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台湾
―

花蓮

日本とは隣り合わせでありつづけているのだが。

グローバル時代に生まれた世代にとっても、台湾の人にとって

いのだろうか。日本時代の台湾を経験した世代にとっても、

わたしたちにとって、台湾やそこに住む人びとはどれだけ近

台湾。

美麗島

基隆

台南

三地門

地同胞︶といった他者からの呼称とは異なる︑もとも

運動を展開し︑日本統治時代の高砂族︑戦後の山胞︵ 山

重を主張しはじめた︒
﹁原住民運動﹂とよばれる社会

びとは台湾社会のなかで民族としての尊厳と文化の尊

だけではなかった︒オーストロネシア系の先住民の人

外省人の政治的支配に対して声をあげたのは本省人

流れが軌道にのってからのことになる︒

きるようになったのは︑一九八〇年代以降︑民主化の

した︒政治的に自由な発言が社会のなかで安心してで

件とよばれる武力弾圧とそれに続く戒厳令を引き起こ

的優位を保ってきた︒彼らの権力の濫用は二・二八事

外省人は第二次世界大戦後︑数十年間にわたり政治

識が強い︒

南人が存在し︑おたがいに別々の民族であるという意

のなかには広東からの客家と福建省からのいわゆる閩

もにわたってきた外省人とに大きくわかれる︒本省人

通称︑本省人と︑第二次世界大戦後に国民党政権とと

六世紀ごろから大陸部から移住し台湾に定着してきた

の九〇パーセント以上を占める漢族系の人びとは︑一

九州ほどの面積の国土に住む約二三〇〇万人の人口

結んでいる自律的な国家である︒

には加盟していないが︑非公式な外交関係を諸外国と

を台湾人とよぶ︒台湾は︑国際連合︵ 等の国際組織︶

正確ではない︒台湾の多くの人びとは自分たちのこと

域﹂と理解している人は少なくない︒これは必ずしも

台湾のことを﹁中国人﹂と﹁高山族﹂とが住む﹁地

台湾の多様な民族構成

が少なからず存在する︒

との隣人関係には︑相手に対する関心や知識の不均衡

だす番組を目にする機会は限られている︒台湾と日本

対する関心が高く︑日本の様子をよく知っているとい

ていることに加えて︑台湾の人びとは日本そのものに

や台風の多い国で︑被災の苦難を人びとがよく理解し

の人びとが相当いたことは事実であろう︒台湾は地震

ないが︑被災地のおかれた状況に心を動かされた台湾

られた︒その多寡が人びとの思いを反映するわけでは

東日本大震災に際し︑台湾から多額の義捐金がよせ

日本のことに詳しい隣人たち

企画展 「台湾平埔族の歴史と文化」に関連して、ポルト
ガル語で「フォルモサ（麗しき島）」ともよばれる台湾の過去
と現在を見つめる。

民博 研究戦略センター

民族の
モザイク
台湾

―
あつ し

野 林 厚志

の ばやし

台北

との住民という意味の原住民族という呼称をえるにい

場所 国立民族学博物館 本館企画展示場A
会期 9月12日
（木）― 11月26日
（火）

台北龍山寺前の公園に面した通りのにぎわい（撮影・野林厚志）

統治時代の政策に反映され︑それが現在のエスニシティ

おきたい︒日本人研究者がおこなった民族分類が日本

日本統治時代の政策にあったということは気に留めて

論あるが︑こうしたことを引き起こした原因の一端が

台湾内部では平埔族の原住民族性については賛否両

族の主張をとらえる人たちも少なくない︒

張するのはいかがなものかと冷ややかな態度で︑平埔

人たちが今になって︑自分たちも原住民族であると主

方で︑山胞の一員であるなどとは一言も言わなかった

や歴史史料をてがかりに社会に対して訴えてきた︒一

族集団であるという主張を︑継承してきた信仰の実践

と同時に︑自分たちが平埔族のなかのさらに固有の民

平埔族を自称する人たちは制度上の不備を批判する

その境遇にある︒

えで︑原住民族にはなれず︑平埔族の人びとはまさに

代に高砂族ではなかった人たちとその子孫は制度のう

砂族であったかどうかを基準にしてきた︒日本統治時

族が特別行政区の住人であったかどうか︑すなわち高

原則として日本統治時代に本人もしくはその直系の親

台湾の中央政府は原住民族であるかどうかの認定を︑

ることになった︒

されなかった︒この事は後々に彼らの立場を複雑にす

んでいたことから︑日本統治時代には高砂族には分類

平野に住んできた先住民族で︑漢族化が早くからすす

埔族とよばれる人たちである︒彼らはもともとは西部

まで︑エスニシティを再興させようとしてきたのが平

本省人たちの政治主張︑原住民族の権利運動のはざ

日本統治時代の足かせ

び方であり台湾では一般的ではない︒

たった︒ちなみに高山族というのは︑大陸中国でのよ

やスポーツ︑バラエティのような台湾の日常をうつし

ドラマが一部の地方局で放映されるものの︑ニュース

る︒翻って︑日本はどうだろう︒華流とよばれる台湾

が起こっているのかを台湾人は容易に知ることができ

日本の番組が二四時間放映されている︒今︑日本で何

数はゆうに一〇〇をこえる︒いくつかのチャンネルでは

台湾のテレビ放送はケーブル化が進み︑チャンネル

うことが背景にあると筆者は考えている︒

台湾平埔族の歴史と文化
のゆくえに少なからぬ影響を与えているのである︒
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平埔シラヤ族の阿立信仰。漢族とは異なる要素が含まれる
クヴァラン族のバナナ製織布と製作者
台湾独立をうったえる市民デモ

企画展

台湾の政治と
中台関係

民党政権に対しては対応を緩くしている︒

く締め付けるが︑中国性を看板に出す国
中国にとって中華民国を認めることはで
きないが台湾独立よりはましなので︑経

お がさわら

よしゆき

小笠原 欣幸
東京外国語大学准教授

二〇一二年一月︑台湾で総統︵ 大統領︶

台湾と中国の違い
かつては台湾でも国民党がコントロー

り︑国民が関与することはない︒

また︑自由も制限され︑体制を批判した
人は今日の中国と同じように投獄されて

ルする国民大 会が総 統を選出していた︒

いた︒台湾でそのような時代に戻りたい

直接選挙が導入されてから五回目の総統

〇年と〇四年が民進党の陳水扁︑そして

は︑一九九六年が国民党の李登輝︑二〇〇

指導者を選ぶ方法の違いは中台の政治的

と考えている人はほとんどいない︒最高

選挙がおこなわれた︒これまでの当選者

奇しくも二〇一二年は︑台湾の総統を

いる︒中国は一党支配体制を維持しなが

人が台湾との統一が当然であると考えて

求めている︒他方︑中国ではほとんどの

台湾の民意は圧倒的多数が現状維持を

中台の駆け引き

立場の違いを雄弁に物語る︒

〇八年と一二年が国民党の馬英九である︒
選ぶ選挙と中国の最高指導者を選出する
中国共産党大会とが同じ年に実施された︒
四年周期の台湾総統選挙と五年周期の中
国共産党大会が同じ年になるのは二〇年
台湾では投票の八ヶ月前に与野党の総

に一回である︒
統候補者が決まり︑お互い政見を発表し
政治力でも軍事力でも台湾を圧倒してい

ら急速な発展を遂げ︑いまや経済力でも
る︒台湾の自立の空間は確実に狭まって

熾烈な批判を繰り広げながら選挙戦を戦

いる︒しかし︑だからといって中国が簡

う︒その間多数のメディアからあらゆる
能力とが試される︒そして最後は選挙民

疑問・弱点を追及され︑その見識と対応

に予 想 されているとおりになるのだが︑

立を目指す民進党政権に対しては遠慮な

との関係を改善させた︒中国は︑台湾独

という玉虫色の合いことばを使って中国

馬 英 九 政 権は﹁ 九二年コンセンサス﹂

単に台湾をまるめこめるわけでもない︒

どのようにしてその人物に決まるのかは

他方︑中国の最高指導者の人選は事前

一人一人の票によって決着がつく︒

まったくわからない︒つまり密室で決ま

ひさひこ

県立広島大学講師

加え︑マスメディアで働く者も少なくない︒

と台湾では考えられており︑学校や官庁に

も﹁ 外 省 人は中国 語の発 音が﹃ 標 準 的 ﹄
﹂

中国語が苦手な第一世代もいるが︑それで

て教えた中国語しか話せない︒外省人には

外省人第二世代で︑戦後国民党が国語とし

はまったく聞き取れなかった︒校長先生は

と閩南語で自己紹介した︒だが︑校長先生

人の母があいさつをし︑
﹁もう八〇歳です﹂

に行った︒そこに校長先生があらわれ︑知

はその高校で働く台湾の知人とその母と見

夜︑花火が見える高校に集まった︒わたし

〇一一年︶記念の花火を見るために大晦日の

ことも起こる︒中華民国建国一〇〇周年
︵二

なが話せるわけではない︒そのためこんな

ともいわれる︒日常的に使われるが︑みん

では台湾語︵ 中国語で﹁台語﹂や﹁台湾話﹂
︶

だ︒閩南 系 本省人は閩南語を話す︒台湾

も独自のことばがあり︑漢族にもあるから

と答えるものの︑少し迷う︒原住諸民族に

る︒わたしは﹁国語はいわゆる中国語です﹂

﹁台湾のことばは何ですか﹂とよく聞かれ

台湾のことばは中国語？

上水流 久彦

か み づ る

ことばからみる台湾漢族の社会

台北市萬華にある龍山寺。現在は多くの台湾の人びとの信仰を集めるが、本来は閩南系本省人のお寺

済的利益で台湾側を取り込みたいと考え
ている︒
馬英九はそこをついて︑中国から経済
化で背後を固め中国からの圧力に備えて

的利益を引き出しつつ︑米日との関係強
いる︒発足した習近平指導部は︑台湾統
一に向けて少しでも現状を動かしたいと
現状を維持すること自体が非常に難易度

考えている︒中台の国力の差からすると
の高い任務である︒台湾はしたたかにふ
るまわなければならない︒台湾の将来を

台湾が事実上の国であることを象徴する総統府（大統領官邸）
。中華民国国旗がはためく
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めぐって中台の複雑な駆け引きがこの先
も続く︒

台湾の地方都市のホテルにも大勢の中国人観光客が押し寄せる

発音を注意されることもあるそうだ︒閩
南語の影響の強い中国語も﹁台湾国語で
標準的でない﹂とされる︒

手である︒日本語教育世代の彼女は植民

国語が話せないわけではない︒だが︑苦

﹁八〇歳です﹂とあいさつした女性は中

だという︒だが︑その声に反対する者も

台湾でずっと使われ︑大多数が話すから

語にすべきだと語る者がいる︒閩南語が

人のなかには中国語ではなく閩南語を国

一方で台湾独立を主張する閩南系本省

﹁閩南語を国語に﹂

地統治のもと日本語教育を受け︑閩南語

も同様である︒同じ漢族でも彼らは彼ら

多い︒外省人もそうだが︑客家系本省人
で独自のことば︑いわゆる客家語を話す︒

人してなんとなく聞きかじって覚えた中
国語は話したがらない︒彼女らが話す中

うなら台湾に元々住んでいた原住民︵ 族︶

国語は流暢ではなく﹁台湾国語﹂と揶揄

のことばではないか﹂という︒
﹁客家語こ

湾語とよぶことにも反発し︑
﹁台湾語とい

そ が中 国のもっとも 伝 統 的 なこと ばだ ﹂

そして彼らは閩南語を国語どころか︑台

妻が中国語で話している︒夫は学校で中

わたしの知り合いの夫婦は夫が閩南語で︑

とも語る︒

育 を 受 け た世 代の中 国 語 だけではない︒

国語を習ったが︑閩南語が日常的に使わ

みんなが言語マイノリティに
国語が得意な外省人でも立場は安泰で

はない︒台湾ナショナリズムのもと︑台湾
にいるなら台湾 語︵ 閩南語︶が当然だと
閩南語だけで話されて戸惑う外省人の知
層には中 国 語 しか 話せない者 も 増 えた︒

人もいた︒一方で国語教育の普及で若 年

学で中国語を学ぶおばあさんをわたしは

そのような孫と会話するために社会人大
知っている︒日本語教育世代の彼女は中
国 語 を 結 局 そ れ まで 覚 えてこなかった︒
若年層は若年層で閩南語など親のことば
すら話せないと責められもする︒現在学
校で母語教育があるが︑その効果は十分
ではない︒このように台湾ではことばにつ
な中国語を話すわたしに台湾の友人がと

いて誰もがマイノリティになりえる︒下手
きに少し優しいのはそんな言語環境だか

くは一杯飲んでから興が乗ってくると︑カラオ

歌である︒そのまま日本語で歌われる場合もあ

日本の歌がよく登場する︒だいたい歌謡曲や演

どういうルートで原住民族の生活に入り込んで

まつおか

ただす

松岡 格

らではないか︒わたしはそう感じている︒

台湾原住民族と日本

想像のふくらませ方

―
と聞いていると︑
突然そのなかに﹁イ・ノリ﹂︵﹁ノ﹂
にアクセント︶ということばが出てきたりする︒

どうやらこれは﹁祈り﹂という日本語だろう︒
山地の村では︑毎日夕方ころになると︑ご近

こういう例は数多い︵ 例えば﹁村長﹂
﹁議員﹂など︶
︒

ケパブに繰り出すことになる︒結婚式の際にも

所同士が集まってカラオケ大会を始める︒もし

台湾で︑先住民族の暮らす山地にいると︑こ

先住民族は︑台湾では原住民族とよばれて

れば︑中国語の替え歌の場合もある︒

欠かせないのがこのカラオケである︒そこで︑

いる︒わたしは原住民族のなかでも︑台湾南部

つながりからつむがれるもの

食前に祈祷をする︒野外で行事をする際にも

きたのか︑調べようと思っても容易なことでは

こうした日本由来のコトバやウタが︑いつ︑

祈祷をすることが多い︒そうした祈祷の際︑わ

とつ挙げられるのは人の流れである︒
一九四五年のいわゆる終戦の後︑戦前に台湾

ない︒しかしここでもう少し考えてみると︑ひ

で暮らしていた日本人︵﹁内地人﹂
︶の多くは日

たしはキリスト教徒ではないので︑失礼ながら︑

されることが多い︒わたしとしては︑それを音

はほとんど現地語︵ルカイ語やパイワン語︶で話

本へと引き揚げてきた︒しかし︑そのあともし

ただ聞いているだけである︒その祈祷のことば

スト教徒が多い︒例えば家族で食事をする際︑

イ族・パイワン族に限らず︑原住民族にはキリ

地門郷周辺︶でよく調査をしている︒そのルカ

のルカイ族やパイワン族が暮らす地域︵ 特に三

じることがある︒

こは日本のパラレルワールドではないかと︑感

パラレルワールド？

不得意な夫がたまに中国語を話すと妻に

ちであった︒閩南語にはないそり舌音が

中国語がよく使われる台北の生まれ・育

れている台湾 南 部の出 身だ︒一方︑妻は

される︒そう揶揄されるのは︑日本語教

に次いで日本語が得意である︒だが︑成

﹁台湾国語﹂ という引け目

世界一高かった101ビルと手前は外省人
の軍人の集合住宅。いわゆる眷村（けんそ
ん）
。すでに人は住んでいない

として︑神様は﹁ツマス﹂と言うんだな︑など

獨協大学准教授

台湾独立派からは反発も招いた

！
？
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ある結婚式の披露宴の会場。画面奧が舞台に当たる
披露宴の後に、踊る参加者に酒を振る舞っているところ

ある教会での結婚式の一コマ。
この教会内部の十字架が目立つ

2011年1月1日に総統府前で中華民国建国100年を祝う人びと。

台湾ナショナリズムがもっとも高揚した陳水扁総統時代の総
統府前の国慶節祝賀会。台湾の文字が見える

して一九四五年︑台湾と沖縄とのあいだ

重山を中心に一万人以上にのぼった︒そ

ことばも通じない︒往来の記憶は遠い

ま

お

こ

台湾と
沖縄
みやおか

福岡大学准教授

宮岡 真央子

学生のころ︑宮古諸 島での調査の往

距離
復に 船 を よ く 利 用 した︒ 船 は 安 いし︑
距離を実感できる︒那覇から宮古・石
垣を経由して台湾の基隆や高雄に向か
う定期連絡船で︑このまま乗っていたら
台湾へ行けるなと思いつつ︑ついぞ台湾
までの船旅をすることはなかった︒台湾
その後︑東京に留学中の台北出身の友

と沖縄の距離を少しだけ実感したのは︑

間島で︑漁師さんは﹁台湾は大きな島

人と宮 古へ出かけたときのことだ︒池
だよね﹂と言った︒お年 寄りは︑戦 時
当 時の 知 人 と 再 会 した と きの 喜 びを

中台湾へ疎開したときの思い出と後日

湾にとても近い﹂とうれしそうに笑った︒

語った︒東京から来た友人は﹁ここは台

台湾の基隆と石垣・那覇を結ぶクルーズ船。

ばらく台湾にとどまっていた人たちもいる︒ま
た︑一度日本に引き揚げたのち︑台湾を再訪し
こから継続的な交流に発展したケースもある︒

て︑台湾の友人と旧交を温めた人も数多い︒そ

流れのなかで︑原住民族と日本人のあいだのつ

そのように台湾と日本のあいだを行き交う人の
ながりが復活したり︑誕生したりする場合も
ある︒
わたしの調査してきたパイワン族・ルカイ族
には︑日本人と結婚した人も少なくない︒戦前
の︑正式な婚姻が成立していたのかどうかよく
わからないケースから︑戦後の︑相手の日本人
の方と直接連絡がつくようなケースまで︑さま
原住民族の人たちと日本との交流は多岐にわ

ざまである︒
たる︒例えば野球をめぐる交流では︑台湾から
日本に向かう人の流れを生み出している︒台湾
にも野球のプロリーグがあり︑原住民族は多く
の選手を輩出している︒プロ野球チームの選手
として︑日本に渡った選手も数多くいるのであ
る︒
歌手や芸能人などで似たようなケースもある︒
原住民各民族の民族衣装︵の現在の様式︶が︑
外部との交流なしには生まれていないことはよ
く知られている︒博物館の展示に目を向ける際
には︑このような外部との交流が︑原住民族や︑
その文化にどのような影響を与えているのか︑
展示されていないことも含めて想像をふくらま

この近さは︑八重山諸島へ行けばもっ

せて見てみるのも面白いかもしれない︒

と顕著だ︒最西端の与那国島から台湾
この海 域では﹁密 貿 易﹂が盛んにおこ

には国境線が引かれた︒その後数年間︑

島は空前の好景気に潤った︒

なわれ︑その中継基地となった与那国

までは約一一〇キロメートル︑年に数日
友人のいう﹁近さ﹂とは物理的距離の

は台湾の大きな島影が望める︒ただし︑
長 短だけによるものではない︒むしろ
﹁近さ﹂ の回復に向けて

それは︑人の往来や交流をともなう﹁親
しさ﹂に近い感覚だったのだと思う︒
直 接 経 験 した人はもはや 少 な く なり︑

かつて台湾が日本の植民地だった半

経験と記憶を頼りに自治体は交流の道

ものになりつつある︒しかし︑これらの

台湾でも沖縄でも︑こうした時代を
半世紀間の往来
世紀間︑沖縄︑とりわけ八重山の人た

を探り︑台湾東部の花蓮市と与那国町

ちにとって︑台 湾はもっとも 身 近な都

︵一九八二年︶
︑蘇澳鎮と石垣市︵一九九

いる︒また石垣市は︑二〇〇九 年から

会であり︑多様な機会に恵まれた場所

台北のある国立大学と提携して留学生

だった︒進 学︑就 職︑資 格 取 得などの

事に就くのが当たり前だった︒沖縄各

派 遣を開 始した︒台 湾 東 部と八重山・

︑基隆市と宮古島市︵ 二〇〇七年︶
五年︶

地の漁村からは︑東部の漁村に移住が

宮古地域間の経済活動促進を目的とす

のあいだで姉妹都市協定が締結されて

おこなわれた︒現在の台湾東部の漁法

る民間団体主催の会合も近年開催され

国島では︑学校を卒業すると台湾で仕

や漁具には︑沖縄漁民の技術が継承さ

ため多くの人が台 湾へ向かった︒与 那

れている︒他 方︑台 湾から八重山への

ている︒
社が倒産し五年前に廃止された︒しか

残念ながらあの定期連絡船は︑船会

出稼ぎや移住もあった︒西表島の炭鉱

しそれと相前後するように︑今度は基

では過酷な労働が強いられた︒石垣島
人規模で入植した︒台湾からもたらさ

には昭和期に台湾からの開拓者が数百

船が往来している︒いま︑台湾と沖縄

隆から石垣・那 覇への豪 華なクルーズ
を結ぶ海域では︑あらたな形での交流

すっかり八重山の景 観に溶け込み︑台
湾系住民のコミュニティも健在だ︒また︑

模索されている︒

や人の往来︑そして﹁近さ﹂の回復が

れた水 牛やパイナップル栽 培は今では

末期に台湾へ疎 開した人は︑宮古・八
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1997年から夏期を中心に運行されている

9

池間島のお年寄りのように太平洋戦争

上：クルーズ船で石垣におりた観光客が浴衣を着た台湾
人女性と記念写真
左：石垣市役所前にある石垣市と蘇澳鎮の友好親善の
碑。1995年に姉妹都市の締結がなされた
※3点とも撮影・上水流久彦

女性の民族衣装の胸元に光るビーズや金属製の飾り物に注目
民族衣装を縫っているところ。やはりビーズや銀細工を多用

