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占領され零落する精神 権力の再浸透 

——《华文大阪每日》のいくつかの通俗小説を中心に考察する 

 

               涂晓华 

 

 本文は《华文大阪每日》のいくつかの通俗小説のテキストに対する考察を通して、「淪

陥」（敵の手に落ち、占領されること。「淪陥区」はその場所ーー訳者注）とは、権力のネ

ットワークにより似通ったものであり、いかなる個人もこのネットワークに属して、好む

好まざるを問わず、淪陥関係を作り出すことに参与していたということを見出す。淪陥区

の普通の民衆にとっていえば、淪陥そのものがすなわち過酷な現実を意味している。それ

まで持っていた国民意識は禁じられ、彼らも選択と倫理の苦境に直面することとなるので

ある。ゆえに淪陥区の社会道徳と風紀は耐え難いほどに落ちぶれ、権力適応下の産物に属

する一部の民衆と化す。また権力者が語るところのいくつかの物語は、日偽宣撫のロジッ

クの下、民衆から戦争の残酷性についての体験を隠し、ひいては「われわれ」と「他者」

の区別を消し去って「大東亜共栄」下の青写真を作り出した。以上の事柄はいずれも権力

が浸透し到達できる深さと広さを示している。 

 

    問題の提起 

 淪陥区、占領者の立場は相対的に明確だ。彼らはかつての政治体制が瓦解したのちに新

たな政治秩序を建立すべく、広く受け入れられるような意識形態を確立する。さらに全民

衆が隠れた反対の下、やはり権力のコントロールを保障しようとする。また、被占領者す

なわち広大な民衆の立場は相対的に曖昧である。彼らは占領者の権力のネットワークの末

端に偏在しており、日常生活の秩序の崩壊と再建を経験して、淪陥区の権力関係の創出か

ら逃れようがないのである。淪陥とは単なる統治と被統治の関係の創出にとどまらず、そ

の背後には巨大なそして形無き権力のネットワークが存在する。その中には少なからぬ権

力の有効な行使と普通の民衆、あるいは反抗、もしくは従属、或いは協調など多くの筋書

きがある。そしてこれがまさしく本文で探究する問題が集合するところである。 

具体的な研究において、本文は淪陥区の区刊物《华文大阪每日》の部分通俗小説から入

ってゆくことを選んだ。これらの小説は低層の民衆と密接に関連しており、彼らの日常生

活はもともと少なからず小説の中で描かれている光景であるし、小説はひいては、親しみ

深い原始的な精神状態を最も備えていた当時の低層の民衆を映し出し、彼らの日常生活の

直接的な描写と反映となっている。 

《华文大阪每日》は日本本土で編纂されたものだ。もっぱら中国淪陥区でのみ発行され

た、中国語の刊行物である。1938 年 11 月 1 日に創刊され、創刊の日から 1943 年の末まで

半月ごとに刊行され、11 巻 124 期発行される。1944 年 1 月に月間に改められ、1945 年 5

月 1 日まで、2 巻 17 期が発行された。そして、合計 6 年７ヶ月の時を経て、141 期発行さ

れた。《华文大阪每日》は日本大阪毎日新聞社が編集し、発行は 100万部を超えたことで知

られる。淪陥時期に出刊された期間が最長で、もっとも広い範囲に影響を及ぼした中国語
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出版物のひとつである。かつてはそれを「中国語の大東亜共栄圏」であり、「中国大陸の

民衆に向け日本の国策を宣揚する情報誌」であると称した研究者もいた。「華文大阪毎

日」の筆者の統計によれば 125 編が中短編小説で、9 編が長編小説であった。 

 

一、「新民」を形作る：淪陥区の社会文化環境 

元からある社会環境では強硬な破壊と同時に、日偽はまた文芸、思想、世論等を取り入

れて侵略戦争の宣伝を軌道に乗せようと努力した。「大東亜戦争発動以来、文化人の使命

と任務はますます比較して重大なものとなっている。文化事業の推進は既に寛容でもなく

緩やかでもないところに属している。」だが異邦人の身分で占領区の文化事業に介入する

のは、要領を得ないことも多く、ゆえにやはり漢奸の文人の支持を必要とし、もともとあ

った文化資源を運用した。そこで「和平文学」、「新国民運動」などの文化活動が次々と出

現する。いわゆる「和平」が指すのはもちろん抵抗を放棄し、中日の間で手を携えて、共

に大東亜共栄圏を築こうということである。和平文学は理論上文学を用いて「和平」思想

を宣伝し、文学を通して和平、反共、建国の理論を広めるものだ。いわゆる「新国民運

動」とは「精神構築の方面で、人々が皆至誠惻坦の情と捨身救世の素養を有するところと

なることを目指し、物質的な構築の面では、人々が皆労働に励み思慮を巡らせ、銖積寸累

の習慣を身に付けることを目指す」ことを要求する。「銖積寸累」とは戦時の経済緊縮需

要に適応するためである。淪陥区の民衆に個人の生活ないしは生死と「国家非常時期」と

の間で折り合いを付けることを要求しているのだ。日偽は進軍と破壊を行いつつ、一方で

は民心を収拾していたのである。その企みは淪陥区の民衆に対する物質面と精神面に対す

る強い管理統制と規則を通して、それを求めることによって「新国家」の建設軌道を取り

入れ、「大東亜共栄」下と日本と均衡を図る中国「新民」の図を作り上げた。 

想像に難くないのは、淪陥区の「新民」を形成する社会文化環境下では、普通の民衆の

日常生活の背後には終始、一つの巨大な権力の影が潜んでいたということだ。 

 

二 虚無と抑圧：淪陥区の民衆の叙事 

一. 人物の形象：占領され零落する精神 虚無の人生 

 1945 年 11 月、陳公博が獄中で記した文の中でこう表明した。「此度の中日戦争以来、

物資を使い果たしたのみならず、道徳もすっかりすり減らしてしまった。内地の様子が

どのようなものか、私は深く知らない。だが淪陥区において、私は、大衆が狂瀾へと向

かっているかのように、狂薬（酒）を飲んでいるかのごとく、一切の道徳をすっかり失

ってしまったように感じる。皆、国家が、社会が、友があることを知らず、ただ己があ

ると知るのみだ。また、明日があると知らず、ただ今日があると知るのみなのである。

そして、理想の存在を知らず、ただ享楽の存在を知るのみだ。」文字の行間には、世の

中の風紀の乱れに直面して、道徳が落ちぶれ失われたところから現れる悲しい憂いと傷

ついた嘆きが満ちている。彼のこのような“家国情怀”（国家の一員として国のために

尽くすという意識）はいったい何を映し出しているのか？彼が悲嘆に暮れるところの淪

陥区社会は、なぜこのように耐え難いほどに落ちぶれてしまったのか？ 
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《华文大阪每日》1939 年第 3 巻 2 期に短編小説「老曹」が掲載された。小説には次のよ

うに書かれている。「老曹は至って平凡な人物である。思想もなく欲望もなく、苦しみも

無ければ煩悩もない。自分の将来を計画し、また過去を思い出そうとしても、彼にはどう

計画し、どのように思い出せばいいか分からなかった。彼はただ、目の前の生活に対処す

ることしか知らなかった。今日酒を飲んでしたたかに酔っ払い、明日食べるものがあるか

どうかは思索の外だった。時には釘にぶつかり、頭を怪我して血を流しても、その時には

いくらか叫びもするが、痛みがなくなれば頭の中から追いやって、きれいさっぱり忘れて

しまうのである。これもまた一つの人生だ。このような人生を送る人間は、中国四万五千

人の同胞の中でどれほどいるだろうか？」 

 上の文章が描き出しているのは、思想もなく行動力に乏しく生気を欠く老曹という人間

である。彼の落ちぶれた心持ち、その虚しい人生と陳公博の時代の説明は、互いを映し出

し彩りを添えるものであり、読む者に自分は救いのない運命なのだと感じさせる。被占領

という状況が、最も深いところまで入り込み、人々の生活の有り様を変えてしまった。こ

れは淪陥区の客観的な現実の生活を基盤として淪陥区社会に存在する問題を反映したもの

である。 

 

二. 愛情小説の抑圧：悲しみと欲望の描写 

 《华文大阪每日》における言情小説（旧式の恋愛小説）で愛情を描写するときの一つ

めの特徴は、国家が破れ滅びる悲劇のプロットを通底しており、凄惨な愛情とは結局、

民衆の感情面での苦悩を表現しているということだ。二つ目は、小説に大量の奢侈退廃

し 

た性描写が出てきたことである。末の世の「牧歌」は苦悶の中で欲望をほしいままにす

る感情を含んでいたのだった。 

王代昌の「破家」は、一組の恋人同士が最終的に別れてそれぞれの道をゆく姿を描い

たラブストーリーだ。まさにこの二人が結婚しようというときに、現実的な金銭面での

圧力によって人生観が一変してしまい、再婚に対し怖気づいたことで、「冰」は最後に

「嘉生」を拒絶する。「冰」は言う。「暗黒の環境で、待ちわびて、突然光明に出会った

としても、ただ怖ろしいだけだ。恐ろしさ以外の感情は少しも持てないんだ。」「実際、

人間は世にでてもやはり何も得られない。男は生計を立てるために外で駆けずり回るせ

いで、女は家を守り子供を育てるせいで、男も女も疲れ果て白髪に染みだらけになっ

て、老いて、死ぬ。死んだらそれでおしまいだ。すべての人生観はどんなものでも、み

な話し始めは感動的で、詳細に考え始めるが、それでも生老病死しかないんだ。」この

ようなこの世の無常を悟ったかのような顔と人生観とは美しい愛情を追及することの放

棄を暗示している。 

張資平の「新紅 A 字」は《华文大阪每日》に十期連載していた長編愛情小説である。

これは不倫の恋人である「柳霙」と「黄先生」が付き合い始めてから同居し別れを迫ら

れるまでを描いた。最後は「柳霙」が病死してしまうという悲劇である。全編を通じて

両性間の欲望関係に視点が集中しており、性愛の動機、性愛行為等の方面を細かに描い
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ている。 

柳と黄の二人は社会倫理のタブーを顧みず、自我の解放を追い求める。しかしながら同

居の後もより多くの幸福を得ることができず、却ってより深い倫理の渦と苦境に陥るのだ

った。一方では、「もっとも恨むべきはああした宗法社会が残した残滓だ……我々の置か

れた立場は非常に多くの外敵に厳重に包囲された孤軍のようだ……みなが酔っ払っている

社会では、僕ら二人は何の同情も得られないだろう」と言いながら、また一方では「僕は

やっと気づいたんだ。愛情のために全てを差し出して、得られたのは、まったく相応しく

も立派でもない立場で、相応の金銭的な権利も得られなかった。ますます君の玩具にされ

ているように見て取れるんだ。」結局、「黄先生」は我が身への甘さから堕落し、「柳霙」

は肺病で亡くなる。 

 張資平の小説について、魯迅はかつてこう評価した。「一つにはプロットが三角関係を

離れず、二つには小説における女性が非常に積極的に男性との性愛を発生させている。」

事実、魯迅の述べた事も的確である。彼は「性生活の観察によって次第に岐路へと導か

れ、数多い恋愛遊戯小説を書き、多くの変態性欲作品を発表した。」しかし、情愛や欲望

などの描写は愛情の表現という主題を形成するには十分ではあるが、小説は決して一つの

面からのみ形作れるものではない。その背後には社会感情を知る手掛かりが潜んでいる。

すなわち、高圧的な統治を受けている社会において、普通の民衆は容易に心身の全てで愛

情の妙味と人生の意義を享受する術はないのである。そして無力かつ苦悶している人々

が、愛情の中で唯一追求できるのが「性愛」だった。一方ではいかにしても捨てられない

悲しみを、もう一方では欲望の奴隷となる喜びの歌を。それらは共に、淪陥区における民

衆の愛情の描写を構築しているのである。 

 その背後には自我に苦悶する感情の抑圧と逆境にも大人しく従う精神的畸形がある。 

 

三 現実に対する需要と宣撫の従属 

 

一. 社会の「現実」を受け入れる 

 淪陥区の通俗小説の都市と農村に対する描写は、社会生活の時代性と世俗の風情の独特

さを体現している。《华文大阪每日》におけるたくさんの小説は、いずれも細緻に、また

豊かに当時の都市と農村の様々な生活風景を映し出している。これらの「現実主義」に偏

った創作は、一面では淪陥区社会の「現実」そのものを再編成しており、もう一つの面で

は「 

現実」を再編成するなかで民衆がそれをあたかもすでに受け入れているかのような錯覚を

生み出すのである。 

 李无双の《芝姊·纪念一颗孤独的心》は、「冷たい美女」芝姉が騒々しい都市生活に上

手く適応できず、失望して田舎に帰り最後は夭折してしまうまでを語った物語である。

「それからこの世界にもまたある孤独で寂しい心は、永遠に土にうずもれてしまった。」

文中で男主人公の「荑弟」が「大上海」で生計を立てる心情は次のように記されている。

「たちまち三年が過ぎ、僕は人の海の中で浮かんだり沈んだりしている。環境に対して時
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には足掻き、時には反抗するが、結局僕は屈服し、大海で舵を失った漂流船のように、神

に身をゆだねた後、ゆっくりと岸辺に流れ着く……僕はまだ二十歳をすぎたばかりだ。だ

が、僕が覚えた陰険さとずるさは、すでに僕の清らかだった魂を暗く塗りつぶしてしまっ

た。昔、昔か？僕は奴を許さない、僕は奴を許さない。」 

 足掻きから反抗、ついには屈服へと至り、「大上海」での浮き沈みの背後には苦しい内

心の足掻きがある。環境に屈服するとはすなわち現実を受け入れることだ。 

 《雪》という小説は雑合面や高粱米を買う低層の民衆が暮らしを切り盛りする難しさを

表現している。「『立冬』の節気が来ると、久しく古い街に暮らす「老北京」たちは…温か

なベッドにしゃがみ、短い首を縮めて熱々の羊肉のワンタンスープをすする……ただ、こ

の集団の仲間に入れない者や、あるいは最初からそのようなのんびりした幸福な暮らしを

送れない人々は、あのような雪と風の中、寒い道行の通りを駆けずり回り、やっとのこと

で自分の残された命を繋いでいる。「仲間に入れない、あるいは最初からそのような幸福

な暮らしを送れない人々」というくだりが、都市から出てきた人々の人間的に落ちぶれた

様を暴露している。 

 都市社会とは異なるものとして、農村社会にはまた別の描写が出てくる。徐健は「十二

人の水死体」の中で次のように書いていた。当時河北と天津の堺で洪水が起き、73 人の水

死体が天津市内に打ち上げられた。これらの水死体は男女の区別もつかないほど腐乱しき

っていた。その 12人の水死体の中にはある一家の全員がそろっていた。彼らは命がけで堤

防を守ろうとして、全員溺死したのだ。これもまた農村社会の悲劇の物語である。だが異

様なことに、小説の締めくくりでは次のように語られる。「復興のさなかの華北の農村に

は、抜きんでて素晴らしい組織があり、県長が派遣した人物の指導の下で堤防を建築し

た。……10 日ののち、一つの堤防が続いて完成した。」この物語は結局、「復興」の大叙事

の中に組み込まれたのである。都市において追及されていたのが、都市生活者の人間性の

喪失であるならば、農村社会においてはすなわち、農民が華北「復興」建設参加にかける

情熱だったのである。二通りの光と影が重なりあい、共同で淪陥区の多面的かつ重苦しい

社会の「現実」の光景を作り上げている。小説の中で描写される、その中に沈み適応しよ

うと模索する底層の民衆、暗に淪陥の自覚の受容性を含んでいる。 

 

二. 宣撫の従属 

 卜正民は日軍の宣撫政策を論述する際、かつてこのように指摘している。「日本の宣伝

は日本人と中国人とが『同文同種（使う文字と人種が同じ）』であることを求めていた。

しかしながら、まさにその不誠実なつくりが、《华文大阪每日》の小説作品中で共鳴と呼

応を得ていた。宣撫親善、中日連合、侵略美化などが主題の小説が次々に発表された。そ

れが含む意味は、日本に対して偽りの宣撫が呼応し追随することだけではない。更に危険

なのは、通俗的な表現はしばしばこびを売るやり方の感情論理に素直に従う民衆を作り出

すことである。 

梦殊の《南行》はとても単純で短い物語だ。南へ向かう航船の上で、主人公の「私」は

ハンガリー人のイリスと知り合って語り合う。夢の中で、「私」は南西夷族の女性の指導
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者に会ったことがあり、そこですぐにイリスと、時局に対するある見解が生まれた。 「東

アジア民族に関して、今後必ず今一度、改めて知らねばならない。おしなべて東アジアの

人民はすべて団結するべきだ。」彼女は迷いもなく答えた。「私達は血筋を区別せず、人種

を区別しないべきです。共に一条の戦線の上に立って、外来の白色人種の侵略を防ぎ止め

ます！」「いいでしょう。私達はみな連合しましょう。」イリスも興奮して言った。「私達

ハンガリーの人間はもともと黄色人種の血を引く子孫で、黄色人種の英雄の気質をヨーロ

ッパに見せた急先鋒でした。」「イリスの答えを聞いて、また数年前の出来事を思い出しま

したよ。黄色人種の結びつきは実に自然な結果です。」「私は今に至ってやっと国民党の

人々が取り残されていることを感じました。また新中国建設の大任を引き受ける資格はあ

りません……。夷族はインドシナの人種、ベトナム、ミャンマー、シャムと各地の人民に

至るまで、すべて血縁関係があります。もしこの地帯の民族が、共に連合したら、やはり

一つの南方アジアの新興大国ではありませんか？」 

  いわゆる「南西夷族の指導者」や、いわゆる「南西夷族はインドシナの人種だ」といっ

た記述は、「民族」を利用して中華分裂の想像をねらっていたのだとまったくはっきりし

ている。近代以来、国民は西方の侵略に対して身を切られるような痛さを被ったが、国家

の飛躍と盛んな勢力に対しても深く期待していた。しかしこのような西洋諸国での抵抗の

際、国家が立ち上がって日本の論理に望みを託すのは、明らかに侵略者と侵略の被害者の

間の不平等な関係を抹殺し、「自然と後れている民族は開化した民族の救いが必要だ」と

いう考えが暗に府合することに対してだ。 

呉青山の《黄金色的贝壳》は次のような物語を描いた。「私」は少年時代の親しい友人

と海岸で再び出会う。親しい友人は「私」に自分の 10 年間で起きたことを語った。恋愛

し、従軍して、戦争へ行き、故郷へ帰ってきたことを。「僕は君に永遠の別れを告げにき

た。僕の白骨は血肉の乱れ飛ぶ戦場に埋まるだろう。国家のため、僕は行った。太平洋で

戦争が勃発したと耳にして、僕はあの広漠たる寄る辺ない海上で、一輪の血の色の花が開

くのが目に見えるようだった……。激戦して、再びの大激戦、民族の激戦だ！」この小説

の中では決して赤裸々に「大東亜聖戦」を宣伝しているわけではない。しかし、文中で

「夜ふけの波、黄昏時のまるで異なる光、黄金色の貝殻」といったように、至る所で穏や

かな喜ばれる雰囲気を誇張していて、戦争の残酷さを偽装しているのがこのように見事で

ある。そのような侵略者の語る物語は、低層の民衆から戦争の残酷さを記憶し子細に観察

することを覆い隠しただけではなく、更に「国のために戦う」使命感の論述で、侵略者と

侵略の被害者とを一体となし、「私たち」と「彼ら」との根本的な違いを取り除いた。日

偽宣撫の論理の下で、小説の中の民衆はすでにこびを売るやり方で応対し追随しており、

これで民衆を積極的に淪陥自体と相互に適応するあり方を模索するよう導き、日偽のため

に宣撫し利用したのである。 

 

結論 

表面的に見ると、淪陥区の小説が盛況だった原因の一つとして、敵に占領されるという

社会的危機の中で人々が新たに日常生活の状態と論理を探し当てたのであり、これはもと
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より非難されることではない。しかしもしこうした日常生活を「新国民」を型作ろうとし

た社会文化環境の中に置いてみると、この種の「日常生活」は通常ではなかった。うめ

き、ため息をつくような仄暗い生活、虚無が主導する人生、これらはみな民族と国民性を

改造するよう方向を形成した。愛情表現の際の抑圧、社会「現実」の受け入れ、宣撫への

従順、といった側面も全て、「日常生活」の新たな発見の中で、権力との付き合いのため

に自我の適応を積極的に求めて行った。こうした自主的適応の姿勢は、権力が浸透する範

囲の深さと広さを意味している。 

抗日戦争期に対する中国人の記憶とは、日本の軍人による累々たる暴行、中国人が遭遇

した悲惨な陵辱と身を挺した抵抗戦争である。たとえ淪陥区の民衆であっても、反抗は絶

えなかった。伝統的な歴史ナラティヴにおいて、淪陥自体が一方の統治規制と他方の反抗

の物語を語っている。しかしいったん我々が淪陥区にある権力の浸透を体感すると、すぐ

に発見するのだ、「淪陥」とはむしろ権力のネットワークに似ており、どんな個人もみな

このネットワークの中に身を置き、あるいは自主的にあるいは迫られて「淪陥関係」の形

成に参加し始める。しかしこの種の参加は自分の利益のために行為された反抗姿勢とは違

い、それは自身の弱い立場を多重に固定化させることを意味しただろう。 

この淪陥区権力ネットワークのトップの地位にあった侵略者にとっては、「民心を集

め」ていかに民衆に反抗させずに自分たちの行為の意味を自己認識させるか、であり、普

通の民衆は堅実な姿勢で新しく現れ、関係の調整を追求し、もって生計を新たに建てなけ

ればならない。最後には「新国家」建設を宣撫する行動の中に参加していかなければなら

ない。  

ゆえにこの意味から解読するなら、社会低層の民衆にとっては、淪陥とは苛酷な現実に

直面することを意味し、淪陥区社会の道徳と風紀は堪えられないまでに退廃したのも、権

力のコントロールのもと自分で作り出した結果だったのだ。淪陥区の低層の民衆は戦争す

る双方の緩衝地帯に身を置き、彼らは戦争の犠牲対象になった。戦乱の苦しみと亡国の恨

みを飽くことなく強いられただけでなく、さらに中国人としての尊厳をも失った。彼らに

対して、「通敵」という一言で片付けてはいけない。淪陥という含意は、歴史と人性のあ

いだのすぐに明らかにならない多様でぼんやりした真実の存在を指し示している。 

 

           （翻訳：東京外国語大学大学院 博士後期課程生 木下佳奈） 


