」 
（４）家族の代理決定を認める 「末期患者が……意思表明書に署名しておらず、かつ、意

識混濁などで明白な意向表明ができない場合、最も近い親族が代わって同意書を作成する」

（第７条）。「最も近い親族」の範囲と順位を定めた。 
三、法律の定着、普及状況 

2017 年２月現在、約 42 万人が登録。対象となる 20 歳以上の約１・７%に相当。 
四、患者自主権法（原題「病人自主権利法」） 

2016 年１月６日公布。施行は 2 年後の 2019 年１月。新法施行後も現行法は存続する。 

法案提出の中心になったのは楊玉欣立法委員（当時）。楊玉欣は 19 歳の時に進行性難病・筋

ジストロフィーを発症。「現行法は患者の自己決定権が不十分」で、「延命治療の差し控え・

中止は『末期』に限定されているが、対象を拡大すべきとの意見が強い」ことから、現行法

改定ではなく、新法の制定を志向した。高齢化社会の到来で急増する「極めて重度の認知症」

や「持続的植物状態」なども対象とした画期的な内容となった。運動の先頭に自身が難病患

者の楊玉欣が立ったことが、世論形成に大きなプラスとなった。 

（１）新法の特徴 

（ａ）立法の目的 「患者の医療の自主性を尊重し、尊厳死（原文は「善終」）の権利・利

益を保障し、医療者と患者の調和のとれた関係を促進するため」 

・患者の自己決定権を重視 患者の知る権利と選択・決定権（第４条）、告知を受ける権利

（第５条）、患者の同意権（第６条） 

（ｂ）患者の自己決定を助ける仕組み 「医療ケアの事前協議」と「事前医療決定」を導入

した。「医療ケアの事前協議」とは、患者と医師、親族（二親等以内の親族の少なくとも 1

人）および関係者が意思疎通を図るプロセスで、患者が昏睡状態など意思表示できない時に、

患者に提供すべき適切なケア方法、及び生命維持治療や人工的栄養・水分補給を受け入れる

か、拒否するか、について協議すること。協議を経て「事前医療決定」が行われ、2人の立

ち会いのもとで「事前医療決定書」が作成される。（第 3条、第９条） 

・対象患者の拡大 生命維持治療ないし人工的栄養・水分補給の全部ないし一部の中止、(器

械等の)取り外し、あるいは差し控えることができる対象に、▽終末期患者、▽回復不能な

昏睡状態、▽持続的植物状態、▽極めて重度の認知症、▽その他、中央主管官庁が公告する

患者の疾病状況、あるいは、苦痛が耐えがたく、治癒の方法がなく、しかもその時点の医療

水準では他に適当な解決方法がない状況、が列記された。（第 14条） 

（２）施行までの課題 

「回復不能な昏睡状態」、「持続的植物状態」、「極めて重度の認知症」に関して、医師による

「生命維持治療の差し控え・中止」の診断の根拠となる医学的な定義が明確か。「その他」

は、楊玉欣によれば難病患者を対象に加えるための条項で、「難病患者の中には、自殺でき

るうちに死のうと考える人も少なくない。自殺者をなくしたい」と語る。しかし、「『耐え難

い苦しみ』の医学的定義は存在しない」等々の疑問が提起されている。 

五、韓国の法制化 
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天理台湾学会 2017 年第 27 回研究大会 報告要旨（清水勝彦） 
＊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。 

ホスピス緩和医療および臨終過程にある患者の延命医療の決定に関する法律（ホスピス延

命医療法） 2016 年２月に制定、２段階で 2018 年２月までに施行。 

（１）法制化の契機となった裁判 

ポラメ病院事件 1997 年、58歳男性が硬膜下血腫で搬送され人工呼吸器を装着。妻の要求

で退院、自宅で呼吸器を外し死亡。妻と医師が訴追され、大法院は医師に殺人ほう助罪を認

定（2004）。医療現場の保守化を招く。市民の「Well Dying」運動が高まる。 

セブランス病院事件 2008 年、77歳女性が検査ミスから持続的植物状態に。家族は「患者

は延命治療を望んでいなかった」と治療中止を要求。医師は拒否。大法院判決（2009）は「家

族の証言によって推定される患者の意思に反する治療は、憲法の保障する幸福権を侵害す

る」と中止を支持した。 

（２）判決後、法制化の動きが加速し、「ホスピスが普及していない現状で、延命治療中止

の合法化は生命軽視につながる」と反対するカトリック教会も許容する法案で合意された。 

（３）韓国の法律は、家族の役割を重視した台湾の現行法に近い。本人意思が確認でき

ない場合は、「家族 2 人以上の一致した陳述」で構わない。何の意思表明もしていなか

った場合でも、「家族全員の合意」をもって本人意思の決定とみなされる。 

六、法制化の進まない日本 
日本尊厳死協会が 1976 年１月に結成された。「尊厳死」法制化を目指し、国会議員連盟が

発足して法案（医師の免責を保障）を策定した（2012 年）が、国会提出の目途は立たない。

その背景には、難病団体や法曹界からの反対と、法制化が差し迫った社会問題にならない現

状がある。厚生労働省（終末期医療ガイドライン、2007 年）や関連学会は、患者の意思を

尊重する医療指針を出し、医師が指針に従っていれば起訴されることはない。 
終わりに 

台湾・韓国・日本の３カ国を比較検討していくことで、台湾における法制化の特徴をより明

確にし、さらには法制化の議論と密接に関係するはずの死生観、生命倫理にも今後の考察を

広げていきたい。 
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天理台湾学会 2017 年第 27 回研究大会 報告要旨（塚本善也） 
＊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。 

エリセーエフの台湾訪問にまつわる問題とその検討 

 
塚本善也（中国文化大学） 

 
 本報告では、エリセーエフ（1889-1975）が 1915 年にペトログラードで口頭発表した

「フォルモサ報告」を取りあげてみたい。 
 エリセーエフは、ネフスキーやコンラドらとともに、ロシアが誇る日本学者のひとりで

あるが、日本での知名度で言えば、おそらく最もよく知られるであろう。その理由として、

来日中に多くの著名人（漱石、芥川、荷風、柳田、新村出、吉右衛門等々）と親しく交わ

り、彼らの日記や回想に登場することがあげられる。また革命後の祖国脱出の経緯を著わ

した『赤露の人質日記』（大阪朝日新聞社、1921 年）が 1976 年に中公文庫から再刊され、

倉田保雄による二冊の伝記『エリセーエフの生涯』（中公新書、1977 年）、『夏目漱石とジ

ャパノロジー伝説』（近代文芸社、2007 年）とともに、一般読者でも容易に読める書物が

あることも理由である。さらにソルボンヌ大学とハーバード大学で教鞭を取り、特に後者

の燕京研究所の初代所長を長く務め、多くの日本研究者を育成した功績も見落とせない。

「アメリカにおける日本学の父」と謳われる所以であるが、E.ライシャワー、D.キーン、

サイデンステッカー等の著名な日本学者は、皆エリセーエフに教えを受けており、彼らも

それぞれの回想記に師の姿を綴った（もっとも、その評価の一様でないところが興味深い）。 
1969 年には日本政府から勲二等瑞宝章を贈られ、生涯日本と深い関わりのあったエリセ

ーエフだが、1912 年末から 13 年初めにかけて台湾を巡っていた。当時、彼は東京帝大大

学院で芭蕉をはじめとする古典文学や日本美術など、もっぱら日本を研究していた。それ

もあって、この訪台にはいささか奇妙な感じがつきまとう。なぜこの時期に、台湾なのか。 
これに関し、ライシャワーなど従来の研究は、単純にバケーションの旅行として片づけ、

注目することはなかった。しかし、2014 年に「フォルモサ報告」が翻刻され、エリセーエ

フの台湾行きがはるかに深刻な動機に由来していたことが明らかとなった。たとえば、こ

れを読むと、行き先がいわゆる行楽地ばかりでなかったことは一目瞭然である。端的に言

うと、渡台直前に発生した林圯埔事件をはじめ、その頃継起的に発生した抗日騒動に露呈

された台湾社会の実情を見聞すること、これであった。 
だが、それでもなぜエリセーエフがそうした情勢を見ようとしたのか疑問は残る。本報

告では、「フォルモサ報告」を読み解きながら、また近年の新たなエリセーエフ研究によっ

て明らかにされた事実を踏まえて、日本学者エリセーエフの日本に対するまなざしの複雑

さ、彼にとって台湾訪問がどのような意味を含んでいたのかといったことを検討してみた

い。 
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天理台湾学会 2017 年第 27 回研究大会 報告要旨（邱若山） 
＊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。 

台湾における下村海南 

―民政長官としての治績について 

                          
邱若山（静宜大学） 

 
 大正 4 年から大正 10 年にかけて 7 年間台湾総督府民政長官（総務長官）を務めていた

下村宏（海南）は、「日本による台湾領有の歴史のなかで台湾人にもっとも高く評価された

長官であった」にもかかわらず、「下村の事績は今日の台湾においても日本においても広く

知られていない」（坂本慎一『玉音放送をプロデュースした男 下村宏』2010.08 株式会社

ＰＨＰ研究所）のである。 
 戦後七十年を振り返る特集として出版された『台湾と日本人』（洋泉社 MOOK 別冊歴史

REAL 2015 年）の PART3「人物でたどる台湾と日本―日台の近代史を彩った人々」「台湾

に尽くした日本人列伝」において、児玉源太郎・後藤新平、新渡戸稲造、西郷菊次郎、磯

永吉・末永仁、明石元二郎、八田與一、根本博、松木幹一郎、堀内次雄が取り上げられ、

それぞれ一章あてて紹介されている。そこには下村宏の名は挙げられていない。僅かに明

石元二郎「伝」で、「明石はかつて児玉源太郎総督が後藤新平民政長官に対して行ったよう

に、下村宏民政長官という優秀な片腕を信頼し、さまざまな施策面でその力を発揮させた。」

と記され、明石総督が基礎建設に於いて日月潭水力発電所、嘉南大圳の建設を命じ、司法

制度の改革に於いては内地に同じ、三審制の導入、司法権の独立を進め、教育面に於いて

は台湾教育令を発し、師範教育、中等教育、実業教育、専門教育機関の整備を行った等の

治績を並べる文章の片隅に、下村宏の名前と写真と「明石に招かれ総督府民政長官（総務

長官）を務めた」という紹介文が付けられているのみである。それから、八田與一「伝」

で、「この大計画（引用者補注：烏山頭ダム、嘉南大圳の建設計画）に総督府は驚き躊躇し

たが、同府の下村宏総務長官が彼の意気込みに共鳴。やがて八田が作成した設計、予算が

承認され、大正九年九月に起工した。」と言及されているぐらいである。 
 歴史評価はかなり偏っている、というのが筆者の素直な認識である。かつて本学会での

発表「下村海南と台湾―佐藤春夫に関わりながら―」で民政長官下村海南の治績を簡略に

挙げた筆者にとって、三代の総督（安東貞美、明石元二郎、田健次郎）の民政長官を歴任

していた下村海南の殖民地台湾における治績の全貌についての考察は、最大の関心課題と

なっている。本発表ではそれを究明する所存である。 天
理

台
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