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一、はじめに 

 

1945 年 8月 15 日、天皇が「玉音」放送で戦争の終結を宣言した瞬間、島に住む台湾人と

日本人はここで袂を分かち、それぞれの「戦後」に向かって歩み始めた。1945 年 7月 26 日

に出されたポツダム宣言により、日本が降伏した後、台湾は中国に「返還され」、「中国人」

になった。日本帝国が崩壊したために、台湾にいた日本人は敗戦国の国民になり、「日僑」

と呼ばれた。政権は入れ替わり、台湾島内では人が行き来した。中国や日本、南洋の戦場

から台湾人が続々と「台湾に戻」り、また海を越えて台湾にやって来る外省籍の知識人や

政商や投機者などもいた。一方、日本の旧帝国体制を代表してきた官僚や軍人、民間人、

さらには同じ植民地からきた朝鮮人は台湾を離れようとしていた。しかしながら二二八事

件が発生するまでは、これらの人々はしばし台湾で出会って交流し、特殊な交流の場が生

まれ、彼らには戦後初期の台湾記憶が残った。 

第二次世界大戦が終結したとき、日本の他の海外占領地域に比べて台湾地域は比較的平

穏であったため、日本政府は 1946年 2 月になってやっと米軍から艦船を借用して、国家の

系統的な支援の下、在台日本人の大規模な帰還事業を開始した。一部の官僚と技術者が陳

儀政府に留用されたが、二二八事件後、台湾の政情が不穏になると、最後には全員が台湾

を去った。 

本稿は旧日本帝国崩壊後、東アジアで起こった大規模移動という歴史コンテキストにお

いて、台湾にいた日本人文化人が戦後初期、台湾を去るまでに行った文化活動と社会観察

を改めて検証するものである。帝国が瓦解したために植民地から追い出された日本人たち

は台湾を離れ、植民地の「故郷台湾」を遠く思い起こしたとき、どのように台湾を記憶し、

帝国を複写したのだろうか。これら戦後のテクストにおいて、彼らは如何に「記憶」し「忘

却」したのだろうか。 

これらの在台日本人は、戦前、帝国の拡張政策によって台湾に移民し、台湾に長く住ん

で、ある程度の土着化をとげ、台湾を彼らが身を落ち着ける「故郷」と見ていたことであ

る。帝国崩壊後、「植民統治者」であった彼らは、敗戦によって「離郷返国」（故郷を離れ

て帰国する）を迫られた。それとともに、在台の日本人文化人が四〇年代に力を入れて唱

mailto:bg2d601@hotmail.com


2 

導した外地文学とその文化想像も解体した。戦後、沈黙を選んで台湾での植民地経験に言

及しなかった人もいるが、その一方で、西川満らは台湾を書くことによって台湾の記憶を

反復温存し、彼らの郷土情緒を「ふたつの故郷のあいだ」に漂わせた。しかしながら、帰

国当初は彼らの「個人の記憶」は総じて「帝国の記憶」と入り混じっており、両者の間に

は複雑に錯綜した矛盾が見られる。彼らは引き揚げ当初は同胞から冷たい眼で見られた。

そのような帰郷経験が台湾郷土に対する彼らの情緒アイデンティティを強化し、過去（時

間）の「美しい」「植民地／出生地」（空間）が彼らの「郷愁」が落ち着く場所となり、彼

らが帝国の記憶を述懐する文学における時空となったのである。 

 それゆえ、本稿ではまず戦後初期の歴史コンテキストにおいて、在台日本人の台湾記憶

の内容の特色を整理し、続いて、西川満らが在台日本人の立場から短期間にどのような文

化活動を展開したかを検討する。最後に、西川満の戦後初期をめぐる記憶著作を精査し、

在台日本人の戦後初期における歴史記憶の文学著作を整理し、それによって、戦後の台湾

社会における台湾人と中国人と日本人の、恩と義が交錯する複雑な感情構造をあらためて

詳しく論じることにする。 

 

二、在台日本人の戦後初期の台湾記憶 

  

日本の敗戦から 1946年 2月の引き揚げ開始までには七、八か月の時間があった。この間、

在台日本人は「日僑」として台湾に滞在し、台湾人が新政権の接収を迎えたさまざまな社

会状況を傍観していた。 

新聞界では、当時、台湾省行政長官公署所属の『台湾新生報』と国民党宣伝部の『中華

日報』が「日文版」（1946 年 2 月～同年 10 月）を残しており、一部の編集スタッフが留用

され、過渡期の文化事業と編集翻訳作業に協力していた。そこには、政府当局に協力して

翻訳と報道宣伝を行なう仕事なども含まれていた。長官公署はその組織機構に特に台湾省

編訳館を設けて台湾文化の再建作業を進めていた。編訳館には下部組織として学校教材班、

社会読物班、名著編訳班、台湾研究班の四班が設けられ、留用日僑は主として「台湾研究

班」に編入されていた。国分直一（1908～2005 年）、池田敏雄（1916～1981 年）、立石鐡臣

（1905～1980 年）らで、ほとんどが戦前の『民俗台湾』の同人である。彼らは台湾籍の知

識エリートと緊密な関係にあり、戦後も引き続き民俗採集などを行ない、同時に「編集翻

訳」によって日本人の学術資産を台湾の新しい学術世代に伝えようと、来台した中国人文

化人と協力して、戦後台湾の文化再建事業に取り組んでいた。 

これらの留用日僑は台湾の二二八事件動乱を目撃した日本人となった。当時の死傷者数

は数千人から数万人とさまざまに伝えられているが、彼らは「家で自粛」するように求め

られたため、この暴動に巻き込まれることはなかった。しかし戦後、それぞれがさまざま

な手段で彼らが眼にした台湾の当時の社会状況を記録している。以下、彼らの記録と記憶

に焦点をあて、彼らが台湾の戦後初期をどのように記憶したかをまとめることにする。 
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１．台湾に上陸した中国国軍の軍容の描写と記憶 

 

戦後、台湾人は興奮して「光復」を迎えたが、引き揚げを待つ日本人はひどく落ち着か

ない気分だった。しかし、国民党陳儀政府の台湾上陸軍の様子には非常に驚かされ、強い

印象が残った。これは台湾民衆の記憶とかなり一致している。同じく、台湾生まれの画家

立石鐡臣の『台湾画冊』（1962 年）「日僑編」にも当時の鮮明な歴史記憶が描かれている。

留用文化人の池田敏雄は当時、台湾編訳館台湾研究班に勤めており、二二八事件の際の台

北の動乱の状況を目撃した。 

 ところで、安藤芳男は国軍による接収の際に台湾人がとった反応をこう観察している。

安藤は、台湾人が戦後、風向きを見て方向転換した心理をからかい気味に回想している。

植民への反省のないこの台湾秘話には、戦後の、軍国主義意識を持つもうひとつの日本人

の真実の心理が映し出されている。彼は、台湾駐在の米国政府職員が正に背後から前の植

民者を観察して、日本人に同情していたとは知りもしなかった。というのは、日本人も台

湾人と同様、至る所で強奪をはたらく中国軍人を我慢しなければならなかったからである。

1 

日本の敗戦後、台湾人は一夜にして敗戦国の「臣民」から戦勝国の「国民」になった。

ところがわずか一年のうちに、国民党政府への台湾人の希望は失望に変わり、最後には絶

望的な反抗の道を歩むほかなくなっていた。二二八事件前夜には「日本時代」は「憧れる

にたえない」語となっていた。2敗戦国の国民である日本人は家産を売って次々に台湾を去

り、新聞の「日文版」は台日の友人が別れの言葉を交わす場となった。日本人は別離のや

りきれなさと感傷をひかえめに表した。引き揚げ後の生活再建の困難が彼等を待ち受けて

いたのだ。同様に、台湾人は接収後の国民党官僚の君臨と、戦後の新政権が次々ともたら

す苦難に直面せねばならなかった。両者とも異なる時代の課題に向き合っていたのだ。し

かし戦後の二年間は、彼らはともに国民党統治を経験し、ある種の相互信頼関係を新たに

築いていた。この時が親日への転換のキーポイントとなったのである。 

 

２．二二八の歴史証言 

 

  王育徳（1924～1985 年）は日本で雑誌『台湾青年』（1960～2000 年）を創刊し、主と

して当代台湾の政治文化に関わる情報ニュースを翻訳紹介し報道したが、日本に亡命した

初期、彼はひそかに二二八事件をめぐる資料を集め、二二八事件を世間に知らせたいと願

                                                      
1George H. Kerr 著、詹麗茹、柯翠園訳『重訳校註被出賣的台湾』（注１参照）、85頁。 
2楊村(揚風)「祖国啊!祖国」『文匯報』(1947年 1月 14日)、6版。(黃惠禎著『戦後初期楊逵与中国的対話』

より引用。(台北・聯經出版、2016年 7月、203頁)。 
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っていた。『台湾青年』の創刊はその宿願が果たされたのである3。創刊当初は毎年、二二八

前後に記念特集を掲載したが、1963 年、王育徳は特に日本人に原稿を依頼し、特集「日本

人の見た二・二八」を掲載した。事件当時台湾にいた守田富吉、林樹理（池田敏雄）、金関

丈夫（1897～1983 年）と、当時すでに台湾を離れていた松居桃楼（1910～1994 年）の文章

を編集したものである。 

彼らの記憶の重点を整理すると、事件発生の状況を描いたもののほかに、彼らは特にデ

モ行進における群集の理性的な要求を強調している。また、外省籍の婦女子への暴力や財

物の略奪行為は見ておらず、彼らの要求行動と、混乱に乗じて民家を略奪したならずもの

とを並べて論じるべきではないと、何度も強調している。しかし、省籍対立が一触即発の

状況にある当時の社会情勢に直面して、彼らはひどく危惧し不安を感じていた。また、彼

らは国民党陳儀政府に対する本省人の憤懣と怨恨を理解し、同情してはいるが、事件に巻

き込まれた外省人の境遇とその安全を護った経験も書き加えて、記憶著作に客観性をもた

せようと努めている。 

 

３．台湾の友人への追悼 

 

戦後初期、二二八事件の清算と逮捕の過程で、多くの台湾エリートが犠牲になったが、

そのなかには報道関係者がかなり多く含まれていた。4例えば『台湾新生報』社長の阮朝日

（1900～1947 年）、日文版総編集長の呉金錬（1913～1947 年）、『民報』社社長の林茂生（1887

～1947 年）らで、彼らは事件後、捕えられて殺害されたか、行方不明になった。これら台

湾エリートの死について、戒厳令下では親族や友人は累が及ぶのを恐れて冬の蝉のように

口をつぐんでいた。帰国した日本人だけが文を綴り、海を隔てて英霊を記念しえたのであ

る。 

二二八事件後、台湾島内には戒厳令が敷かれ、白色テロが起こった。これらのエリート

たちの死は島内では政治のタブーとなり、追悼文を公開する勇気のある人はめずらしかっ

た。最も早く彼らを追憶したのは、台湾から日本に引き揚げさせられた日本人だった。当

時、公の場で友人を追憶し、過去を回想する「自由」は彼らにしかなかったからである。

これらの記念文のなかで、作者はみな、彼らの抗日の民族精神を強調している。彼らの悲

惨な境遇は信じられないほどであり、これ以上の歴史のでたらめさはなかった。 

 

三、戦後初期の在台日本人の文化活動 

 

戦前、台湾文壇で活躍した日本の文化人は、台湾を去った時間は異なったが、戦後の台

湾文化の再建に依然として高い関心を持っており、引き揚げを待つ間にも、次々に積極的

                                                      
3王育徳、「『台湾青年』創刊当時的故事」、『台湾青年』第 51期、(1965年 2月)。 
4呂東熹、『二二八記者劫』、(台北市・二二八基金会、2016年 2月)。 
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に現地の文化活動に取り組んだ。以下に彼らの活動の概況をまとめてみる。 

 

1．翻訳編集と文化出版活動 

 『民俗台湾』の日本人同人は多くが台湾大学か台湾編訳館に「留用」され、帰国を延長

して優れた才能を発揮した。金関丈夫と国分直一は戦後初期には戦前からの民俗考古研究

を続けており、そのフィールドワークの成果の多くを『台湾文化』に発表した。このほか、

金関は「林熊生」の名で、台湾を舞台にした日本語の探偵小説『船中の殺人』と『龍山寺

の曹老人』を出版した。池田敏雄は主に編集と翻訳に携わっていた。戦後、『民俗台湾』の

復刊は順調には進んでいなかったが、1946 年 4 月、日本人引き揚げがひと段落すると、池

田と台北に留用されていた友人の森於菟、金関丈夫、矢野峰人、国分直一、立石鐡臣、早

坂一郎(1891～1977 年)、松山虔三らは同人的な性格の『回覧雑誌』を発行した。5これらの

文化人が台湾に長く残って民俗考古学などの仕事を続けようと思っていたことは明らかで

ある。 

  

２．演劇活動 

 台湾が植民地体制から解放されると、文化人は嬉々として台湾文化の再建に取り組んだ。

演劇演出が彼らが戦後の台湾文化界に介入する最も手っ取り早い手段であった。彼らは中

日文化交流の要求のもと、戦後台湾で演出する正当性を得たのである。 

 1945 年 11 月、西川満は樹林炭鉱から満身創痍の台北に戻り、もはや出版に携わることは

できないと知った。そこで濱田隼雄（1909～1973 年）に相談し、劇団「制作座」を設立し、

自宅に文化浪人を集めて、北里俊夫（1913～1980 年）に主催させた。最初の公演は北里俊

夫が改編監督したマルセル・パニョルの「ファニー」で、宮田彌太郎と鈴木陽平が舞台設

計に協力した。上演には多くの中国人観衆が来たと言われている。第二回公演の濱田隼雄

の「横丁の図」を準備しているときに、重慶から来た画家の黄栄燦と知り合った。第三回

公演を準備しているころには日本人帰還事業が始まっており、中山堂で「滅満興漢の旗の

下に」を上演して演劇活動は終わった。6 

制作座の上演以外に、1946 年 10 月には沖縄出身の在台日本人が編成した「高安爆笑劇団」

が日本風のコメディー「心の建築」を五回、上演した。観衆はみな日本人で、客の入りも

悪くなかった。7さらに、多くの娯楽性の高い日本人の劇団が上演活動を行っていた。8 

                                                      
5張良澤編、「池田敏雄先生年表」、『台湾文学評論』5巻 2期(2005年 4月)、64-65頁。 
6西川満、「創作版画の発祥と終焉：日本領時代の台湾」、『アンドロメダ』第 271号(1993年 3月)、11-12

頁。 
7焦桐、『台湾戦後初期的戯劇』、(台北・台原出版、1994年 3月)、152-154頁。 
8徐亞湘、「省署時期台湾戯劇史微探」の註 9で以下のように述べている。：「この時、引き揚げずにまだ台

湾に残っていた日本人が好来楽団、大紅花少女歌劇団(新台湾)、制作座、高安爆笑劇団、さらに、當山

勲舞踊団、高山大舞曲団など音楽と舞踏を主としたバラエティー団体などを組織してしばらく運営して

いた。」これらの劇団の性格はそれぞれ異なり、演劇活動の状況についてはさらなる考察が俟たれる。『戯
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３．中日の木版画交流 

戦後初期、文芸活動を行っている中国青年たちが海を渡って台湾にやってきた。彼らは

中国の抗日期に文宣隊で活躍していた人物で、台湾に来ると新聞社や雑誌社で編集の仕事

に携わったり、学校の教員になったりした。この時期に彼らは戦後初期の台湾社会と批判

精神を反映した木版画を残した。このうち、黄栄燦と朱鳴岡、陳耀寰は当時、最も早く来

台した木版画家で、黄と朱は在台日本人文化人と最も親しく行き来していた。西川と濱田

は黄栄燦について特に深い印象を持っており、ふたりは言い合わせたよう帰国後ただちに

一文をしたためて彼を偲んだ。9 

 

四、 西川満の引き揚げ文学における戦後初期の記憶著作 

  

 西川満は帰国後も台湾への郷愁にこだわり続け、台湾テクストを最も積極的に生みだし

た日本人作家となった。彼のテクストには、台湾を去る前に台湾の友人と別れを告げる場

面の記憶が繰り返し記され、戦後初期の台湾社会と文化状況も作品に書き込まれている。

戦後、彼は戦前の台湾郷土文化の知識を彼の文化記憶に転化し、ひそかに持ち帰ってロマ

ンチックな幻想に満ちた大衆文学のテクストに織り込んだ。そして、当時の日本文壇に注

目され、文壇の友人の強い引き立てを得て、日本の大衆文学界に戻ることに成功した数少

ない在台日本人文学者となった。 

 西川満には、戦後初期の台湾社会を舞台にした小説が数編あり、引き揚げで台湾を去る

やりきれない心境を繰り返し述べている。「玫瑰記」を例に挙げると、この作品は音楽の旋

律を小見出しにして七段にわかれ、日台結婚の悲劇を描いている。主人公は骨董商の台湾

男性鄭子賢で、彼に恋愛と結婚を語らせ、玫瑰酒と莅佳子が描かれたガラスの肖像画を配

して、台湾の士林、板橋林家の花園の文化背景を詳細に描き、台湾の特殊な物質文化や城

隍爺信仰、英国詩人フランシス・トンプソンの生涯の逸話などをテクストに織り込み、西

川満文学の特殊でロマンチックな異国情緒を十分に繰り広げている。  

「錬金術」には戦争中に骨董商の陳博士が突飛なことを思いつき、金銀の紙を焼いて金

を儲けようと企んだことが描かれている。戦争が終わっても彼の錬金は成功せず、「永住の

つもりでいた台湾から、わたしが引きあげる時、陳博士はわざわざ訪ねてきて、『保佑平安』

と刻んだ商売ものの銀の首飾りと、豚のでんぶとを餞別にくれた。」このような心温まる別

れの場面は、戦後、西川の心にいつまでも残る感動となった。 

                                                                                                                                                            

劇学刊』第 21期(2015年 1月)、78頁。 
9濱田隼雄は「黄栄燦君──終戦後の台湾で」(『文化広場』3月号、西部図書株式會社、1947年 3月)を発

表しているが、作品は未見である。濱田隼雄の死後、西川満は「小説木版画」を再販した。(『アンドロ

メダ』第 273号、1993年 5月、8-11頁)。西川満は 1947年夏、台湾の引揚寮で「創作版画の発祥と終焉：

日本領時代の台湾」を書いたが、1993年になって整理しなおして出版した。 
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 「台湾脱出」は五〇年代初めの作品である。日本に引き揚げた日本人が、30 トンの小さ

な「あかね丸」に乗り、危険を侵して台湾に密航する。防諜のために当局が厳しく監視す

る台湾の港町をうろつき、最後には台湾独立党の友人の廖らに助けられ、侵攻してきた中

国共産党の砲火をくぐって脱出するまでを描いている。作品は大衆小説の域を出ないが、

なじみ客と芸妓の情と義の恋愛を中心に、ストーリーはテンポよく進み、登場人物の複雑

な情愛が生き生きと描かれている。作者は主人公の五代を通じてこう語っている：「愛する

台湾を媒として、日本と中国とが永遠の親善を結ぶこと、それが彼の悲願であった、この

故に、最近の国際情勢の変転に伴い、腐敗した官吏が粛正されたり、農地の改革が断行さ

れたりして、次第に台湾人の人権が尊重されて来たことを何よりも台湾のために、よろこ

んでいる一人であった。」10 

 「恵蓮の扇」は同じく台北を舞台にしており、大屯連峰を遠景にして淡水河や陽明山な

どの台湾の風景で小説空間を構成している。日本人の「私」と女主人公の恵蓮は、日本と

台湾という立場のちがいから結婚はできないが、ある種の情で結ばれている。「私」は台

湾を去るまで、彼女への思いを捨てられない。白檀の扇子はふたりの思いを象徴するもの

である。恵蓮は結局は台湾人の仲明に嫁ぐことを選ぶ。仲明は日本に留学した台湾人エリ

ートを代表する典型的な人物で、熱烈な抗日民族主義者である。戦後、嬉々として国民党

政権の来台を迎えたが、二二八事件後、白虎隊の指導に関わったという罪で銃殺されてし

まう。妻の恵蓮は仇を討とうとして失敗し、獄中で服毒自殺する。 

 小説の「私」は、欧米帝国の移民地域では残留を選択できるのに、在台日本人にはそれ

ができないことから、自分は軍に関係ないので同一視されるべきではないとし、強制的に

引き揚げさせられることを怨みに思っている。これに対して、王白淵は日本の戦争責任は

軍にあるという論調を厳しく批判している。 

 二二八事件の虐殺と台湾籍のエリートが捕えられ殺されたことへの作者の憤りと同情が

その表現には溢れている。このような悲劇が発生し「私」はたいへん申し訳ないと思う。

「それが、日本のあやまった戦争のおかげで、悲劇の主人公となりながら、しかも日本を

愛し、日本人を信じてくれた君たちへの、せめてものわたしのつぐないだと思うのだ。」11 

この小説の終わりには、西川満個人の戦後の贖罪意識がいくらか現れている。 

 西川満は帰国後、彼の小説は、一貫して台湾の風景と特殊な民俗信仰活動や物質文化な

どを設定することを好み、台湾の異国写実を展開している感がある。しかしながら、彼が

設定した「台湾人」の人物像やその心理描写を詳細に検討すると、作者個人の文学想像に

よる虚構性に満ちている。また、「その場にいない」西川は台湾の風景をその空間に、戦

後初期の二二八歴史事件前後をその時間として設定しており、時事的な報道をそのなかに

配している。この作品では作者は過去の台湾の文化風景に耽溺し、依然として台湾人の心

の世界にほんとうには入り込めていないが、台湾人の時代を跨いだ複雑な心理変化や、事

                                                      
10西川満、「台湾脱出」、『台湾脱出』(東京・新小說社、1952年 1月)、177頁。 
11西川満、「恵蓮の扇」、『アンドロメダ』250号(1990年 8月)、11頁。 
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件の衝突過程における悲劇性を十分に明らかにし、その原因を究めようとしている。そし

て歴史写実を基盤に文学の美しさを展開し、二二八事件を記念するこの作品を虚実を織り

交ぜて書き上げている。この作品は『キング』の大衆小説として出版されたため、より多

くの日本の読者がこの事件のいきさつを知ることになり、文学による伝播という役割を果

たした。その意味で、この作品は、台湾二二八文学著作史において論じないわけにはいか

ない作品となったのである。 

 

五、結び 

 

  二二八事件前に台湾を離れた西川満は、事件についてのニュースはすべて耳で聞いた

ものである。そのため、戦後初期の台湾記憶の著作には、やりきれなさと怨みが多く含ま

れ、台湾郷土への強い郷愁が現れる。一方、留用された日本人は台湾民衆とともに暴動を

経験した。留用され、その後台湾から離れるよう迫られたことで、国民党政府に対してよ

り深い認識を持つようなり、台湾を離れる必然性を受け入れざるを得なかった。西川満文

学は数少ない台湾引揚者文学である。戦後の台湾社会の発展に強い関心を持ち続けたが、

戦後のテクストからは、作家が帝国時代の思考に停滞したままであり、台湾郷土への思慕

に浸っていることが読み取れる。しかし現実の生活においては、台湾の親日コンプレック

スと省籍コンプレックスは、どちらも戦後初期の交流の経験から来ており、当時の社会発

展心理を整理することによってのみ、これらの複雑なコンプレックスを理解し、解き明か

すことができるだろう。西川満の文学著作は我々に「台湾コンプレックス」からいつまで

も抜け出せなかった文学者を詳細に観察できる事例を提供しているのだ。 

                                  (魚住悦子訳) 

 

 


