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―戦後台湾の大学機関における研究を中心に
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In post-Second World War Taiwan, the symbolism and significance 
of “Japan” as a signifier remains steeped in meaning, due largely to 
Japan’s antebellum colonialization of Taiwan for approximately half a 
century. As such, the purpose of the present essay was to initiate a 
process of organizing and analyzing the historical processes of 
Japanese literature (which includes the literature of Japan and 

literature written in Japanese) within the contexts of Taiwanese 
society. Japanese culture and literature have become largely accepted 
in Taiwan, and thus this essay places particular emphasis on the 
establishment and research foci of Japanese literature in higher 
education institutions in Taiwan. Through descriptions and explorations 
of the historical founding of these institutions, the present essay 
argues that political factors not only played significant roles in the 
founding decisions of various institutions, but also influential in the 
research foci and ongoing research practices of Japanese literature.
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1. 日本文学と日本語文学

台湾という立ち位置から考えると、日本文学と日本語文学はまったく異なる意味合い

を持って想起されることになる。誤解を恐れずに言えば、日本文学は日本人が日本で書

いた文学であり、いわゆる｢日本文学史｣の中に組み込まれるような作品群であり、日本

語文学は台湾人が日本語で書いた文学(日本人が台湾で書いた文学も含む)を指すことに

なるだろう。この｢台湾人が日本語で書いた文学｣とは、主に1895年から1945年の日本統

治時代に書かれた作品群、あるいはその時代に日本語教育を受けた人々が戦後に書いた

作品群を指すことが多い
1
。

このように台湾の場合は、日本文学と日本語文学は言語や書き手(読み手)、そして時

代や場所のずれを含んだあり方となっている。その2つは完全に重なり合うことはない

ものの、まったく関係がないわけでもない。台湾という場で同時的に違う次元に存在し

つつ、互いに意識し合い直接／間接的に影響を与え合うものとなっているのである。

日本文学と日本語文学がそのような関係になったのは、言うまでもなくその歴史が

もたらしたものである。その歴史を韓国(朝鮮)のそれと比べれば、台湾の特異性がより

際立ってくる。台湾と韓国は戦前、似たような歴史を経験したものの、双方にとって記

号としての<日本>はまったく異なったものとなった。そうした違いを招いた理由とし

ては、台湾の場合、戦後、中国大陸から国民党という新たな統治政府が台湾に移り、台

湾を統治するようになったことが大きい。遠ざかっていた｢祖国｣への復帰(｢光復｣)で

あったはずの国民政権の台湾への遷移は、1947年の二二八事件によって台湾内部に分裂

をもたらした。この事件は、本省人と外省人の間に決定的なしこりを残すこととなり、

そしてまたその後39年続く戒厳令を呼び込む原因の一つにもなる。

戦後の台湾はこうした内部の問題の他に、国民党と中国共産党との間の確執から、国

際的にも極めて難しい立場に置かれていた。中国と台湾の間の関係を中国語では｢両岸

関係｣と言う。この言葉は、中国とも台湾とも言わずに、海峡を挟んだ２つの地域を示

すことを目指した苦し紛れの(よく言えば非常にうまく考えられた)言葉だが、特に台湾

側にとってはそのような言葉を使わざるを得ない歴史的、国際的状況がそこに横たわっ

ていることを端的に示している。こうした歴史や状況によって、台湾において記号とし

ての<日本>は二重の意味を負わされることになる。一つは日本統治時代のノスタル

ジーを示すものとして、もう一つは台湾が強く意識する国際社会の中の一員としてとい

う二つの意味である。そうした<日本>の意味合いは、台湾における日本文学や日本語文

学にも影響を及ぼすのである。

台湾には日本文学や日本文化がいち早く翻訳され流入し続けている。こうした翻訳や

文化受容の動きは、日本文学研究に影響を与え、また重要な一部をも担ってきた。ここ

1 戦後も台湾人が日本語で書いた作品が発表されている。具体的には、張文環�地に這うもの�(1975)、孤蓬万

里�台湾万葉集�(1994)など。
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でこれらの動きを簡単に紹介しておきたい。

まず日本文学の翻訳については、その多くが民間の出版社によって翻訳、出版され

てきたものであり、台湾社会においてブームを巻き起こしてきた。先行研究による

と
2
、1966年、新聞の｢副刊｣(文芸欄)で翻訳 ․連載された三浦綾子の�氷点�が台湾で人気

を博し、三浦綾子の作品が次々と中国語に翻訳される。また、1968年に川端康成がノー

ベル文学賞を受賞した時には、川端文学が続々と翻訳された。1970年代には、三島由紀

夫の自殺に伴い、その作品の翻訳が盛んになる。これは台湾社会でブームというべき翻

訳の動きとなったが、同じ時期にはこれ以外にも多くの日本人作家の作品が翻訳されて

おり、推理小説(江戸川乱歩、仁木悦子、角田喜久雄、松本清張等)、歴史小説(吉川英

治、柴田錬三郎等)、恋愛小説(三浦綾子、原田康子等)、純文学(芥川龍之介、三島由紀

夫、夏目漱石、横光利一)などが翻訳され台湾の読者に受容されていった。

1980年代は台湾経済の急成長により、社会がより自由な雰囲気になり、テレビや出

版社などメディアへの規制緩和がなされ出版社が急増、これと共に日本文学の翻訳数も

大いに増加する。1980年代に翻訳された日本の小説は1970年代の3倍にあたる440種余と

なったということである。この時期も推理小説(赤川次郎、西村京太郎、森村誠一、夏樹

静子、連城三紀彦、江戸川乱歩、仁木悦子、綾辻行人など)、歴史小説(井上靖、司馬遼太

郎)など大衆文学が多数を占めている
3
。

1960年代から1980年代にかけての特徴としては、人気の作家、作品となると1つの作

品が複数の翻訳者によって翻訳され、多くのバージョンがあったことである。この現象

は｢一書多訳｣と称されており
4
、特に上で述べた三浦綾子、川端康成、三島由紀夫、また

1980年代~90年代初頭には村上春樹などの諸作品でこの状況がよく見られた。これが解

消されるのが、1992年6月の新著作権法の実施である。その後も数多くの日本文学作品

が中国語に翻訳され、台湾に流入している。ここ数年はライトノベルの翻訳が急激に伸

びており、日本のライトノベルの流行とともに、台湾人作家によるライトノベルの作品

も出現しており、いずれも人気を博している。

また戦後台湾の日本文化、特にサブカルチャーの受容について注意しておかなければ

ならないのは、メディア、特にケーブルテレビの発達である。これは1980年頃から非合

法な形で発生し、確実に民衆の間に浸透し、チャンネル数は当時、100チャンネルを越え

ていた。今ではこのチャンネル数は驚くべき数ではないかもしれないが、当時台湾では

地上波のテレビ局が3局しかなく、しかもいずれも中央政府関連機関が実質的に運営して

いたため、報道の自由は保障されていなかった。その状況からケーブルテレビによって

各国の情報がテレビのモニターを通じて得られることは、衝撃的であった。

チャンネルの急増はソフトのニーズの急拡大を呼び、それによって日本のテレビ番

2 頼振南｢日本文学翻訳史概観｣(�アジア遊学69 台湾からみる日本�勉誠出版, 2004), p.154.

3 頼振南｢日本文学翻訳史概観｣, p.154.

4 頼振南｢日本文学翻訳史概観｣, p.157.
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組もそのソフトの一つとして台湾のお茶の間に浸透していく。特に人気になったのは志

村けんのお笑い番組やアニメ、相撲、プロレス番組、時代劇(�水戸黄門��暴れん坊将軍�)

などである。また�東京ラブストーリー�や�101回目のプロポーズ�などのトレンディド

ラマも人気を博し、後にメイドイン台湾のトレンディドラマともいうべき｢偶像劇｣へ

とつながるのである。

ケーブルテレビでの日本文化の流入が下地となって、1996年に｢哈日族｣(日本大好き

族)と呼ばれる、一種の日本ブームが起きる。このブームはトレンディドラマにはまっ

た女性が中心で、日本のファッションをまねたり、ドラマのロケ地を旅行する｢聖地巡

礼｣が流行った。<日本>からもたされるフィクションは、台湾人にとって実体験を伴う

ものとなったのである。

翻訳されて台湾にもたらされた日本文学や日本文化は、本来のいわゆる研究とは少

しずれた位置にあるものである。だが、これらは台湾の日本文学研究の裾野を広げる上

で大変重要なものであるし、ここ数年はそれ自体を文化現象として捉えた研究も増加し

つつある。

それでは、台湾において日本文学や日本語文学はどのような様相を見せてきたの

か。先行研究は数々あり、そのいずれもが独自の角度から台湾での日本文学／日本語文

学研究について興味深い論を展開している
5
。また、台湾は世界に類を見ないほど日本

文化、日本文化に対する親和性が高く、日本文学の受容をとってみても、あまりに範囲

が広い。このため、本稿ではこれまでの研究を踏まえつつ、対象を大学に絞り、戦後台

湾社会というコンテクストの中で日本関連の機関がどのように設立され、そして日本文

学、日本語文学がどう研究されてきたかについて述べていきたいと思う。

2. 台湾における大学機関と日本文学の研究

上で述べたように、台湾の戦後は政府の交代から始まる。中国国民党による政府――

国民政府がまず力を入れたのは、｢民族精神の高揚と奴隷化思想の払拭｣、つまり台湾民

衆の脱日本化であった。1945年10月17日、国民政府の台湾到着から1946年4月20日に一

般の在台日本人の引き揚げが完了し、日本の統治は形式的には完全に終わる。しかし、

身体に刻まれた日本語はそれによって消失するわけではない。

5 本稿が参考にしたのは、林水福｢太陽旗下的台灣－文學篇｣(�日本文摘�100，1994年5月)、川口隆行｢台湾に

おける日本近代文学研究―インフラ整備、あるいは越境と交渉をめぐる覚書―｣(�日本近代文学�77, 日本近代

文学会, 2007年11月)、榊祐一｢台湾におけるライトノベルの受容について｣(�日本近代文学�82, 日本近代文

学会, 2010年5月)、呉佩珍｢台湾における日本文学/日本語文学研究―日本統治期以来台湾の歴史的な歩みから

みる―｣(�多元文化交流�4, 東海大学日本語文学科)、内田康｢台湾における日本文学研究――その現況と課題｣

(�日本近代文学�92, 日本近代文学会, 2015年5月)、曹景恵｢台湾における日本古典文学研究――21世紀に向

けて｣(�日本語日本文学�44, 2015年11月)、黄翠娥｢台湾における日本近現代文学の研究｣(�日本語日本文学�44, 

2015年11月)などである。



台湾社会と日本文学／日本語文学  95

この時期、台湾で行われたさまざまな脱日本化の動きの中で、本稿のテーマに最も

大きな関係があるものとしては、<國語>推進運動が挙げられる。<國語>とは今でいう

｢北京語｣に近いものであり、これを普及させることで言語面、文化面での脱日本化を

図ったのである。当時の台湾政府(国民党)にとっては、台湾で<國語>を推進し｢日本統治

50年余りの遺毒を一掃すること｣こそ最も重要な事業なのであった。まずは軍人が教師

となって<國語>教室が開かれ、さらに教員や公務員を対象とした国語学校が開設されて

いく。また1946年10月には新聞雑誌の日本語版がすべて廃止され、新聞、ラジオなどマ

スメディアの言語は<國語>のみとなり、後に世代間における文化的な亀裂を産んでいく

こととなる。

戦前の日本植民地であった台湾では、楊逵や呂赫若、張文環、周金波などが日本語で

質の高い文学作品を残していた。当時は、白話運動の影響を受け北京語で書かれた作品

もあったものの、やはり質の高い文学作品は1930年代半ば以降、特に1940年代から終戦

に書かれた日本語による作品であった。しかし戦後の国民政府による脱日本化により、

これらの作品は一時的に｢なかったこと｣にされる。これらの作品が日の目を見るの

は、1970年代まで待たなければならない。

こうした脱日本化の流れにより、日本文学研究は戦後、一時空白になる。1952年に日

本と中華民国との間では平和条約が調印されたものの、日本語を公的な場で話すことや

教えることは許されなかったのである。

日本文学研究と言うべきものが登場するのは、1960年代に入ってからであるが、こ

の時期に見られるのは<國語>で書かれた比較文学的な論文が中心であり、その数も決し

て多いとは言えなかった
6
。

日本文学研究に本格的に光が差すのは、やはり教育機関に日本関係の学科が設立され

たことによる。台湾で戦後初めて創設された日本関係の学科は1963年、中国文化学院(現

中国文化大学)の｢東方語文学系｣(系は学科に相当)で、この｢東方語文学系｣には｢日文組｣

が設置されていた
7
。この後、1966年には淡江文理学院(現淡江大学)、1969年には輔仁大

学、1972年には東呉大学に東方語文学系という名称で日本語文学系が設立された。これ

らはいずれも私立大学であり、｢東方語文｣という名称はもちろん脱日本化を目指す国民

政府の政策により｢日本｣という言葉が直接使えないことから来るものだった。また東方

語文系として日本関連の学科が設置された背景には、政府が戦後日本の急速な復興に驚

き、日本研究の重要性を感じたためだとも指摘されている
8
。こうして｢東方語｣という

名称ではあるが、高等教育機関の中に日本文学関係の機関が創設されていくのである。

6 具体的には1967年から1968年にかけての鄭清茂の諸研究――｢夏目漱石的漢詩｣(�純文学月刊�1-1, 1967年)、

｢中国文人與日本文人｣(�純文学月刊�1-2~4, 1967)、｢永井荷風與漢文學｣(�純文学月刊�2-22, 1968)や、陳瑤璣

｢杜甫研究在日本｣(�文芸�4, 1969)などが挙げられる。また後に�源氏物語�の中国語訳の訳者として知られる

ようになる林文月も1972年に｢唐代文化對日本平安文壇之影響－從日本遣唐使時代到白氏文集之東傳｣(�台大文

史哲学報�21, 1972)なども見られる。

7 他に｢韓文組｣(韓国語組)、｢俄文組｣(ロシア語組)があった。)

8 蔡茂豊｢台湾における日本語教育と日本研究｣(�台湾日語教育学報�第41号, 2010), p.3.
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この｢東方語文学系｣が｢日本語文学系｣となったのは、例えば文化大学、輔仁大学であれ

ば1984年、淡江大学は1985年のことである。なお国立大学に日本関係の学科ができるの

は、1989年まで待たなければならない(1989年に国立政治大学に、そして1994年に国立

台湾大学に日本語文学系が設立される)。その後、台湾の教育部(文部科学省)の方針の変

化により、2000年代からこれまでの｢日本語文学系｣ではなく｢応用日語系｣が突如として

増えてくる。これも日本関係の学科ではあるが、実用的な面を強調した学科である。

1960~1970年代の私立大学での設置と、1989年以降の国立大学の設置の間に空白期間

があるのは、1972年に日中国交回復によって台湾と日本の間の国交が断絶され、しばら

く日本関連の学科の設立は認可されなくなったためである。台湾での日本研究は常に政

治や国際環境に左右されているのだ。それでも、学科が創設された後には、各大学で修

士課程が設立され、そして東呉大学には1991年に博士課程も設置された(これは台湾で

現在唯一の日本語関係の博士課程である)。

日本関連学科の設置とともに、日本関連の学会も発足する。1989年には中華民国日本研

究学会と中華民国日本語文学会(2001年に台湾日本語文学会と改称)が誕生し、大学を越え

た教師間の交流がより盛んになる。こうした会によって北部の修士課程を持つ日本語文学

科が連合し、大学院生のための発表会なども持ち回りで主催するなどの動きもある
9
。

大学の中に日本関連の教育機関が設置されたことは、日本研究の発展を促し、その中

で日本文学の研究も見られるようになってくる。先行研究によると、2009年の段階で台

湾での日本語学習者数は約19万人で、そのうち高等教育機関で日本語を学んでいるのは

約12万人とされており
10

、現段階では日本語文学系、応用日語系、あるいは応用外語系

日文組を含めると41の学科がある。こうした教育機関で教鞭を執る教員が日本文学研究

の中心となっていると言ってよい。その研究成果の発表の場となっているのが、各大学

の学科が発行している紀要である。1968年に創刊された中国文化学院(中国文化大学)日

本語文学系の紀要�中日文化�(2006年第26号以降�中日文化論叢�と改題)の創刊を皮切り

に、輔仁大学東方語文学系�日本語日本文学�(1973年創刊)、東呉大学日本語文学系�東呉

日本語教育学報�(1976年創刊)、淡江大学日本語文学系�東方語文学�(1991年創刊)、銘傳

大学応用日本語学系�銘傳日語教育�(1998年創刊)、台湾大学日本語文学系�台大日本語文

研究�(2000年創刊)、政治大学�政大日本研究�(2004年創刊)、世新大学日本語文学系�世信

日本語文研究�(2009年創刊)などがある。

いずれの紀要も、日本の文学や言語、文化を中心に、日本研究に関連したものを広範に

集めたものとなっている。多くは年に1~2回の発行で、日本語の論文が多数を占めている。

このため台湾内部ではほぼ日本関連学科内でしか流通せず、基本的には日本の読者を意

識したものとなっている。

 9 2009年から淡江大学、中国文化大学、東呉大学、輔仁大学、銘伝大学、政治大学、台湾大学などが共同で

日本語文学科修士課程の学生による論文発表会を持ち回りで開催している。

10 王筱琪�台湾日語教育的現況調査�(淡江大学日本語文学系修士論文, 2009).
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先行研究によると
11

、これらの紀要のうち最も文学の割合の多かったのが筆者の所属

する輔仁大学日本語文学科の紀要�日本語日本文学�であった。このため、以下ではこれ

を一つの例として台湾の大学の中でどのような日本文学研究が行われているのかを見て

いきたい。

�日本語日本文学�は、1973年の創刊号から2017年までで46号が発行されており、計

413本の論文が収められている。このうち、61.7％にあたる174本が文学関連の論文で、

他に語学(53本)、文化(42本)、教育(6本)である。ただ創刊当時から5~6年の間は、｢関公

が神格化する過程｣や｢台湾の民間信仰｣など、中国や台湾の文化に関する論文も掲載され

ている。文学の論文を見れば、日本関係では古典文学が約4割、近現代文学が約6割と

なっており、近現代文学では芥川龍之介、島崎藤村、志賀直哉、遠藤周作、川端康成、夏

目漱石、太宰治などが多い。ここ最近は、筒井康隆や桐野夏生、金井美恵子、川上弘美

などの論文も見られる。他に台湾文学関係の論文は、創刊当初から現代まで散見してお

り、黄春明や張大春などが取り上げられている。

このような結果になったのは、当然ながら輔仁大学への紀要の投稿が同大学の教員

が中心となっていることが最大の理由である。輔仁の紀要の割合は台湾では決して一般

的なものではなく、文学の比重の大きさが突出しているが、他大学の紀要の場合、例え

ば文化大学や東呉大学などは語学(日本語文法)や日本語教育などがかなり大きなウェイ

トを占めている。こうした状況については、台湾における日本研究の見地から｢台湾に

おける日本研究は、日本語学、文学についての研究に傾きすぎ、それが世界のどこにも

ない偏重状況に｣
12

あると指摘されているが、その中心となっている日本語文学系がそ

もそも日本の大学の国文学の機関を模したものであることが根本的な原因になっている

と思われる。そのため、1960~1970年代に設立された私立の日本語文学系、また1980年

代以降に設立された国立の日本語文学系など従来型の日本関連学科は、多くが外語学院

(外国語学部)に設置され、その教員の多くは1970年代以降同学科を卒業し、日本に留学

した者によって構成されている。彼らが留学した先の多くは国文科であり、そこで得た

日本の文学部の枠組みを模したものとなっているのである。日本から台湾へ訪れる日本

人研究者や教員も、(これは具体的な統計などはないが)同じように文学部や国文系の所

属の方が多くなっている。

 日本の文学部の在り方を模して作られた台湾の日本語文学系に、台湾の植民地経験を

重ねて考えることは難しくない。本来、台湾における｢日本語｣の意味と、日本の大学機

関における｢日本語(国語、国文)｣の意味は違っているはずだが、これらが取りざたされ

ることはなく、台湾での日本研究、ひいては日本文学研究にどういった意味があるか(意

味を持たせるべきか)についてはあまり顧みられてこなかった。そうしたこともあり、

台湾の伝統的な日本語文学系の紀要はほとんどが日本語で書かれており、｢日本語で書く｣

11 曹景恵｢台湾における日本古典文学研究――21世紀に向けて｣(�日本語日本文学�第44号, 2015.11).

12 西川潤�台湾における日本研究―制度化の現状、課題と展望�(早稲田大卓台湾研究所, 2010), p.53.
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｢日本語で発表する｣ことが重視され、台湾社会にはあまり貢献していないこと、台湾 

の中で日本語はわからないが日本に興味のある人々にその研究成果が提供されていない

ことは非常に残念なことである。

また逆に日本国内では、台湾の日本語文学系をはじめとする日本語で書かれた諸研究

についてはほとんど顧みられない。そこにはいくつかの問題が含まれており、上述し

たように台湾の各大学や研究機関が日本の大学機関の｢出張所｣的な位置づけとなってい

ることが挙げられる。またもう一つの問題として、問題意識の持ち方の違いがある。武

安隆 ․ 熊達雲の�中国人の日本研究史�
13

では、中国人の日本研究の特徴が挙げられてお

り、その中に中国では｢マクロ的な研究が多い｣として｢中国の研究者は一冊の著作に古

今をすべて盛りこみ、一篇の論文に一大事件の全貌を論評する。しかも結論は明確に

し、曖昧な表現をとらない。一方、日本の学者は、総じて小さな研究テーマを求め、実

証を重要視し、結論はできれば論断を避け｣
14

るとしている。これは台湾での日本文学

研究でも同じである。このように論文に何を求めるか、という問題は、比較文化的に見

て重要な問題を孕んでいるのである。

なお、従来の日本語文学系や応用日語系の語学、文学中心の動きは、現在少しずつだ

が、変化を見せている。それは、台湾でも急速に少子化が進んでいることと、その少な

いパイを多くの日本関連学科が奪い合う状況があり、これまでの伝統的な、あまりに｢学

術的｣な研究では学生が集まらないという現実があるためである。また、2000年以降、

台湾各地に従来の日本語文学系や応用日本語系とは異なった日本研究センターが各大学

に設立されたことで、これまで台湾の中で比較的抜け落ちていた外交政策や経済学、社

会学的視点からの日本研究が強化されつつあることが影響している。このため、文学研

究も、｢純粋な｣文学研究から次第に学際的な研究へと対象を変更している研究者も少な

くない。

3. 台湾における大学機関と日本語文学の研究

これまで述べたように、1960年代後半から台湾でも少しずつ日本文学研究が始まり、

教育機関の中にも学科や修士課程、博士課程が設置されるなど社会で認められてきた。

それでは台湾での日本語文学、特に日本統治時代に台湾人によって書かれたものはどう

だろうか。結論めいたことを先に言えば、こちらも、日本文学と同じように政治的な影

響を強く受けてきた。あるいは日本文学よりもより露骨に政治的な意味を持っていると

言うべきであろう。それは日本語文学が台湾文学の中の一部を占めているためである。

現在、台湾文学の研究も主に大学に設立された台湾文学系、あるいは修士課程や博士

13 武安隆 ․熊達雲�中国人の日本研究史�(六興出版, 1989).

14 武安隆 ․熊達雲�中国人の日本研究史�(六興出版, 1989), pp.18-19.
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課程である台湾文学研究所などで行われている。最初に設立された台湾文学関係の学科

は、真理大学台湾文学系と国立新竹師院台湾言語語文教育研究所で、これが1997年のこ

とであった。台湾で戒厳令が解除されたのは1987年なので、台湾文学あるいは台湾関係

の大学機関が設置されるまでに戒厳令解除後から10年もかかっていることになる。

ただ、日本語文学を含む台湾文学研究の動きは、それよりずっと前からあった。特

に取り上げなければならないのは、1977~78年の郷土文学論争である。1972年10月には

中華人民共和国の国連加盟によって台湾の国民党政府が国連を脱退し、同じ年にはアメ

リカ大統領の訪中や日中国交正常化など、1970年代の台湾は国際的に大きく動揺してお

り、これが台湾の知識人にこれまでにない意識の変革をもたらすことになる。1974年

に台湾政府が｢十大建設計画｣を発表したのも、中国大陸への回帰ではなく、台湾での定

着を目指す心意気の表れであり、それは国際的な緊張感がもたらしたものであった。

こうした中、本省人(台湾籍)の作家(例えば陳映真、尉天聡、王拓など)が台湾の農民や

社会の底辺にいる人々を書いた作品が次第に注目を浴びるようになり、その動きと共に

1970年代当時台湾で流行っていた西洋の文学理論を取り込んだ現代詩を批判する動きが

出てくる。文学の西洋化に対する批判、つまり台湾の現実を見ていない文学だとする批

判は、この後、郷土文学作家とされる本省人作家によって小説などにも広まっていく。そ

の中で、本省人の郷土文学作家たちは、｢左翼文学の提唱者｣として政府に危険視されるの

を恐れ、｢郷土文学｣の定義をしようと試み、それが論争として発展していくのである。

この論争は台湾人のアイデンティティの問題など実に興味深い問題を含んでいるの

だが、ここで注目したいのは郷土文学が注目される中で、頼和や楊逵といった日本統治

時代の作家の作品が再び日の目を浴びるようになった点である。戦後、国民党政府に

よって脱日本化が進む中、台湾では意図的に日本統治時代のことが忘却されていき、日

本教育を受けた世代の人々は言葉を失い、沈黙するしかなかった。しかし、戦後30年を

経たこの時期、日本統治時代の作品に再び注目が集まり、また<國語>を学び直した彼ら

もこの論争の中で発言していくようになる。特に葉石涛(1925-2008)は注目に値する人

物である。生年を見ればわかるように、葉石涛は日本統治時代に生まれ、日本の統治下

で最も日本語文学が成熟した時期を迎えていた1940年代、彼は西川満など在台日本人を

中心とした台湾の日本語文芸誌�文芸台湾�に原稿を寄せる、若い書き手の1人だった。

1977年の郷土文学論争の中で、葉石涛は日本統治時代を振り返り、1930年代にも郷土文

学論争があったことや、その当時の文学が決して今(1970年代の台湾で)考えられている

ような｢左翼文学｣ではなかったことを述べる
15

。

そして、1979年、遠景出版から�光復前台湾文学全集�(全8巻)が発行され、頼和や楊

逵をはじめ張深切、呂赫若、龍瑛宗、張文環の代表的な小説が収録された。頼和はもと

もと中国語(漢語というべきかもしれない)で書いていたが、他の作品は日本語で書かれ

ていたものを中国語に訳したものであった。この全集は、日本の統治によって苦しみ抜

15 葉石涛｢台湾郷土文学史導論｣(�中華現代文學大系‧評論卷(壹)�九歌, 1977).
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いた台湾人民の姿を描いたものとされているが、1979年という時代から考えれば、そ

のような選び方、そのような形でしか日本統治時代の日本語作品を上梓することはでき

なかったのである。最初に述べたように1940年から敗戦までの期間は台湾の日本語文学

にとって最も成熟した時期でありながら、また同時に最も強く日本帝国の干渉を受け、

文学でも戦争協力を求められた時期であった。いわゆる｢皇民文学｣という言葉は、まさ

にこの時期の作品を指している。このため、これらの作品を中国語に翻訳していく上

で、例えば呂赫若の作品などは｢皇民文学｣と見なされ、誰も翻訳したがらなかったこと

などがこの全集のまえがきなどに書かれているのである。

しかし、まさにこの時期から日本統治時代が顧みられるようになり、そして当時の

日本語文学が中国語に翻訳され、戦後の失われていた記憶が再構築されていくことにな

る。その中で日本統治時代に日本語文学を書いた作家たちは｢名誉回復｣が行われ、その

作品の読み方も極めて意図的なもの――そこに抗日の精神があるかないか――となって

いくのである。

先ほど挙げた葉石涛は、郷土文学論争からちょうど10年後の1987年に�台湾文学史綱�

(高雄：春暉出版出版社)を上梓する。この前の年1986年には戦後台湾初の野党｢民主進歩

党｣が発足し、1987年4月には戦後台湾にとって外省人と本省人にとって最大の禍根を残

すことになった二二八事件に正面から向き合おうという主旨で｢二二八事件和平日促進委

員会｣が発足され、初めて二二八事件の記念集会が実施される。そして同年7月にはつい

に戒厳令が解除されるのである。台湾は、経済的な発展を後ろ盾に民主化が進み、その

中でやっと日本統治時代のこと、そして戦後まもなく発生した二二八事件がやっと公的

な場で話せるようになったのだった。

ここからわかるように、台湾文学の中の日本語文学はまずは中国語に翻訳されて研

究されることになる。日本関連の学科の中にも日本統治時代に関心を寄せる研究者はい

たが、それは極少数であった。日本語文学系の多くは日本文学の研究に目を向けていた

ためである。また、台湾文学を専門とする大学機関がなかったため、日本語文学を研究

しようとしたのは中国文学系や英文系の研究者であった。当時は史料も少なく(整理さ

れていなかった)、また日本語だったので、彼らにはテクストも関連の史料も原文(日本

語)で読むことができず、ただ中国語に訳された限られた数のテクストだけを対象に、

台湾人のアイデンティティや抗日意識を読みとっていくことになる。

台湾はその後も民主化が進み、1988年には李登輝が総統になり、本省人初の台湾総統

誕生を迎える。この後、1993年3月から台湾の最も権威ある学術機関である中央研究院

に｢台湾史研究所準備処｣が発足し、やっと政府によって｢台湾史｣が公的なものとして認

められるようになるのである。1997年に2つの大学で台湾文学系が創設されたのは先ほ

ど述べたが、この前に台湾文学に関しては極めて重要なシンポジウムが開かれている。

これが1994年11月25日~27日に台湾新竹の清華大学で行われた｢頼和およびその同時代作

家――日本統治期台湾文学国際学術会議｣である。頼和は｢台湾新文学の父｣と称され、ま
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た｢台湾の魯迅｣とも言われている。頼和を中心に据えた国際シンポジウムを開催し、台

湾と日本の研究者が一堂に会したことで、初めて台湾と日本の台湾文学研究が直接的な

接点を持ったと言えるだろう。

本省人の初の総統李登輝の登場によって台湾では｢郷土｣や｢本土｣といった概念に注目

が集まっていく。李登輝時代には、すでに真理大学と国立新竹師院に台湾関係の学科や

修士課程ができていたが、この動きがより明確になるのは2000年以降のことである。

2000年に国立成功大学に台湾文学の学科、修士課程、博士課程が創設されたのを皮切り

に、2003年と2004年にピークを迎えるのだ。2002年には国立清華大学台湾文学研究所、

国立台北教育大学台湾文化研究所、2003年には国立の政治大学、台湾師範大学、新竹教育

大学、台南大学、私立の静宜大学、真理大学に｢台湾｣を冠した学科、修士課程が創設さ

れ、また2004年には、国立では台湾大学、中興大学、中正大学に台湾文学研究所が、台

中教育大学と連合大学に台湾語関係の学科が、長栄大学には台湾研究所が設立される。

ここから｢台湾｣関連の学科や研究所の創設のピークが2000年以降に集中しており、

しかも半分以上が国立大学に設置されていることがわかるだろう。これは日本関連の教

育研究機関の多くが私立大学に作られたこととは実に対照的な流れだと言える。そし

て、そこには政府の意向が強く働いていることが見てとれる。2000年に台湾初の政権交

代があり、野党で台湾独立を主張する(といっても必ずしも一枚岩ではないが)民進党か

ら陳水扁が総統となる。これが台湾の国立大学における台湾関連機関の設立を大いに勢

いづけたのである。

大学の中に台湾文学、台湾文化関係の教育 ․研究機関の設置は当初、その多くが中国

文学科を雛形に作られたものであったため、｢台湾語ができない台湾研究者がいる｣と

いった批判もあった。しかし、現在では日本留学を終えて台湾へ戻ってきた研究者の受

け皿ともなり、優れた研究者を数多く輩出している。さらに日本留学組と称されるべき

これらの研究者は、日本語文学系出身であるものが多いため、台湾文学系発足以前の研

究者とは異なり、出身校や日本の留学先となった大学との関係を有しつつ、台湾文学研

究を行うことで、それまでにあまり見られなかった日本語文学系との協働が活発になっ

てきていることも注目すべき点だろう。

４. おわりに代えて

日本の統治下にあった台湾は、戦後、政府の思惑とは違った形で日本文学や日本文化

を受容してきた。豊富な日本文化受容を土台としつつ、大学の中には｢東方語｣という言

葉で日本語関連の学科が創設され、台湾の経済成長が進む中で｢日本語｣関連学科として

改名されていった。さらに、政治の民主化によって｢台湾文学｣関連の学科が設立され、

｢台湾文学｣も研究対象と見なされるようになり、日本統治時代に書かれた｢日本語文学｣
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の発掘も行われ、研究されるようになっていった。

これまで日本関連学科と台湾文学学科との対話が少ないという指摘もあったが
16

、現

在、日本関連学科での台湾文学や台湾文化、台湾史の研究者、台湾文学関係機関の日本留

学組や日本研究者同士の対話は、研究プロジェクトやシンポジウム、書籍の発行などに

よって次第に活発になってきている。その対話は、多くが個人的なつながりによって

ではあるが、今後そうした動きがより加速し、豊かな実りをもたらすことを願ってや

まない。
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